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カレンダーをチェック！
イベント

お誕生会

3月生まれのお友だちのお誕生会を

下記の日程で行います。

2歳以上クラス

3/17（金）15:00~

ひなまつりイベント：中止

新年度保護者オリエンテーション：3月6日(月)

11:30より
B250及びオンラインにて

卒園式：3月25日(金)16:30よりOIST講堂にて

時間 内容

11:30-12:00 CDCオペレーション全体に関する情報

12:00-12:30 乳児クラス

12:30-13:00 プリトドラークラス

13:00-13:30 トドラークラス

13:30-14:00 プリスクールクラス

14:00-14:30 しんかクラス



ひな祭り
ひなまつりについての豆知識を載せましたので、ぜひお子さんと一緒にお読みください。



ひな祭り



保護者向けオリエンテーション
4月より新学年が始まります。B250及びオンライン（Zoomリンクは別途メールにて案内
します）で新しいクラスのオリエンテーションを行います。参加義務はございませんが、
お子さんの新しいクラスをよく知るいい機会となりますので、是非ご参加ください。なお、
CDCオペレーション全体に関する情報や、事務手続き等についてご案内は11:30~12:00
の予定で行います。

クラス 日にち 時間

乳児クラス
(くくる・あかさん)

3月6日 (月) 12:00-12:30

プリトドラークラス
(かなさん・ちゅらさん・うむさん)

3月6日 (月) 12:30-13:00

トドラークラス
(くがに・ぬうじ・かふう)

3月6日 (月) 13:00-13:30

プリスクールクラス
(みやらび・わかてぃだ・ぬじゅみ)

3月6日 (月) 13:30-14:00

しんかクラス 3月6日 (月) 14:00-14:30



幼児教育・保育無償化
～令和５年度申込開始～

対象年齢：２０１９（平成３１）年４月２日～２０２０（平成３２）年４月１日生まれ

対象児童：両親が共働き、就学中など（月６４時間以上の勤務）の理由で保育の必要性がある子

必要書類：申請書(お住いの市町村ホームページからダウンロード）

勤務証明書（OIST職員はHEART から申請）

学生（在学証明書と時間割表）

市町村に申請をし、保育の必要性の認定がされた方は認定証のコピーをCDCオフィスに
ご提出ください。３か月ごとにCDCから「領収書兼提供証明書」を発行します。準備が
できましたらメールでご連絡いたします。

請求書(市町村ホームページからダウンロード）と一緒に市町村に請求します。保育料の
上限37,000円までが払い戻されます。

令和５年４月から保育料補助を受けるためには

申し込みは３月中旬頃までに済ませましょう。



てだこCDC卒園式
しんかクラスのお子様の中には本園で過ごす時間も、残すところあとわずかとなりまし
た。入園から様々なことを経験し、心身ともに大きく成長した姿を職員一同嬉しく
思っております。最後の締めくくりとなります卒園式を下記の通り執り行いますので、
ご案内申し上げます。

日時：2022年3月24日（金）16:30-

場所：OIST講堂

服装：園でガウンに着替えます



新年度の準備のための
家庭保育へのご協力願い

4月より新しい学年が始まります。

年度末の３月31日（金）は、一年の
保育準備（保育室の整備、保育教
材の準備・整理、年間保育計画の作
成等や新しいクラスで子どもたちを迎え
る初日の準備）を行う予定です。

