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６月の
保育から
ぱんだ ・ぞう ・きりんルーム
《
異年齢での活動が始まりました

わたしも
やってみよう！

はじめは同年齢であそんでいる姿が多か ったですが、小さい子にと って大
き い子のする遊びは魅力的 ！ 「
何をや っているんだろう ？」 「
すご いな ぁ
～！」「
おもしろそう！！」と興味津 々。そんな姿を見て、年上 の子も 「
やっ
てあげようか？」「一緒にする？」とお手本を見せてくれたり、優しく関わ っ
てあげたりと、お兄さん ・お姉さんぶりを発揮しています。年下の子は年上
の子の遊びに刺激を受け、真似したり ・挑戦したりと遊び への意欲 へと。年
上 の子は、年下の子に憧れられることで、さらに自信 へと！お互いにいい刺
激を受けながら、遊んでいます。これからも、異年齢での良さを活かしてい
きながら子ども達同士のつながりを大切に、関わ っていきたいと思 います。
（
松井 詩織）

なわとび
できるよ！

こうやってするんだよ！
むしつかまえたよ！

～ 一緒にあそんだよ♪ ～》
新年度が始まり、早くも三 ヶ月がたとうとしていま
す。昨年は コロナの影響もあり、思うようにルームで
の活動が開始できませんでしたが、今年は五月下旬か
らふじ ・すみれ ・さくら組のルームでの活動を少しず
つスタート！朝 ・
夕 の園庭での遊びも三クラス 一緒に
遊ぶようになりました。

みせて
みせて！

はしごのぼりに
ちょうせん！
だいじょうぶ？
てつだってあげるよ！

ふじ組 （
５歳児）

《
書道教室が始まりました》

「
書道教室 ってどんなかなあ？」始まるまでワクワク ・
ドキドキの子ども達でしたが、今では 「
明日は書道教室
ある？」と楽しみにしている様子が見られます。

書道教室の約束

① 初めと終わりには 「
よろしくお願いします」
「
ありがとうござ いました」と挨拶をする。
② 姿勢よく座り話を聞く。
③ おしゃべりはしな い。
④ 聞きたいことがある時は、静かに手を挙げる。
子ども達は、この約束を回数を重ねるごとに
意識しながら取り組んでいます。

２B の鉛筆にグリップを
付けて使用します。このグ
リップには３箇所のくぼ
みがあり、親指、人指し指、
中指を正しい位置に置い
て持つことが意識できま
す。 鉛筆の持ち方は、箸の
持ち方と繋がっています。

『
当番活動より』
～さくら組の給食 のお手伝 いをしました
六月からさくら組 の給食 のお手伝 いをしました。
さくら組さんもテーブ ル拭き、ピ ッチャー運びができる
ようにな っているので、お手伝 いは 『
配膳』です。「
配膳 の
お手伝 いに来ました」初めは恥ずかしさもあり小さな声で
したが、慣れてくると、は っきり大きな声で言えるように
なりました。トレーにご飯、おかず、お汁をのせて、自分
の担当 のテーブ ルに運び、 「
どうぞ、減らすものはありま
せんか？」 一人 一人に丁寧に聞いています。

書道が終わった後は、自分でプリ
ントをファイルにしまいます。
手先の操作性が増々高まるこの
時期に手先を使うことを目的と
して 6 歳になる子から、
ちょうち
ょ結びも取り入れています。

書道教室は、文字や絵を書いたり、迷路をしながら鉛筆を使って書く時
間、友達と一緒にするのではなく 自分で一生懸命頑張る時間です。
鉛筆の正しい持ち方を知り、30 分間、正しい姿勢で座り、話す人の目を
見て、最後まで話を聞くこと、集中して物事に取り組みながら、文字への
関心が広げていけるように関わっています。
配膳のお手伝
いに来ました

どうぞ、
減らす
物はありませ
んか？

お手伝いの前「今日は何て言う？」と配膳終了時にいう言葉を子ども達で考
えています。
「
『静かに食べましょう』にしようか？」
「のどに詰めないように
『よく噛んで食べましょう』がいいんじゃない？」子ども達が考えながら相談
の時間です。
さくら組の子ども達にとって、ふじ組のお兄さん、お姉さんのすることはカ
ッコよく魅力的です。憧れでもあり、色々な刺激を受けながら真似をしてみた
くなります。ふじ組の子ども達も、頼りにされることで張り切ってお手伝いを
しています。役立っていることを実感しながら、子ども達一人一人の自信につ
なげていけたらと思います。
（中森春美）

