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３楽章アダージョ・パガニーニの主題による狂詩曲

1

火 ちびっこ探検隊（ふじ組）運動あそび（すみれ組）

2

4

水 運動あそび（さくら組） 書道教室（ふじ組）
保育参観・クラス懇談（さくら組）
木
絵本貸し出し
子育て相談 ＡＭ９：00～12：00
金 保育参観・クラス懇談（すみれ組）

5

土

6

日 今週の音楽♪●ドビュッシー・亜麻色の髪の乙女・アラベスク第１番・月の光

7

月 交通安全指導
保育参観(音あそび)・クラス懇談（たんぽぽ①組）
火
ちびっこ探検隊（すみれ組） 運動あそび（ふじ組）
水 運動あそび（さくら組）

3

8
9

10 木

歯科検診（たんぽぽ組以上）9：30～

書道教室（ふじ組）

音あそび（すみれ組） 絵本貸し出し

奉仕作業（園内外清掃及び園周辺の草取り）13：30～15：00 子育て相談ＡＭ９：00～12：00

11 金 音あそび（たんぽぽ②組）
12 土
13 日 今週の音楽♪●ビゼー・アルルの女より

メヌエット・歌劇「カルメン」第１楽章

間奏曲

14 月 避難訓練（地震）
ちびっこ探検隊（ふじ組）運動あそび（すみれ組）
15 火
身体測定（もも組・すみれ組） 音あそび（さくら組）
保育参観・クラス懇談（もも組） 運動あそび（さくら組）
16 水
身体測定（さくら・たんぽぽ①組）
書道教室（ふじ組） 絵本貸し出し
身体測定（ゆり組）
17 木
子育て相談 ＡＭ９：00～12：00
18 金 誕生会
19 土
20 日 今週の音楽♪●バッハ・主よ人の望みの喜びよ・恋するガリア・アヴェマリア
21 月 歯科指導（すみれ組・ふじ組）
22 火 ちびっこ探検隊（すみれ組）

身体測定（たんぽぽ②組）
運動あそび・身体測定（ふじ組）

音あそび（もも組）

23 水 ちまきづくり（ふじ・すみれ組） 運動あそび（さくら組）
集団歯科指導（さくら組） 書道教室（ふじ組）
24 木
絵本貸し出し
子育て相談 ＡＭ９：00～12：00
25 金 保育参観・クラス懇談（ゆり組）
26 土 奉仕作業（プール組み立て及び第２園庭草取り等）13：30～15：00
27 日 今週の音楽♪●モーツァルト・アイネ・クライネ・ナハトムジーク
28 月 音あそび（ふじ組）

保育料等口座引落し日

29 火 ちびっこ探検隊（ふじ組）
30 水 運動あそび（さくら組）

運動あそび（すみれ組）

音あそび（ゆり組）
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ホッピングは昨年から少しずつ取り組んでいま
したが、竹馬は今年から初挑戦！どちらもバラ
ンスが大事！頑張って練習しています！

やったー！

スタンプおせるよ！

なったよ！

みてみて

できるよ！

（
松井 詩織）

誰しも得意 ・不得意はありますが、最初から出来
るわけではありません。 「
難しい～」 「
できん～」等
の声もありますが、友達 の姿が刺激とな ったり、今
回の 『
チャレンジカード』で、 スタンプを集めたい
という のが意欲にな ったりと、子ども達 の頑張るき
っかけにな っているようです。お家からも 「
頑張 っ
て練習していました」「
家からもして見せてくれまし
た」
等、
頑張 っている姿をノート等で知らせて頂き、
嬉しく拝見させてもら っています。前よりも、ちょ
っと出来るようにな った。難しか ったことが出来る
ようにな った。ほんの少しの 『
出来た！』が、子ど
も達 の中 の自信となり、意欲となり、次 への挑戦に
繋が ってくるのだと思 います。 これからも、子ども
たち の意欲を大切に、色 々な活動 へと挑戦していき
たいと思 います。

バランスが難しい‥

【
ホ ッピング ・竹馬】

できるように

ふ じ組 （
五歳児 ）

とべるよー

まずは使い方の説明を聞きます
こんなに

《
園庭あそびから
～色 々なことにチャレンジしてるよ～》

みてー

先月末から、天候 の良 い日は、朝 ・夕と前園庭に出て遊
ぶようになり、戸外での活動時間が多くとれるようにな
りました。そう いった園庭での時間を使 って、子ども達
も「
先生、縄跳びしていい？」「
○○できるようにな った
け、見といてよ」等、自分が挑戦したいものに 一生懸命
取り組んでいます。その様子を紹介したいと思 います。
【
短縄】

昨年も運動遊びの時から取り入れていました
が、最近、さらに意欲的に挑戦する姿が！そ
んな姿を受けて『チャレンジカード』を取り
入れてみました！

なんかザラザラ
しとるよ

戸外に出ると、プランターを覗き、植えた時よ
りも少しずつ苗が大きくなってきていることや
花が咲いてきたことに気づき、生長を楽しみにし
ている姿が見られます。

ちょっと匂いか
いでみよう

幼虫の次はさなぎになるん
だよ。その次はこれ！

「幼虫どこにおるかな？」
「寝とるかな？」と観
察ケースを覗いてみたり、図鑑でカブトムシの
ページを開いては、友だちと一緒に見ています。
土を湿らせるのは子ども達のお仕事です。カブ
トムシになるのを楽しみに観察をしています。