当日は可能な限り午後2時半までのお
迎えへのご協力をお願いします。



年間登録料とイベント費について

てだこCDCでは、毎年４月に年間登録費及び
イベント費を、徴収させていただきます。

登録費は一律￥10,000になっておりますが、
イベント費は年齢に応じて金額が異なります。
1-2才→￥2,500 / 3-6才→￥10,000

OIST職員の方は保育料控除の際に(4月17日に差
し引きをいたします。そのほかの方は請求書で
振込払いとなります。

この件に関するご質問等がありましたら、
CDCアドミ職員までお問い合わせ下さい。



くくるクラス、あかさんクラスの
子ども達は押し車に乗り、季節に
よって風景を変えていく毎日のお
散歩を楽しんでいます。今月は綺
麗な桜の木を満喫することができ
ました。また、お散歩に出かける
と、沖縄の絶景をOISTのキャン
パス内からも見ることができ、子
ども達は海の違った色を眺めたり
、外の新鮮な空気を肌で感じてい
ます。時には、押し車から降りて
芝生の上で遊んだり、草木や生き
物に触れながら、自然を全身で感
じ五感を育んでいます。このよう
な自然に恵まれた環境の中で育つ
ことは子ども達の成長にとって、
とても素晴しい体験となっていま
す。
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お散歩
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子どもは体を動かすのが大好きです。幼児期の子
どもたちは、体を動かすことで学び、自分の世界を
探求していきます。CDCでは、走る、踊る、跳ぶ、
ハイハイする、平均台で遊ぶなど、屋外でも屋内で
も体を動かすアクティビティを行っています。
運動技能は、「粗大運動技能」と「微細運動技能」
の2つに分けられます。この2つをマスターすること
が、子どもたちの成長と自立に重要です。
また、粗大運動技能の発達は、微細運動、視覚、発
語の発達をサポートすることにもつながります!

粗大運動技能：大きな筋肉（腕、脚、体幹）を
使って全身を動かす技能
例：歩く/走る、ボールを投げる/捕る、
サイクリング、ジャンプ、はしご登り

微細運動能力:小さな筋肉(一般的には指と手首)

を使って正確な動きをする能力
例：鉛筆やはさみを使う、レゴを組み立てる、
シャツのボタンをとめる、自分で食事をする。



トドラーの算数とは？
幼児期の算数とはどのようなものか

研究によると、算数教育は、子どもの算数リテラシーを高め、誕生から5歳までの急速な脳の発達を土台に
することから始まります。 初期の算数は、次のような幅広い基本的な概念です。

・数を数えること。

・数が多いか少ないかを認識する。

・円、四角、三角などの図形の認識

・上下左右、前後左右などの空間的な関係を理解する。

・どちらが高く、どちらが低いかといった測定の考え方。

色や模様の識別

幼児クラスでは、算数に特化したアクティビティに加え、毎日の生活の中で簡単な算数の概念や言葉を取り入れ
ています。簡単な形や模様から徐々に複雑になっていくパズル（空間認識と形）に取り組みます。朝の会では、
クラスに何人いるか、おやつの時間には何個のせんべいを欲しがっているか、一緒に数える練習をします（数の
知識）。お片づけの時間には、子どもたちが材料を正しいビンに戻すように指導します（パターン）。子どもた
ちと話したり、絵本を読んだりするときに、説明的な言葉を使います（直接比較する能力）。"クマは大きくて
、男の子は小さいね"。私たちの歌やお話の多くには、算数のアイデアや数字の唱和があります。私たちは、子
どもたちと一緒にビジュアルチャートを使って、アイデアや活動、好みを記録しています。このような言語豊か
な環境と年齢相応の探求心は、後に数学のスキルをより高度に発達させるための前兆となります。
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今月は、保育園および地域社会における多様性とインクルー
ジョンについて探究してきました。CDCがより多様で包括的な

ものになるにつれ、私たち一人ひとりがこのコミュニティの一
員として大切にすべきことは、すべての人の経験はユニークで
あり、自分とは異なる人々の視点を理解しようとすることです。
プリスクールのクラスでは、みんなそれぞれに違いがあること
を祝いつつ、私たちの結びつきを強くしてきたこれまでの経験
を振り返っています。今月、子どもたちはトッド・パール著
『ええやん そのままで』の絵本を楽しみました。この絵本は、
カラフルでシンプルな挿絵と安心感を与える言葉を組み合わせ
て、インクルーシブな空間の作り手である私たち一人ひとりが、
仲間との親和性を高めながら自分とは異なる人たちを尊重する
マインドを育むことの素晴らしさを教えてくれます。

多様性や世界の様々な見方について学ぶと同時に、私たちが故
郷と呼び、美しい伝統や自然に囲まれているこの小さ島「沖
縄」についても学びました。身近な市町村、伝統的な製品、地
理、観光地などについて学ぶ中で、沖縄文化への理解を深めま
した。世界市民として、また、沖縄文化の担い手として、互い
を尊重し成長していけることはなんと幸運なことでしょうか。