すみれ組 （
４歳児）

《
歯磨きで歯を大切に！》

自分できれいに磨けるよ！

いつも絵を見ながら
磨いてるよ

長(谷川 奈緒美 )

先日集団歯科指導があり、今まで何気なくしていた歯磨き のやり方
を、少し意識する姿が見られ始めました。指導で教わ ったことを思い出
しながら、「
こんにちはの持ち方はこうだ ったよな」と、歯ブラシの持ち
方を確認して磨くお友達もいます。難しい前歯磨きは、保育者が援助し
ながら知らせると、 「
汚れがとれたよ！」と嬉しそうにする姿がありま
した。ひとりで出来ることが増えてきましたが、まだまだ自分で磨くの
は難しく磨き残しもあります ので、ご家庭では子どもさんとの触れ合 い
も兼ねて、仕上げ磨きをしてあげて下さ いね。

鏡の横に貼ってある歯の磨き順のイラストを見ながら頑張っています

《
お当番が始ま ったよ！》

その日のお当番さんは、
報告に行く前と戻って
きた時に、みんなの前に
立って挨拶をします。

お当番さんお願いします！

今日のすみれ組の
人数は 30 人です
よろしくお願いします

昨年度から の新生活体制で、 いろんなことに規制がかかる中、やり方
を工夫しながら少しず つ以前 のような生活を取り戻すことができてきて
います。
先日の懇談で子ども達 の園での過ごし方を案内させて頂きましたが、
６月上旬から当番活動も始めることになりました。感染予防対策 の為行
えなか った、給食室 への朝の人数報告を、毎日６名ず つのお当番さん達
で行 っています。「
今日のお当番は…」と保育者が話し始めると、「
はい！
ぼくがやりたい！」と張り切 って手を挙げて意欲満 々の子ども達。指名
されると嬉しそうです。

人数報告に行ってきます！

給食室の前に来ると、扉のそばに置いてある食器から距離をとって立ち、小
さい声で報告します。近づいて給食室の中を覗き込みたい、大きな声で挨拶
をしたいという思いをぐっと我慢して、保育者との約束をしっかり守れてい
る姿に、成長を感じました。

任務を遂行した当番さん達は、
『お仕事をしてきたよ！』と誇らしげに部
屋に戻ってきます。
「楽しかった！」と満足そうな子があれば、まだ言い慣
れない言葉なので、
「ちょっと難しかった…」と教えてくれた子もいまし
た。お手伝いをしたい、お仕事がしたい、という思いを大切にしながら、
いろんな経験を重ねていけたらと思います。

さくら組 （
三歳児）
《
子ども達 の発想は無限大！

虫探し中には、こんな姿も…
テントウムシ
大集合！

活動や経験を、子ども達にも分かるように
写真等を用いて、可視化してみると…
てんとうむし
いろんなのが
おるなぁ

～生き物に触れる中で～ 》

テントウムシに関する絵本や図鑑を集めてみると…

虫が大好きな子ども達。戸外に出るとすぐに 「
あり捕ま
えよ～」 「
ダ ンゴムシ探してくる」 「
見て！捕まえた！」と
楽しそうな姿が見られています。
中でも、子ども達 の興味 の中心にあ ったのがテントウム
シ。よく目にする成虫 のテントウムシと同時に見られた、
幼虫やさなぎ。『
幼虫はさなぎにな っておとなになるだよ』
と教えてくれた男 の子。『
さなぎ』という言葉が周りの子ど
も達にも伝わり、興味が更に深ま っていったようです。で
も、見た目も形も全く違う、幼虫 ・
さなぎ ・
成虫を前に 「
こ
れがテントウムシになるか？」 「
ぜんぜん違う…」 「
ほん
本当になるか見てみたい」と
と？」と 『？』がいっぱ い！ 「
いう子ども達 の声から、さなぎをさくら組に連れて帰 った
のが五月の終わり頃でした。
（あぶらむしは）
おくじょうにおるけ
だいじょうぶだな
いま ねとるか？