●カブトムシの飼育
保護者 の方から幼虫を頂けることになり、皆で相
談をして飼 ってみることになりました。

栽培活動や飼育活動を通して、子ども達には、
色々
なことに気付き、興味関心を広げていってほしいと
思 っています。自分達が普段食べているものがどう
や ってできているのか、小さな生き物にも命がある
こと、自然と の関わりの中で生命 の尊さや大切にし
ようとする心が育 つように、引き続き子ども達と 一
緒に取り組んでいきたいと思 います。 （
荒瀧 千里）

みて！こっちに
みえるよ

すみれ組 （
四歳児 ）

葉っぱがおっきい
もうちょっと、
いっぱいにせんと

●夏野菜 の栽培
食育も兼ねて、今年は夏野菜を植えることになり、皆
で相談をして 『
ト マト』『ミ ニト マト』『
きゅうり』を植
えることに決定 ！育 てたい野菜 のグ ループに分かれて苗
を植えました。

いちごが少し赤くなってきた頃には、鳥に食べられてしまう事件が発生！いちごを
守る良い方法はないか？皆で話し合いました。
「鳥を網でつかまえたら？」
「わかっ
た！段ボールをかぶせるのは？」
「中にしまうのはどう？」
「でも太陽があたらんがん」
「網をかぶせるのは？」
「でも（鳥の）口がはいっちゃうんじゃない？」など一生懸
命考える姿が見られました。話し合いの結果、網をかぶせてみることになり無事に収
穫が出来始めました。給食の時間には「あま～い」
「ちょっと酸っぱいけど美味しい」
等の会話が聞かれ、自分達が育てたいちごを嬉しそうに食べていました。

「
や ってみたいな！」

先生、ちょっときて！
いちごが食べられとる！

～色 々なことに興味が いっぱ い～

赤くなっとるのあっ
た！採ってもいい？

●いちご の栽培
さくら組 の時に植えたいちごが収穫時期をむかえ、赤
く色づ いたいちごを収穫するのを楽しみに生長を観察し
てきました。

これ、おっきく
なっとる！

さくら組 （
三歳児）
《
はじめてしたよ
～製作 ・運動あそび～》

もうすぐじぶんの番だ！

待ちに待 った運動遊び！体操服に身を包んだ子どもた
ちは 「
みて！きてきたよ！」とワクワクしているようで
した。
お母さん座り （
正座）で挨拶をした後、 いよいよ遊び
開始！様 々な遊具や道具で コー スを作り順番に進んで遊
ぶサーキ ット。上手に並んで自分 の番が来るのを待 って
いました。

折り紙製作

ちょうちょ・てんとう虫・いちご
遊びの一環で折り紙をする取り組みをしています。見本を見ながら左右対
称に、丁寧に折る事を大切に一つ一つ作っています。
平均台
手を広げてバランスを取
りながら一歩ずつ進ん
でいました。

またしたいな～
はしご登り
怖そうにしている子もいました
が、慎重にゆっくりと進んだり何
度かするうちに慣れて自信を付
けていました。

ミニハードル

ハードルにぶつからないように両足ジ
ャンプ！しっかり立ち止まって地面を
蹴り上げてジャンプしていました。

〝
さくら組〟としてだけでなく、これからは三歳以
上児クラスの 一員として初めて経験することが多 々
あります。そんな時に子どもたちが不安を感じな い
よう保育者は 一緒に遊ぶ中で楽しさを共有し、新た
な発見・
面白さなどは周りの子どもに知らせながら、
楽しさや嬉しさを倍にしていきたいと思 います。
また、身体全体を動かす粗大運動から指先を使う
微細運動 のどちら の活動も取り入れることで、身体
をうまく使う方法を学んでいけたらと思 います。
（
山田 沙織）

ゆり組 （
二歳児）
《「
なんだろう？」 「
「
おもしろい！」

わ～！すごい！

時には、探しても何も見つからないことも…「なんにもおらん
なあ」
「どこに行っちゃったんだろう？」
「お家にご飯食べに帰っ
たんじゃない？」と、子ども同士顔を見合わせ不思議そうです。
友だちと一緒に探してワクワクした体験、周りの子と一緒になっ
て楽しんだひと時、その嬉しい感情が、たとえ虫と出会えなくて
も、満足した気持ちを生み出しています。

子ども達は、大人が当たり前だと感じることも、
「
どうしてかな？」「
おもしろいな」と、自然 の不思
議さをたくさん感じながら生活しています。
ワクワクする感動体験は豊かな心を育 て、子ども
の想像力、対応力にも つながります。また、保育者
や友だちと のやりとりは、言葉や コミ ュニケーショ
ン力にも つながります。
私たち保育教諭も、子ども達と 一緒に 「
面白 いね」
「
不思議だね」と発見や感動を楽しみ、たくさんの
自然と出会 っていきたいと思 います。
（
岸下 幸穂）