多様性・沖縄の文化
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しんかんクラスの子どもたちは、3年ぶりの遠足のお友だちや初めての遠足のお友
だちもいました。公園までは少し長めの移動でしたが、子どもたちはお友だちと一
緒にバスに乗るのを楽しんでいました。最初に立ち寄った宜野座の道の駅では、巨
大な遊具で遊んだり、お母さん、お父さん手作りのお弁当を食べたりしました。滑
り台は大人気で、子どもたちはよりスピードを出すために工夫をしながら滑ってい
ました。次に訪れたのは、バムセいちご農園です。子どもたちはイチゴを食べるの
が大好きで、クラスの子どもたちと先生で900個以上食べ、中には50個を突破した
お友だちもいました。朝から思いっきり遊んで、お腹いっぱいのイチゴを食べた子
どもたち、帰りのバスでは、ほとんどの子どもたちが眠ってしまいました。

楽しかった遠足



ベイビーサインランゲージを赤ちゃんの為に
使うことは多様な利益があります：

-フラストレーション
（満足されない状態にあること）の減少

-言語発達の促進

-身振りや指し示すことの励み

くくるクラスではベイービーサインランゲ－ジを日々行っています。
基本的なベイービーサインランゲ－ジを学ぶことは非常にお勧めします。
基本的なベイービーサインランゲ－ジシートを配布しますので家庭でもぜひ練習してみ
て下さい。質問や心配事があれば遠慮なくお尋ね下さい。

ベイビーサインランゲージ
（手話）



CDCナッツ持ち込み禁止方針

重度のアレルギー対策とし
て、園では全てのナッツ類
の持込を禁止いたします。
スナック袋に原材料として
ナッツ類が含まれているこ
とがあります。

園にスナックをお持ちにな
る場合は含まれる原材料を
よくご確認いただきますよ
うお願いします。



３月のスナックメニュー

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

AM Brown Rice Cereal/

Soy Milk

玄米フレーク/

豆乳

Calcium Senbei/

Corn

カルシウムせんべい/

コーン

Yogurt/Mixed Berries

ヨーグルト/

ミックスベリー

Vegetable
Cracker/
Tangerine

オレンジ/

カルシウムせんべい

Brown Rice Senbei

*Veggie Crackers

玄米せんべい/

*野菜クラッカー

PM Wheat Crackers/

Cheese

五穀クラッカー/

チーズ

Banana

バナナ

Edamame/
Veggie Crackers
*Broccoli/
Veggie Crackers
枝豆/

野菜クラッカー
*ブロッコリー/
野菜クラッカー

Bread/ Milk

*Kinako-Fu/

Soy Milk

パン/牛乳
*きな粉麩/豆乳

Pumpkin Cake

かぼちゃケーキ

SUBSTITUTIONS:

Due to availability or ripeness of fresh fruits or vegetables, substitutions may occur. 
果物の入荷状況や熟度によってはメニューが変更することがあります。

* Substitution for young toddler. ＊印は小さなお子様用のおやつです。
We will celebrate all March Birthdays and the children will enjoy cake and Soy milk with their friends on 3/17.
3/17（金）には３月のお誕生会をします。ケーキと豆乳でお祝いします。

