
令和３年４月 ふ た ば 第 １６２ 号

ふ た ば 幼 稚 園

園長 谷かほる

新年度が始まって、約３週間が過ぎましたが、お子様の体や心の状態はいかが

でしょうか。新入園児にとっても進級児にとっても、変化に精一杯対応しようと

している時期かと思います。各担任は、ひとりひとりを少しでも早く理解するよ

う努め、園児たちが楽しく保育に参加できるように働きかけていきますが、どう

か保護者の皆様もお子様の気持ちを受け止めて見守っていただき、また、体調の

変化にも気を配っていただき、ご心配なことがありましたら、早めに担任にお知

らせくださるようお願いいたします。

この「ふたば」は、園からの情報発信を増やしてほしいとの保護者の方のご要

望にお応えするために、平成１８年５月からお出ししているものですが、今年度

も８月を除く毎月、保育中の園児の様子や、皆様からのご意見に対する園の考え

方などをお知らせしてまいりたいと思います。

１ 各学年の様子について

《佐野ホーム》

新しいホームや学年での生活に少しずつ慣れ、登園時に元気に朝の挨拶を

しています。

始業して１週間程は保育室の使い方が分からず戸惑っている年中児の姿を

見て、年長児が「先生、あの子分からないのかな…」と心配して保育者に声

を掛けに来ていましたが、最近は困っている子の名前を呼んで手伝ってあげ

ていて、年中児も落ち着いて朝や帰りの身支度をするようになりました。

保育室での自由遊びの時間には学年や男女を問わずみんなで楽しく遊んで

います。「よーいどん！」のかけ声でコマを回して、誰のコマが最後まで回

っているかを競ったり、けん玉の上手な使い方を一緒に考えたりする中で、

「すごいね！」「うまいね！」「次は頑張って！」などと言って、お互いを

認めて励まし合う姿が見られ、嬉しく思っています。

《岡山ホーム》

新学期がスタートして、もうすぐ１ヶ月が経とうとしています。進級する

ということは、子どもたちの中で楽しみな反面、緊張や不安な気持ちもあっ



たかと思いますが、そんな事を感じさせないぐらい元気に登園し、年中長と

もに新しいホームや学年に慣れて笑顔で過ごしています。

朝や帰りの身支度や食事などで年中の友達が困っていると、年長児が言葉

で優しく教えてあげています。寄り添っている姿はまるで小さな先生のよう

でとても頼もしいです。年中児も少しずつ保育室の使い方や１日の流れを覚

え、お兄さんお姉さんを見て真似をしながら、自分のことは自分でやろうと

頑張る様子が見られるようになりました。

《山森ホーム》

ご進級おめでとうございます。今年度も１日１日を大切に過ごしながら、

子どもたちの成長を丁寧に見守っていきたいと思いますので、どうぞよろし

くお願いいたします。

始業式の日は、緊張で表情が少し硬くなっている子や、進級した事を嬉し

く思って笑顔で登園する子など、様々な様子が見られました。

初めてのホームでの活動として、円になって一人ずつ自己紹介をしました。

年長児は年中児のお手本になるように胸を張って元気良く発表し、年中児は

恥ずかしがりながらもお兄さんお姉さんの真似をして上手に発表していまし

た。自己紹介が終わった後にはみんなで、ホームの友だちの名前当てクイズ

を行いました。新しいホームでの生活が始まっておよそ１ヶ月が経ちました

が、今ではお互いの名前を覚えて声を掛け合いながら楽しく過ごしています。

《年少》

ご家族の方と離れ、初めての園生活が始まりました。不安で泣いてしまっ

たり、新しい環境に戸惑ったりしていましたが、少しずつ幼稚園に慣れて「お

はようございます」と挨拶をする子が増えてきました。

園庭では、すべり台や砂場で遊んだり、花びらを集めたり、ダンゴムシを

見つけたりするなど、色々なことに興味を持ち、あたたかい日差しのもとで

元気に遊んでいます。また、「上履き履けたよ！」「帽子かぶったよ！」な

どと自分で出来るようになったことを、保育者に嬉しそうに伝える姿も見ら

れます。

ひとりひとりの思いを大切にして楽しい園生活が送れるよう、子どもたち

の成長を支えていきたいと思います。保護者の方にはご協力いただくことが

多々ありますが、１年間よろしくお願いいたします。



２ 転落防止の注意喚起について

区を通じて、子どもの転落事故防止のための注意喚起が、次のとおりありま

した。添付のパンフレットも参考に、事故の無いよう十分にご配慮ください。

《子供が保護者の目の届かないところでベランダに出て、エアコン室外機など

を足掛かりに手すりを乗り越え、転落する事故が発生しています。例年、自宅の

窓を開ける機会が増える春先や初秋に、事故が発生する傾向があります。ご自宅

で過ごす時間が多くなるゴールデンウィークの期間中も、お子様たちが元気に安

全に過ごせるよう、ベランダや窓のそばに子供の足場になるようなものが置かれ

ていないか、この機会に改めてご確認をお願いいたします。》

３ 連休の過ごし方について

園児たちはやっと園生活のリズムがつかめてきたところですが、新しい環境

に慣れるために気を張っている様子も見られ、疲れが出てきています。この後

連休を挟みますと、心が４月始めの不安定な状態に戻ってしまったり、体調を

崩したりする園児も多くなります。このようなことを防ぎ、元の園生活を早く

取り戻すために、休みの間も早寝早起きなどの生活のリズムを維持していただ

くことが大切になります。連休明けのスムーズなスタートのために、是非実践

していただきますようお願いいたします。

４ 蚊取り装置の設置について

今年も連休明けから、別館階段前東側ブロック塀沿いに、蚊取り装置（モス

キートマグネット）を設置します。例年設置していますが、かなり効果が高い

上に、殺虫剤は使用せず二酸化炭素等で蚊を誘引して吸い取るため、園児には

無害の装置ですのでご安心ください。

５ ホームページへの写真掲載について

園のホームページへの写真掲載については、園としても園児の安全には十分

に配慮をして行っていますが、皆様がご覧になって気になる点などございまし

たら、是非お知らせください。

また、写真掲載に限らず、改善点など、皆様からご意見、ご指摘等いただけ

れば幸いです。

《ホームページのURL http://futaba-youchien.tokyo 》
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窓からの転落事故にも注意