ダンゴムシおったよ！みて！

～生き物との触れ合 いを通して～ 》
今年は例年になく早い梅雨入りとなりましたが、四月か
ら五月上旬にかけては、たくさん戸外に出かけることが
できました。
出かける先 々でたくさんの虫に出会える季節となり、
ヨモギ の葉 の上にテントウムシを見 つけ、「
テントウムシ、
葉 っぱ食べとるかなあ？」と つぶや いたり、雨の日の翌
日には、落ち葉 の下のミミズを見 つけ、「
わ～！くねくね
しとる！」「
なんかこわいなあ」等と、発見を喜んだり驚
いたり…楽しそうな声が聞かれました。

くねくねしとる！
ミミズじゃない？！

色 々な虫 の中でも、子ども達が特に興味を持 っている
のが、ダ ンゴムシです。
いつも遊んでいる第二園庭や裏園庭では、ダ ンゴムシ
が いそうな場所がよく分かるようになり、「
この前はこ っ
ちにお ったよ！」 「
葉 っぱ の中に隠れとると思う！」と、
落ち葉や石をかき分けたり、木 のそばをじー っと探した
りと、その姿は真剣そのものです。

なんかうごいたよ！
なんだろう？

ダンゴムシ探しが盛り上がっている様子を見て、部屋にダンゴムシの種類や体のつくりの
写真を掲示したり、
【ダンゴムシみつけたよ】という写真絵本を読んでみました。ダンゴムシ
はどんな場所が好きかな？何を食べるのかな？等、子ども達はとても興味を持って見たり聞
いたりしていました。
ダンゴムシは、びっくりしたり
こわい時に丸くなるんだよ！

だんごむしの
赤ちゃん、
かわいい！

しばらくして手を出して
さわろうとしています。

小さな輪に息を吹きかけて飛ばす
シャボン玉を吹いています

探索活動が活発になるこの時期。色 々な物に興味
を示し、じ っと観察したり触 ったりします。少しで
も色 々な物に出会わせる機会を作り、心が豊かに育
つように子どもたちと楽しい、面白 い、不思議など
の思 いを共有していきたいと思 います。
（
徳田 裕子）

ふー

たんぽぽ①組 （一歳児）

保育者が つかまえたダ
ンゴ ムシを、まず はじ っ
と観察。

みて～

〈
何だろう？おもしろいね！〉

行くよ～

保育者が穂を飛ばそうと
しているのを見ています。

連休が開け、体調を崩す子もありましたが、徐 々に回
復し、園 の生活にも大分慣れ、笑顔がたくさん見られて
います。また、お友だち の名まえを覚え、保育者が 「
○
○ちゃんは？」と聞くと指さしたり、「
△△ちゃん」と呼
んだりもしている今日この頃。色 々な物に興味津 々で遊
んでいる様子をお伝えします。

コバンソウという小判の
ような形の穂が出来る草
で遊んでいます。

)

一緒が いいね

遊びだけではなく、生活のリズムも少しず つ整 っ
てきて、保育者 の声かけに耳を傾けたり、保育者に
思 いを主張する姿も見られています。たんぽぽ②組
での生活も、保育者と の関係もゆ っくり築き上げて
いけたらと思 います。改めて宜しくお願いします。
（
英 瑞季）

ダンボールの車

たんぽぽ②組 一
(歳児

ブロック遊び

《
新しい生活 のスタートです》

ボール遊び

５月の連休明けからたんぽぽ②組 の部屋での生活が始
まりました。慣れな い場所に緊張気味 のこども達でした
が、音楽を流したり保育者が歌を歌 ったり、友だち同士
で同じ時間を共有することで、少しず つ落ち着 いて生活
している所です。そんな子ども達 の部屋での様子を紹介
します。

びりびり～

とんとん♪

どれにしよう？

ぎゅー

新聞紙遊びをしました

破いたり、ちぎったりはもちろん、新聞
紙を丸めてボールに見立てたり、お布団
のようにかけてあげると、とんとんして
関わる姿も見られました。

絵本にも興味があって、手に取っていい絵本を選んで、保育者に
読んでほしいと伝えに来たり、自分で開いてみています。
特に「こんこんこんなかお」の絵本が人気で、保育者が「りんご
にかおがあったら～♪」と歌うと、ニコニコとポーズをとる子ど
もたちです。

もも組（０歳児）
《わらべ歌って楽しいな！～様々なわらべ歌遊びを通して～》
もも組では、毎日わらべ歌遊びを取り入れています。保育者と子どもが向かい合わせになり、様々なわら
べ歌遊びをする中で、ゆったりと穏やかな時間を楽しんでいます。今月はわらべ歌遊びの様子をお届けしま
す。

♪どんぶかっか♪
ビリボという大きなヘルメットのような
形をした玩具の中に入り、保育者にゆら
ゆら揺らしてもらっています。時折、気
持ちよさそうに微笑む姿も見られますよ。