あぶらむしたべるだよ
ごはんはいらん？

幼虫・さなぎ・成虫の
塗り絵を用意すると…

どれになるか ためしてみたら？

これが こうなって
これになるだよな

ごはん(はっぱ)
たべてよ～

ふわふわ の穂をみ つけると 「
ベットにしたら いい
じゃな い？」「
ひとりはさみしいけ、もうひとりみ つ
けてあげる」「
どうや ったら、ピンクのテントウムシ
になるかな？」「
いろがちがうから、なまえもちがう
じゃない？」…ここには紹介しきれない位、たくさ
んの気付きや疑問、発見などの呟きが聞かれ、子ど
も達 の発想 の豊かさに驚かされました！
体験した事が、子ども達 の中に次 々と積み重な っ
ていく様子、それに合わせて環境や道具などを添え
ていく事で、子ども達 の興味関心は確実に深ま って
いく事を実感した活動でした。また、それは 一人で
はなく、周りの友だち の言葉、行動、思 い、知識な
どが合わさる事が大事なポイ ントだと感じていま
す。
一人ひとりがどんな事に興味を持 っているのか、
それらをどう深めてあげられるのか、子ども達 の呟
きに耳を傾けながら、 一緒に楽しんでいきたいと思
います。
（
福光 奈保美）

しんじゃっとるけ
うめてあげよう

ゆり組（二歳児）
《ともだちといっしょに！あ～そ～ぼ！！》
梅雨に入り、毎日蒸し暑い日々が続いていますが、天候を見ながら晴れた日には戸外に出て遊ぶことを楽しみにし
ています。そんな子どもたちの戸外での遊びの様子を紹介します。
★『きしゃごっこ』
長いロープを繋げると、中に入って汽車ごっこが始まります。友だちが入っていると「僕も、私も！私が運転手す
る！」
「次は○○ちゃんね」と一緒に入ってとっても楽しそうです。フープでは、友だちがジャンプしている様子を見
て、次々にジャンプしながら跳んでいました。友だちの影響を受け、同じようにやってみたい、一緒にしたい姿が沢
山見られるようになりました。
いっしょが
楽しいね♪

おかいもの
いってきまーす！

ジャンプ！
ジャンプ！

★『あ～ぶくたった』
わらべ歌と鬼ごっこの要素を合わせた伝承遊びで、豆役の子の周りを他の子が囲んで輪を作り、歌を歌いながらや
りとりをします。
「おばけの音！」と言う声と共に、豆役以外の子どもが逃げ出し、鬼ごっこが始まります。最初は輪
の中に保育者が入っていましたが、2 回３回と回数を重ねるうちに「僕も中に入ってみる」
「私も一緒に入りたい」と
子どもたち同士で中に入る姿も。豆役との言葉の掛け合いも上手になってきて「トントントン、何の音？」と聞くと、
「風の音」
「バイクの音」など子どもたちなりに考えるのを楽しんでいます。
「おばけの音」が出るまでのわくわく感
を味わいながら、小集団での遊びを楽しんでいます。
あーぶくたった
にえたった♪

むしゃむしゃむしゃ

おばけだぞー
まてー♪

にげろー

一人で遊ぶ姿や、友だちを見ながら同じようにして遊ぼうとする姿も大事にしながら、友だちと関わる楽しさや面
白さを共有できるよう保育者が仲立ちしながら関わっています。思いが強くなっている分、トラブルも多いですが、
それぞれの思いをくみ取りながら思いを受け止め、友だちへの伝え方を一緒に考えたり、知らせている所です。
これからも簡単なルールのある遊びを保育者も一緒になって楽しみ、友だちと同じようにしてみたい、一緒が楽しい
気持ちを大切にしながら戸外遊びを楽しんでいきたいと思います。
（山田 佳代子）

②

④

（
山田美和子）

個人差 ・
月齢差があるので個 々のペースに合わせて関わ
っています。
また、自我の芽生えから 「
自分でやりたい」「
できない」
「
うまくいかない」など様 々な気持ちを、怒 ったり、泣い
たり、大きな声で訴える姿も見られます。 「
自分でしたか
ったね」と思いを受け止めながら、 「
ここをこうしてみよ
うか」と提案し、やりとりをしながら見守 っています。気
付かれないようにさりげなく手伝う事も…。
そして、できた時には沢山褒めて “自分でできた“と
いう気持ちを大切をにしています。自分でできることが増
えると自信が つき、次のステップに繋がります。お家でも
時間がある時には子どものペー スを大切に！できな い時
はやり方を教えてあげながら 一緒にしてもらえると嬉し
いです。

マジックテープ
をとめて

③

右と左あって
いるかな？

①
②

たんぽぽ①組 （一歳児）

ゴムをして・・・
わたしもできるよ～

マジックテープをはずして
足を入れてギュ～
できないよ～
てつだって～

《
上手にできるかな》

①
かぶれたね♪

③

ここをもってギュー

六月に入ると感染性胃腸炎等が流行し、出席人数が少な い日も
ありましたが、晴れた日には外に出てし っかり体を動かして元気
に過ごしました。
そこで、外に出るまえに子どもたちが頑張 っている事が２つあ
るので紹介したいと思います。