祖父母やお子様のいるお知り合いにも、
ベランダからの転落事故の
危険性をお伝えください。

お問合せ先
東京都生活文化局消費生活部生活安全課
03-5388-3082

平成 29 年度
登録（29）77

事故の再発防止や製品の安全性向上のため、事故の
情報や危険を感じた情報などを消費生活相談窓口や
製造事業者等に情報提供をお願いします。
●東京都消費生活総合センター
　　　　　　 03-3235-1155

●消費者ホットライン  　 188（いやや！）
消費者ホットラインは、全国共通の電話番号で、地方公共団体
が設置している身近な消費生活相談窓口につながります。

 相談専用電話

 事故が起きてしまったら…

NO!NO!

子供をベランダで遊ばせていた
子供がベランダで遊んでいるときに多く転落事故が発生

窓の近くに足がかりとなる家具を置かないようにする。

窓は施錠し、子供の手の届かない位置に
補助錠を設置し施錠する。

少しの間、子供を部屋に一人にさせていた
ゴミ出しや買い物などのため、少しの間子供を部屋に一人きりにさせて
いたところ、子供が自分でベランダに出てしまい、転落事故が発生

ベランダの外に興味をひかれて
ベランダの外の自動車や動物などを見るため、また家族などの
見送りをするため、手すりによじ登り、転落事故が発生

洗濯物・布団を干していた
保護者が洗濯物を干しているときに子供がベランダに出たり、
子供自身が布団を干していたときにも転落事故が発生

高所からの転落はベランダの他に
窓からも起きています。

あわせて事故防止対策をしましょう。この
よう
なと
きに
、

転落
事故
が

起き
てい
ます

この
よう
なと
きに
、

転落
事故
が

起き
てい
ます

NO!NO!

無断転載を禁じます。



事故につながる状況 事故の傾向と子供の発達

事故の多い年齢 子供の発達のめやす

2歳児が最も多く、次いで3歳児、4歳児の順で、10歳児以上で
も事故が発生。また、女児よりも男児の方が多い傾向にある。

子供の発達は早く、昨日できなかったことが今日できる
ようになっていることもある。子供の発達に応じ、日ごろ
から事故が起こりにくい環境を整えておく。手すりの近くに足がかりになる

ものがある
手すりのそばに、エアコンの
室外機やプランターなどが
置いてあると、それを足がか
りに子供がよじ登り転落す
る恐れがあります。

使用中に部品のゆるみや腐
食など不具合が発生する場
合があります。そのままにし
ておくと、手すりが破損し転
落する恐れがあります。

小さい子供がいるご家庭では、特に注意しましょう！
ベランダをチェックし、できる対策をしましょう！

住宅を選ぶ際には以下の点を確認する。
● 足がかりにならないデザインの手すり
● 手すりの高さが床面から
 110cm（できれば120cm）以上
 手すりに足がかりがある場合は、
 そこから高さ80㎝（できれば90㎝）以上

● 手すりの下部や格子間などの隙間が
 11cm（できれば9cm）以下
● エアコンの室外機などが手すりから
 60cm以上離れている。

● 少しの間でもベランダのある部屋に子供を一人にしないようにする。
● 子供だけ置いて外出しないようにする。
● 子供を一人でベランダに出さないようにする。
● 理解できる年齢の子供には、危険な行為を
   誘発しないよう配慮し、高所からの転落の
   危険性についてわかりやすく教える。

手すりが足がかりになる形状
子供の足が届く高さに足が
かけられる形状のものがあ
ると、子供がよじ登り転落す
る恐れがあります。

NO!NO!

NO!NO!

NO!NO!

NO!NO!

手すりの上を乗り越える

手すりの劣化・強度不足

手すりの下部や格子間など
に大きな隙間があると、そこ
からすり抜けて転落する恐
れがあります。

手すりの隙間からすり抜ける

都内では、行動範囲が広がり始める小さい子供を中心に、
毎年10人程度がベランダからの転落事故で救急搬送されています。

高層階ほど危害が大きくなりますが、2階や3階の低層階からの転落でも入院を要する事例が多く見られます。

子供をベランダからの転落事故から守るために!!

!!

子育てに配慮した住宅選びのポイント!! ベランダ周辺環境の見直し!!

保護者の見守り、子供への教育!!

● ベランダを子供の遊び場にしないようにする。

● 手すりのそばにプランター、椅子、
　テーブルなど足がかりになるもの
　は置かないようにする。

　　　　　　　　　　　　 ● エアコンの室外機は手すりから
　　　　　　　　　　　　  60cm以上離すか、上から吊るす
　　　　　　　　　　　　  など、設置場所に配慮する。

● ベランダの出入口は施錠する。
   子供の手の届かない位置に
   補助錠を設置し施錠する。

　　　　　　　　　　　　 ● 定期的に手すりにガタつきや
　　　　　　　　　　　　  腐食などがないことを、注意
  しながら確認する。

手すりの上を乗り越える

格子間の隙間
11cm以下

手すり下部の隙間
11cm以下

手すりの高さ
110cm以上

60cm以上

0歳

男児
145件

出典：平成29年度 東京都商品等安全対策協議会報告書
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