♪にゅうめん そうめん♪
仰向けの姿勢になり、保育者にお腹を上下に撫でてもらったり、優しくつまんでもらったりな
ど様々な動きで触れてもらいます。歌の最後に「コショコショコショ～！」と顔を近づけてこし
ょばしてもらうと、嬉しそうに笑っている子どもたちです。

季節のわらべ歌

♪おふねがぎっちらこ♪
保育者の膝の上に乗せてもらい、両手を
繋いで、船を漕ぐように大きく前後に動き
ます。

～梅雨～

♪ぽっつん ぽつぽつ♪
手のひらを保育者が
指先でツンツン触れて
いきます。
『ザーッと
雨が降る』というフレ
ーズで、人差し指で小
さく上下に動かしてコ
ショコショします。

ゆったりとしたリズムで、同じ言葉や心地よいメロディーが繰り返されるわらべ歌。顔やお腹、足など
様々な身体の部位を優しく触ったり、コチョコチョしたり、身体をゆらゆら揺らしたりとスキンシップをと
る中で、ぬくもりを感じるとともに、安心感や親しみも感じることができます。これからも日々の様々な場
面でわらべ歌遊びを取り入れていきながら、子どもたちと一緒に楽しんでいきたいと思います。（岡田彩佳）

【
ぱんだ ・ぞう ・きりんルーム】
ねらい
身 の回りを清潔にすることの大切さを知り、進んで
する。
○汗を拭く。
○衣服の調節をする。
○ ロッカーの整理、汚れ物の始末をする。
○手洗 い、うがいをする。
○ コップ 歯ブラシを自分で出し入れしたり、ノートは
カバンの中にきちんと入れる。 三(歳児 )
◎ご っこあそび
・ままごとあそび
◎わらべうた
・なべなべそこぬけ ・ひらいた ひらいた

･

★ふじ組 （五歳児 ）
《
食 育》
○昼食、おや つの献立名や材料、栄養に ついて知る。
○野菜 の皮むき （
じゃがいも ・にんじん など）をする。
○さ つまいもを育てる
・交代で水やりをする
・草取りをする
《
文字、数あそび》
・ひらがなカードやかるたを使 ってあそぶ
《
書道教室》
・グリ ップを使用し鉛筆を正しい持ち方で持 つ
《
運動あそび》
○鉄棒
・補助されて逆上がりをする

○縄跳び
・連続前跳びをする
・かけ足跳びをする
○竹馬
・介助されながら乗 って進む
・自分で竹馬に乗 って重心を前にかけながら足を前に出す
《
ちび っこ探検隊》
・あやめ池公園でショウブ ・アヤメ ・生き物の観察を
する
・モリアオガ エルに ついて知る
・雨の打吹山を歩き、木や地面の様子を観察する
《
季節 の歌》
・時計 の歌

★すみれ組 （四歳児 ）
《
食 育》
○昼食、おや つの献立名や材料、栄養に ついて知る。
○さ つまいもを育てる
・交代で水やりをする
・草取りをする
《
文字 ・数あそび》
・ひらがなカードを読む。
・数字を読む。 「
すうじの歌」を歌う
《
運動あそび》
○ボールあそびをする
・できるだけ上や遠くに投げる
・下投げ遠投 ・先生と下投げパス
・落として両手で つかむ
○縄跳び
・長縄
「
あちこちタ ッチまたぎ跳び」 「
小波跳び」
・短縄
「
前回し跳び」
○ マット
・クモ歩き ・前転をする
《
ちび っこ探検隊》

・あやめ池公園でショウブ ・めだか ・ヤゴ ・トンボ の
観察をする。
・打吹山でいろいろな草花や虫に興味をもち図鑑で見
つける。 （
色や形大きさなど）
・モリアオガ エルに ついて知る （
大きさや形など）
《
季節 の歌》
・あめふりくまのこ

★さくら組 （三歳児 ）

《
食育》
○野菜 の皮むき （
たまねぎ）をする
《
言葉》
○ひらがなカードであそぶ
・言葉集めをする
・カルタとりをする
《
運動あそび》
○ボール
・ボールを落として抱いてつかむ
・上手でボールを投げたり受けたりする
○鉄棒
・ぶら下が って足の裏を鉄棒に つける
・保育士に両手を持 ってもらい、尻あがりをする
・鉄棒にとびあが って腕支持をする
○ギャロップをする
《
戸外あそび》
○梅雨期の生き物に触れ観察する
・小雨や雨あがりの日に戸外を散歩し、カタツムリ、
カ エル、アジサイなどの生き物を観察する
・図鑑等を使 って生き物の特徴を知る
《
造形》
・折り紙をする （
カタツムリ ・カ エル 等）
・サインペンで絵を描く
《
季節 の歌》
・かた つむり ・数字 のうた

