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言葉の力を伸ばすのは子どもの好奇心
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言葉が話ぜるようになると、子どちの関心ほ文字に向かいます。

このころの予どちは、「怠ぜ？」でいっぱいです。

~奇心の問いかけには、勉強ではなく 、楽しさで応え疋いちのです。

言葉の成長は急がせなくても大丈夫 ともl之考え、ともlこ喜んで

小学tSIに入学するまでに、ほとんどの予どちはひ5が怠の銃み

きができるとあって、文字のMmを急ぐお母さんちいます。しかし、

予どちは元来、~奇心旺盛な乞のです．周りが急力Vなくてち、次第

に文字を8いたり、銃んだりすることに興昧を示事ようになります。

一つ曾葉が読めるようになっだら、つ

い次ち・・・・・・と進めたく忽るのが親ゆで

しよう．でち、まず1c1.r~めたことJ、 そ
れを手どちといっしょに喜んでくださ

い．予どちの中に手ごたえ、進~感があ
れば、次の課題！こ自分で向かっていける

ちのです．

文字を被えよう、読み8きさtt.ょうとttず、絵本を一緒に銃み、子

どむが「自分の名前を密きたい」「この字letなあに？」と言ったときに

教える怠ど、予どちわ深しく文字を覚える手伝いをしてください。

文字に興味ガ出てきたら、一緒C絵本を読むのもよいでしょう。た
読み聞かせは

だし、銃必聞かぜId:文字を学習さぜるだめではありまぜん。絵本そ

r鎮ませるJためではない のちのを、いっしょE楽しみましょう。

・量的言葉の内8とと5に、お母さん力百む調予ち、言葉の理解を聞けます．自分ち楽しんで

／一＼ 続むと、書案の努図気が出るでしょう

- （／！.：＇九j 予どち怠りに狙自のストーリーをつくったり、物語の展開に疑問をちったりします。文字の

fこ4二宮疋 読み聖書きにこだわりすぎると、予どちlet物語を楽しむ余俗が尽くなってしまいます。

ぶιb:!_4 お母さんが物認をどんなふうに感じているか、予どちletお母さんの表備からち感じとりま

事詰:JI~余震7 ?t 0「つまらないけれどだめになる（であろう）；本Jを践むよりち、何でちいろいろ祝してみ
」ζ...u..--' ましょう．

l言葉の洪水に巻き込まれる 1時々、時間を決めて楽しんで

書車電を阜く、たくさん食えさtきょうと、 二銭く

らいの子どもばかりか笠まれたばかりの赤ちゃ

んにまでテしビを史ゼるお＠さんが泡えていま

す．たしかに、たくさん曾蒸に飽れれば、赤ちゃん

が知っている曾菜の霊創立唱える台、もしれま包ん．

しかし、曾蕪を使う力とテレビのRJIU立民自唱し
まぜん．言葉lまあくまでも刻gに使うもの.I語り

かけるだりで&5を聞いてくれないテレビには、赤

ちゃんは&5しかけようという気は起こら以いは

ずです．

テしビばかり史ていて周囲との淘&5が少ない

Ill演で育った子どもが、曾iiを&5そうとしZよかっ
たり、会&5ができないなどで、~察にl1iれるケー
スも決して少なくありまゼん．

事費J;i§mではなくても、テしビとのつき合い万はむ

ずかしいものです．窓店、仕切に忙しいときにはテしビ

に子守を繍みたいというときも多々あるでしょう．と

はいえ、テレビを無制限に貝ぜていると、子どもがテレ

ビの前からIfれなくなってしまう渇告もあります．

子どもが小さいときには見るお紹をあらかじめ決め

ておく、ある震度大きくなったら「一週間に0時間Jと

決めて、その内釈をS分で配分さゼるなど、テレビとの

上手なつき合い方を蓄えていきたいものです．また、子

どもがテレビと上手につき re、恥咽』‘ー

合えるようになるためには、 、，， · ·~ 
周llllの大人が、 テレビとのつ . ・' -

き合い方を見直す必要があ ！．手

ります。

日・・合ザ。・合－～

子育て講習会

｜銅のテーマ ｜号；運 動 あ そ び

遊びがひろがる体験講座
謂師：日本経営叡育研究所長屋あゆみ先注

日時： 1/29（木） 9：泊～ 10:00
※応募多数の湯合は先醤順

i易所：太陽の手保育園爪ール

対象：1 ・2歳児の親予の万 仁よ~~
参加費 ：無料 に手兆£1
服装．動きやすい服装 ~~ 

かぜをひいたとをに
お嵐昌に入。τいま
すか？
憲~と入5~いという人が多いのでは忽い

でしょうか？ 乳幼児隊新機代創が盛んで、

たくさん汗をかきま菅．元気であれば、入浴し

て皮膚を清潔にすることで、治りがよく怒る

舗合もa>Ot:昔、体力を潟集しZ互いように、ぬ
るめのお湯に入り、十分体を温め、お風呂の

湿気を鳳やのどに与えま曹、入浴後除、体の

lまてりがとれてから早めに厘患をとりま弘入

浴後すぐに布団に入ると、子どもの体依然を

発触さtまようとffをかを堂、。えって寝冷えを

さtまることに怒りま昔、
医師と網駁の上、入ってもよいと

をは入浴しましょう．

手育てお悩み相談はお電話・ ~必駿
メールでもあ気軽にどうぞ…置盟理事E
renraku@sunshine.ed伊 見立F

おおきくなったかな？
身長・体重を測り｜こきまぜんか？

日時： 1/26（月） 9:45～ 11: 15 f亡＼

燭所：保育園ホール 停内航＼

対象： O・1歳児のあ予後 ~、s’

か⑨r~払®－－－~⑨

赤ちゃん講座

楽しい離乳食（も獄清司）
am食のi隼めかだZついて、保護者の万izg式食

をしていだだき怠がら続鳴をしていさきます。ま

だ、保笥園での食事を含めた生活の緩予もご覧

いだだげます。その後、保育笥の鎗食を食べ主主

がら、露出し食巳関わる疑問・相践C当国の栄餐

士・保育土がお答していきます。

日 時 1/23（金） 11 :15～12：お
人数各月5組（先笥願・初めての万優先）

ii所太陽の予保育翻爪ール

対象 O歳児の親予の万 除、＼
参加償却円（畑否の万の糊代） ~屯’
i奇ち物容とコップ（大人） 京受）~

白紙ぎタオル（こどち） -....-- -

申込み 保育園までお話しください。

ベビーマッサージ
ベビーボンデイング（ベビーマッヲージ）で、

赤ちゃん ・あEaさんとも巴リフレッシユ！！

白隠 1/15（木） 10:00～11・：3)

対象生後2カ月～ 12力月の綬予 ~ 
勇気A毎回 10組 1よ:J
会湯太陽の予保商圏1階ホール ’U<O 

fきち物 パスタオル 1紋 ・汚れてちいい

タオルミ事 ・水分伺給用の飲み物

服装曾段笥でどうぞ

料金無料（使舟?tるオイル隠実質にて販売）

泌師 O歳児クラスl§当保育土

国際ボンデインク協会
ベビーボンデインクケn.ベシpリストij燭

申込み 保宵!llDまで予約のお電話をください