https://groups.oist.jp/cdc/post/2022/09/12/snack-pumplin-cake


ゆし豆腐花麩のみそ汁 白菜のみそ汁 椎茸のみそ汁

キャベツきのこソテー

カレイのトマトソースかけ

米飯

鶏つくね焼き

インゲンの塩麹炒め

ポテトサラダ

わかめの味噌汁

チキナーの炒め物 かぼちゃの煮物

海草サラダ ピーマンのバジル和え うどんサラダ

人参シリシリ

なすの酢醤油かけ

米飯 米飯 米飯

ポークチャップ ホキのカレー焼き 和風から揚げ

米飯

27 28 29 30 31

大根の味噌汁 ゆし豆腐 小巻麩のみそ汁 卵のみそ汁

玉ねぎとコーン和え 大根サラダ 白菜のフレンチ和え 春雨サラダ

魚のネギ焼き ホキの梅焼き お好みオムレツ 魚のドレッシングかけ

千切りイリチー 春分の日 もやし炒め ゴーヤーチャンプルー 野菜スープ煮

20 21 22 23 24
米飯 米飯 米飯 米飯

里芋のみそ汁 ゆし豆腐 白菜のみそ汁 もずくの味噌汁 椎茸のみそ汁

ごぼうサラダ いんげんの和え物 菜の花の和え物 オクラのゆず和え パパイヤのしそ和え

なすの味噌煮 回鍋肉風 ひじきのそぼろ煮 かんぴょうと厚揚げの炒め煮 ふーちゃんぷるー

鶏肉のたれ焼 ホキのピカタ チキンカツ 白身魚のニラ醤油 ミニハンバーグ

米飯 米飯 ジューシー 米飯 米飯

13 14 15 16 17

南瓜の味噌汁 椎茸の味噌汁 冬瓜のみそ汁 もずくのみそ汁

キャベツサラダ 大根の梅ﾏﾖｻﾗﾀﾞ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのﾊｰﾌﾞ和え ｶﾘﾌﾗﾜｰの和え物

小松菜ときのこのソテー 里芋の胡麻煮 レモンゼリー 白菜のクリーム煮 炒り鶏

チキン南蛮 白身魚の塩麹漬け 白菜のゆず和え 白身魚の香草焼き 豚肉の梅風味

米飯 米飯 カレーライス 米飯 米飯

6 7 8 9 10

ゆし豆腐 小巻麩のみそ汁 卵スープ

こんにゃくサラダ ほうれん草の和え物 千切りごまサラダ

きんぴらごぼう 肉じゃが 茄子の中華炒め

ツナ玉 ミニハンバーグ 焼き鳥風

米飯 米飯 米飯

1 2 3

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

３月のランチメニュー



CDC と保護者ボランティアが、ニュースレターでサステナビリティのヒント

をお届けします。トピックは、CDCに関わる皆さんができることや、てだこ

CDCでの取り組みを取り上げることを中心としています。何か良いアイディ

アをお持ちの方は、oistpato.slack.comにご連絡ください。

TEDAKO みどりのヒント

地球のための一票

今の子どもたちは、私たちよりもずっと気候変動の影響を受
けることになると言われています。2020年に生まれた子ども
たちは、1960年に生まれた人たちに比べて、異常気象を経
験する可能性が最大で7倍も高くなります（参考資料）。

大人として、私たちにできる最も有効な行動の一つに、気候
変動に配慮した指導者に投票することがあります。公選挙や
役員、委員会の委員長に投票する際には、気候変動に配慮
した候補者が誰であるかを考えてみてください。地域の役員
の小さな行動でも、積み重なれば地域社会、ひいては世界に
大きな変化をもたらすのです。

https://www.sciencenews.org/article/children-climate-change-generation-burden-extreme-heat


Come chat with us on Slack – Slack   を通して私達に話をしに来てください！
https://oistpato.slack.com

J O I N  PAT O !
Open to all parents with children in 
the CDC and SAP

• Take part in family-oriented 
events such as holiday parties 
and children’s movie nights

• Stay up-to-date on CDC and SAP 
news 

• Help support CDC and SAP 
teachers, staff, families, and 
children

• Help support CDC and SAP 
activities and events

• Encourage, facilitate, and 
promote community within the 
CDC and SAP

• Make new friends and have fun!

View Our Website 
ウェブサイト

https://groups.oist.jp/pato

CDC とSAPに通う、全ての子どもたちとご

家族のためのグループです

• ホリデーパーティやムービーナイトなど家

族向けのイベントが盛りだくさん！

• CDCやSAPの最新情報をお届けしま

す

• CDC,SAPの先生、スタッフ、子どもた

ちのサポート

• CDC とSAP のアクティビティやイベン

トのサポート

• CDCとSAPのコミュニティ作り

• PATOで新しい友達を作りましょう！

Join Our Mailing List 
メーリングリスト

Email oist.pato.group@gmail.com

Join Our Facebook Group 
フェイスブックページ

https://bit.ly/337UGzb

https://groups.oist.jp/pato
mailto:oist.pato.group@gmail.com
https://bit.ly/337UGzb
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