ゆり組 （
二歳児）
・ 自分で好きなあそびを見 つけ、友だちと関わ ってあそ
ぶことを喜ぶ。
・ 保育者に手伝 ってもらいながら、衣類 の着脱を自分で
しようとする。
食 育
○野菜 の皮むき （
たまねぎ）をする
戸外あそび
○散歩に行く。
・トト ロの道で魚釣り遊びをする。
・
オタ マジ ャクシ・
カタツムリ等 の小動物やアカツメクサ
アジサイ等 の草花を見たり触れたりして、興味 ・関心を
持 つ。
○砂あそびをする。
・保育者に手伝 ってもらいながらカ ップで型ぬきをする。
それを使 ってままごとあそびをする。
○河川敷であそぶ。
・し っぽとり等 の簡単なルールのあるあそびをする。
・土手すべりをする。
室<内あそび >
○手先を使 ったあそび
・小麦粉粘土を作 って遊ぶ
・絵具や糊を使 って遊ぶ
○運動あそび
・跳び箱 ・マット ・滑り台等を組み合わせて遊ぶ。
○表現あそび
・曲に合わせて体を動かしたり、色 々な動物になりき っ
たりして身体表現をする。
○わらべうた
「
でんでんむし でむし」
「
おかごぎちぎち」
○絵本を見る。
「
どしゃぶり」
「
かえるくんのみずたまり」

たんぽぽ組 （一歳児）
・保育者や友だちと 一緒に、好きなあそびを見 つけ体を
動かしてあそぶ。
・スプーンを下から持ち、食べる。
戸<外あそび >
○散歩に行く。
・カタツムリ ・オタ マジ ャクシなどの小動物を見て、
興味を持 つ。
・ボールや縄を使 ってあそぶ
・土手登りをする。
○北側園庭であそぶ
・砂、泥あそびをする。
・サーフ、Ｌ字トンネ ルであそぶ
室<内あそび >
○ホールであそぶ。
・滑り台 ・ジャンボ マット ・跳び箱など、体を使 って体を
動かすことを楽しむ。
・音楽に合わせて、保育者 の真似をしてあそぶ。
・ボールを投げたり蹴 ったりする。
○粘土やお絵描きをする。
・ちぎ ったり、丸めたりしながら粘土の感触を楽しむ。
○簡単なままごとあそびをする。
○ひも通し ・パズ ルボ ックス ・型はめパズ ル ・スプーンあ
そびをする。
○わらべうたあそび
「
ぎ っこば っこひけば」
「
でんでんむし でむし」
○絵本を見る。
「
ぼうしと ったら」
「
おどります」

もも組 （
０歳児）

戸<外あそび >
○四か月児～ 一歳児
・ベビーカー ・散歩車で散歩に出掛ける
（
おたまじゃくし ・カタツムリ、あじさいを見る）
）
・第二園庭の大型遊具であそぶ （一歳児）
室<内あそび >
○四ヶ月児
・つるし遊具であそぶ
・腹ば い姿勢で、ボールなどの玩具であそぶ
○九 ヶ月児～ 一歳児
・板の坂道や大型遊具を登り降りしたり、トンネ ルをくぐ
ってあそぶ
・木製玩具 （
ノックアウトボールなど）であそぶ。
・小麦粉粘土であそぶ。
○音あそびをする （
フレームドラム ・レインスティック ・
薄布）全月
○わらべうたあそび
「
でんでんむしでむし」 「
ぽ っつんぽ つぽ つ」
○絵本を見る。
「
ぴょーん」 「
てるてるぼうず」

<

<

>

>
･

苦情 ・ご意見 ・ご要望にお答えして
園長 足達 佐恵子
先月に引き続き、『
新型 コロナウ ィルス感染症』に対
する国 の緊急事態宣言発令地域や蔓延防止対策地域も
新型 コロナ警
増加する中、鳥取県においても独自 の 「
戒事態宣言」が発令されており、毎 日のように陽性者
が出ている状況です。
今現在 の新型 コロナウイ ルスは、感染された方 の飛
沫中にウイ ルス量 の多 い事例が増え ており、とても移
りやすくな っている状況だと いうことです。
今 一度気を引き締めて、感染症対策をしていくこと
が求められている状況です ので、ご理解ご協力をよろ
しくお願 いします。
昨年度 一年間で身 に付 いた感染症対策を怠 ることな
く実践し、 このまま子ども達をはじめ保護者 のご家族
や職員が元気に過ごせることを日々願 っています。
今年度倉吉東 こども園には、三人 の新任職員を迎え
ることが出来、日々保育 の仕事に慣れていけるよう努
力している所です。
新任職員に限らず、他 の職員も新 しいクラ ス担任に
なり、子ども達と の信頼関係づくりに努めることが、
保護者 の皆様と の信頼関係に繋が っていくよう日々の
連絡 ノートや 口頭でのやり取りを大事にしている つも
りでしたが、気が付 かな い事や 見落と して いる事も
多 々あるのではと思 います。
ある保護者から次 のようなご意見を頂きました。
「
貸し出しズボ ンの事がちゃんと伝わ っていな いよう
に思う。返しているのでカゴを確認してもらえたら。

朝 の受け入れが大変そうで伝わり切れていな いので
はな いかと思 って」と教え ていただきました。
三月に引き続き コロナ対策 の為、保護者 の皆様には
園内に入 って頂かな いよう対応していますが、そ の対
応にも少しず つ慣れては来ていましたが、新年度にな
り新入園児はもとより継続 の子どもさんも、新 しい環
境 で不安 で泣き出したり、愚図 ったりの姿もあり子ど
も達 への対応を優先してきました。
そして、新任職員にも少しず つ慣れてもらうよう、
様子を見ながら対応 の仕方を学んでもら っていました
が、今回 の件は新任職員 ではなく他 の職員 の対応ミス
だ ったことがわかりました。
教え て下さ った保護者には、不安を与え てしま った
事を謝罪すると、「
自分もノートに書けば良か ったです
が、朝忙 しくしており」 と教え て下さ いました。
子ども達も職員も少しず つ落ち
着 いた生活を始められるようにな
りましたが、毎日の事 です ので気
になる事があれば ノートや 口頭で
も良 いです のでお知らせくださ い。
昨年度に引き続き、新型 コロナウイ ルス感染症対策
として、行事などが十分にできな い状況ですが、出来
るだけ情報発信をしていこうと考え て、早速五月二十
一日に年長ふじ組 のオ ンライ ン参観を実施 しました。
初めての試みのため、不安な気持ちでスタートしま
した。
子ども達 のやりとりの言葉がは っきりと聞 こえな い
状況もありましたが、園での遊び の様子をリアルタイ
ムで見ていただくことができ、
良か ったと思 いました。
保護者 の方からも、見れてよか ったとご意見も いた
だきました。
そ の後 のクラ ス懇談 では、 コロナ のことも有り保護
者同士でグ ループになり話をする場は、今回は取り止

め園 の方から、現在 の子ども達 の様子やクラ ス運営 （
今
年大事にした い内容）・人権保育 （
生命 （
いのち）の安
全教育）に ついて話をさせていただきました。

一部保護者 の方から のご意見を掲載させていただきま
す。
●オ ンラインでの保育参観と いう事 で楽 しみにしてい
ました。今までず っと普段 の様子が見てみた いと思 っ
ていた ので逆に良 い機会になりました。子ども達 の普
段 の遊びや様子がみれて、 こんな風に友達と関わりな
がら遊んだり、 一人で集中して遊んでいるんだな ぁと
家 でもこんな遊びをしてみよう ！とかこちらも勉強に
なりました。

●リ モートでの参観をして頂き、とても有難か った の
ですが、
皆さん言われていた通り映像酔 いしてしま い、
十～十五分観 るのが限界でした。そ の後 の園での様子
も、気持ち悪 い中聞 いていました。四十分間動く映像
は長 いと思 います。ビデオを固定するか、時間をも っ
と短くすると良 いと思 います。

●園 の普段 の様子が見れて良か ったです。

●リ モートと いう形 でも開催してもらえ て良か ったで
す。普段 の参観 日と違 ってい つも通りの園での生活が
見れて良か ったです。 工作も普段はゆ っくり作 った様
子を聞くこともなく、何を作 ったかしか聞 いてません
でしたが、自分で本を見て何を作るか 一から考え て作
ってる姿と実際出来上が った作品を見て感動しました。
い つも スルーしてた事に反省。 これからは作 ってきた
も のに対して話を聞 こうと思 いました。

このコーナー へのご意見ご感想などありましたら、

ノートや 口頭 ・
意見箱 でもお受けしています

◎ 令和三年度 保護者会役員
保護者役員が決定 いたしました。
※ 一年間お世話になります。
よろしくお願 いします

◎保護者会共催 の行事に ついて
従来、新役員さんが決まりましたら、顔合わせも含め
て 一堂に会し役員会を開催していますが、昨年度同様新
型 コロナウイルス感染症 の事を考慮し、三役会 （
会長 ・
副会長２名）にて今年度 の行事 の取り組みに ついて協議
をしました。その結果下記 のように決定しました のでお
知らせします。
●従来実施していました 「
親子遠足」は、今年度も実施
しません。代わりに保育参観と いう形で実施させて
いただきます。
● 「
親子運動会」は、昨年度同様 「
運動遊び参観日」 の
形で、さくら組 ・すみれ組 ・ふじ組で実施します。
ただ し、新型 コロナウイ ルス感染症 の状況によ って
は、中止させていただくこともあります ので、ご了解く
ださ い。詳細は実施時期が近くなりましたら、お知らせ
します。

◎保護者会奉仕作業
● 〈
日 時〉六月十日 （
木）
十三時半～十五時
〈
内 容〉園内外清掃及び園周辺の草取り
● 〈
日 時〉六月二十六日 （
土）
十三時半～十五時
〈
内 容〉プー ル組み立て及び第 ２園庭草取り等
※この二日にお願 いする保護者 の方には事前にお知らせ
します のでよろしくお願いします。

◎行事 の変更

ふじ組 書道教室
水）
六月三日 （
木） 六月二日 （

◎健 診

＊歯科健診

六月十日 （
木）九時三十分～
たんぽぽ組以上

◎集団歯科指導 （
さくら ・すみれ ・ふじ組）

〈
日 時〉六月二十 一日 （
月）すみれ ・ふじ組
九時四十分～十時十分

六月二十三日 （
水）さくら組
九時四十分～十時十分

※染め出しは行 いません。
※九時二十分までの登園をお願 いします。

◎ちまきづくり （
すみれ ・ふじ組）

〈
日にち〉六月二十三日 （
水）
〈
準備物〉 エプ ロン ・三角巾 ・マスク
※園内で子どものみの参加で行 います。

◎ つめを短く切 っておいてくださ い。

◎七夕会

〈
日時〉七月七日 （
水）
※園内で子どものみの参加で行 います。

◎どろんこあそびを始めます。

◎ぞうり ・サンダ ルの準備 のお願い

◎保育参観 ・クラス懇談 のお知らせ

●さくら組
〈
日 時〉六月三日 （
木）九時十五分から十 一時半
〈
場所〉 児童センター 遊技室

●すみれ組
〈
日 時〉六月四日 （
金）九時四十分から十 一時四十分
〈
場所〉 児童センター 遊技室

●たんぽぽ①組
〈
日 時〉六月八日 （
火）九時半から十 一時半
〈
場所〉 児童センター クラブ室

･

･

●もも組
〈
日 時〉六月十六日 （
水）九時半から十 一時半
〈
場所〉 児童センター クラブ室

･

●ゆり組

〈
日 時〉六月二十五日 （
金）九時半から十 一時半
七月からはプー ルあそび （
水あそび）が始まります。
〈
場所〉 児童センター 遊技室
詳細は改めてお知らせしますが、次 の物 の準備をお願いし
ます。
●たんぽぽ②組
【
ふじ ・すみれ ・さくら組】
〈
日 時〉七月 一日 （
木）九時半から十 一時半
プー ルバ ッグ ・水泳帽 ・水着 ・フ ェイスタオ ル
〈
場所〉 児童センター クラブ室
【
ゆり ・たんぽぽ ・もも組】
プー ルバ ッグ ・水着 ・フ ェイ スタオ ル
※オンラインで子どもさんの様子を参観していただき
ます。
※バ スタオ ルは大きすぎ て子どもが自分 ではふき にく い ※参加人数は 一世帯 一人とさせていただきます。
ので避けてくださ い。
※詳細は、すでに配布しております文章をご覧くださ
※あそびに使用する水着 は体 にピタ ッと合 ったも のがふさ い。
わしいです。女 の子は華美な装飾がな いものや ワンピー ス型
をお勧めします。男 の子も体に合 った水着 でお願 いします。
※詳細は入園 のしおりＰ５４をご覧くださ い。

◎プー ルあそびの準備 のお願い

さくら組 すみれ組 ふじ組は次 の物を期日までに
木）までに準備
す
み
れ
組
ふ
じ
組
は次 の物を六月二十四日 （
準備してくださ い。
してくださ い。 （
さくら組は使用しません）
・指ではさむタイプ のぞうりまたは、サ ンダ ルの準備をお
汗ふきタオル
願 いします。泥んこあそび、園庭での水あそびの際に使
水）
●体も拭きます ので、フ ェイ スタオ ルを六月十六日 （
用します。
までにお願いします。
・名前を必ず書 いてくださ い。
バスタオルは大きすぎるので避けてくださ い
・持 ってこられたら下足箱に置きます。
●バインダーにかけます ので、かけるところ
※
ぞうりの場合はぬげにくいように後ろにゴム
を付けて必ず名前を書 いてくださ い。
を付けておいてくださ い。ぞうりやサンダ ル
持 ってこられたらバインダーにかけます。
は園に置 いておかれてもいいです。
※毎週持ち帰ります ので、洗濯して次 の週には
※
登
園する時は、ぞうりやク ロックス調 の軽量 のく つは
持 って来てくださ い。
ぬげやす いので危険です。
足に合 ったズ ックでお願いします。
どろんこあそび用水着
●どろんこあそびに使用する水着は、プー ル用 の水着
とは別で準備してくださ い。
プー ル用 の水着と区別が つくよう ど と書 いて、
名
前もおねが いします。

ど なまえ

木）までに朝 の受け入れの時に職員に
※六月二十四日 （
直接渡してくださ い
※使用後は園で洗濯して保管しますが、泥の汚れは完
全に落ちません。 （
濃 い色 の物が適しています）
使用しなくなりましたらお返しします。

ど なまえ

連休も元気に過ごすことのできた子どもたち。環境にも慣れ生活の流れもでき、給食の時間も穏やかに過ごせ
ています。さくら組の子どもたちも「ピッチャーください！！」とお茶の入ったピッチャーを給食室に取りにいくお当
番活動が始まり、自信たっぷりの大きな声とニコニコの笑顔を見るのがうれしい毎日です(*^^*)
5 月の食育目標は【いただきます・ごちそうさまのあいさつをしましょう】でした。
食事を食べる前と食べた後にするあいさつですが、どんな意味があって言うのかな？ 意味を知って気持ちを
込めてあいさつをしてほしいことを伝えました。「いただきます」「ごちそうさまでした」という言葉は敬意を表す言葉
で、「ありがとう」の気持ちが込められているという事を伝えると、「誰にありがとう言うの～？」と考えてくれている子
どもや「給食の先生！」と答えてくれる子どももいました。
食事を作るための肉や魚、野菜などの食材全ての“命”そのものに向けて「丈夫な体をつくるもとになってくれて
ありがとう」の気持ちが込められていること。また、子どもたちの発言でもあった給食を作る給食の先生やお家で食
事を作ってくれる方、野菜を育ててくてる方、魚を獲ってくれた方など、食べ物が口に届くまでにはたくさんの人が
関わっていて、その人たちへ「作ってくれてありがとう」「育ててくれて、獲ってくれて、運んでくれてありがとう」の気
持ちが込められていることを伝えました。
自然と言葉にしているあいさつですが、意味を知って食事の前に座り、“気持ちをこめて…”と心の中で思うだ
けでも食事をしっかりと見て、手を合わせ優しい口調で「いただきます」「ごちそうさまでした」の言葉が言えそうで
すね。
5 月は豆が旬で豆取りの食育活動もたくさんできました。そら豆・うすいえんどう豆(グリー
ンピース)の豆取りをゆり組からふじ組の子どもたちにしてもらい、翌日の給食で登場しクラ
スに様子を見に行ってみると「豆おいしいよ～」と食べる所を見て～と言ってくれる子どもた
ち。子どもに不人気な野菜の豆ですが豆取りを通して食べてみよ♪と気持ちの変化が見ら
れました。
また、ふじ組の子どもたちは絹さやのすじ取りにも挑戦してみました！すじって何？どこ
にあるの？の表情の子どもたち。上と下をくっつけている糸のようなものですが、見つけにく
いけど何個かやっていくうちに見つけ出すことに成功！指先を使い強弱を考えながらの作
業でしたがたくさんしてくれました。6 月は新玉ねぎや新じゃが芋などの皮むきをしてみようと
思っています(*^^*)

昼 食

午後のおやつ

昼 食

午後のおやつ

月（7 日）

火（1 日・8 日）

水（2 日・9 日）

ごはん
鶏肉の利休焼き
もやしとにらの炒め物
豆腐とレタスのサラダ
小松菜とちくわのすまし汁

ごはん
あじフライ
れんこんのきんぴら
きゅうりといかの中華和え
じゃが芋のみそ汁

ごはん
酢豚
かぼちゃの甘煮
ひじきとツナサラダ
もやしと卵のすまし汁

ヨーグルト
ピザトースト

ヨーグルト
手作りクッキ―

ほうれん草とチーズのケーキ

木（3 日・10 日）

金（4 日・11 日）

ごはん
鮭の塩焼き
おからの炒り煮
ほうれん草のごま和え
豆腐となめこのみそ汁

ごはん
オムレツ
小松菜とあさりの煮びたし
キャベツと厚揚げのサラダ
麩のすまし汁

コッペパン
じゃが芋とベーコンの豆乳
スープ
果物（バナナ）

お茶
そばめしおにぎり

ヨーグルト
黒ゴマラスク

牛乳
せんべい

月（14 日・21 日・28 日） 火（15 日・22 日・29 日）

昼 食

午後のおやつ

ごはん
鯖の照り焼き
きんぴらごぼう
トマトと大葉のサラダ
キャベツとちくわのみそ汁
ヨーグルト
きな粉マカロニ
木（17 日・24 日）

水（16 日・23 日・30 日）
ごはん
赤魚の煮つけ
きのことちくわのカレー炒め
きゅうりとかにかまのサラダ

かぼちゃのみそ汁
ヨーグルト
レーズンカップケーキ
土（19 日・26 日）

厚揚げのおろし煮
イカとわかめの酢みそ和え
しいたけとにらのすまし汁

ごはん
鶏肉の南蛮漬け
じゃが芋のそぼろがけ
ツナともやしの和え物
あさりのみそ汁

コッペパン
えびとレタスのスープ
果物（バナナ）

ヨーグルト
豆乳フレンチトースト

ヨーグルト
焼きごまもち

牛乳
せんべい

牛肉のオイスターソース炒め

午後のおやつ

土（5 日・12 日）

金（25 日）

ごはん

昼 食

ごはん
マーボーなす
こんにゃくのごまがらめ
ほうれん草のおかか和え
麩と卵のすまし汁
お茶
洋風おにぎり

ヨーグルト

行 事

18 日 金（誕生会）

昼 食

ミートスパゲティ
エビフライ
ポテトサラダ
きくらげと卵のスープ
果物（メロン）

午後のおやつ

アイスココア、マシュマロサンド

※月～金曜日の午前中のおやつはヨーグルトのみになります。
土曜日の午前中のおやつは今まで通り牛乳とお菓子です。