【
（１）帽子をかぶる 】

【
（２）靴をはく】
マジックテープを外して、足を入れて、マジックテープをとめる…と大人にとっては靴を履くことは簡単
ですが、子どもにとっては一つ一つの手順を頑張ってしています。

できた！

たんぽぽ②組 （一歳児）

２

《
第二園庭に行 って遊ぼう
～身体を動かす事は楽しいね～》

帽子に慣れてきて、かぶり方を知らせて関わる中で、自分でか
ぶろうとする姿が見られるようになりました。

梅雨とな ったものの、晴れている日も多く、
外で遊ぶ機会が多か った六月となりました。
喜んで第二園庭に出かけて遊ぶ、子ども達 の
様子をお知らせします。

帽子を自分でかぶってみよう

第二園庭に行こう
お散歩車を用意して、無理なく歩ける距離を歩いて園外にお散
歩に出かけていましたが、第二園庭の道のりは、お散歩車を用
意しなくても歩けるようになりました。

保：あし、あし、あひる
かかとをねらえ

第二園庭の遊具で遊ぼう
階段の上がり降り
遊具が大好きで、時間が許す限り遊びたい姿がよく見られます。手す
りを持って階段の上がり降りをしたり、手すりを持って丸太橋を渡っ
たり、滑り台を自分で滑ったり、クライミングのカラフルな色に関心
を持ったりと積極的に遊んでいます。

中(田 和歌子 )

温かく見守る事を心掛け、子ども達 の 「
や ってみ
たい」「
できた」「
嬉しい」など、様 々な思いに寄り
添うようにしています。自分で出来る事が増えてい
く可愛 いこの時期、保護者 の皆さんと、子ども達 の
成長を喜び合 いながら過ごす事ができたらと思 っ
ています。

色がちがうよ
おもしろい

でこぼこ～
おもしろい

じぶんで
すべるよ

もも組 （
〇歳児）

《
梅雨の時期の生き物やあじさいに興味津 々》

そこで、あじさいの花を、水と一緒に圧縮袋に入れて遊びました。
保育参観でも子どもたちが興味を持って遊んでいたので、後日 80 ㎝
×90 ㎝のより大きい袋に入れて遊びました。
袋をバンと叩いたり、手を乗せて動かすと、きゅーっと音が鳴ること
を楽しんだり、手で押さえると、水の中でまるで生き物のように花が
ゆらゆら揺れその動きをじーっと見て興味津々。四つん這いの体勢
で、花が揺れる動きと同じように身体を前後に動かす子や、
「なんだ
ろう？」とつかもうとするとなかなか掴めず不思議そうな子も。その
上に仰向けになると、ひんやりした水の感触やふわふわする寝心地に
思わず笑顔の子も。
また、歩行できる子は袋の上に立ち、
体重を左右に移動させながら、全身
でゆらゆらする感覚を楽しんだり、
バンバンと音を立てながら歩くことも
楽しんでいました。

梅雨の時期、雨上がりに散歩に出かけると、葉 っぱ の上
にキラキラ光る丸いしずくや、草 の道には、みみずやだん
ごむしを見 つけました。
また、田んぼ の中にはおたまじゃくし、そして色とりど
りのあじさいの花にも出会 います。
今月はこの時期ならで
はの、生き物や花を見たり遊んだりしました。

園舎北側にあじさいの花が間近に見られるところがあります。そば
に行って「あじさいの花だよ。きれいだね」と言葉をかけると、指を
指したり、花をツンツンと触る子も。

部屋ではおたまじゃくしやかたつむ
りを飼い、
また大きい組からかぶとむし
の幼虫ももらい、
保育者がにんじんや煮
干しなどのえさや水をやったりする様
子を興味を持って見ています。

おたまじゃ
くしだよ

ぷよぷよ、ひんやりした手足や身体で感じる感触、バンバン、きゅ
ーっと鳴る音、ゆらゆら揺れる花の動きを目で見るなど、五感を使っ
て遊びました。
子どもたちは自然と の関わ
りの中で、様 々なものに興味を
持ち、五感を使 って遊ぶ中で、
豊 かな感性を育 んでいく こと
ができます。
これからもそ の時期なら で
はの自然に触れて遊ぶ機会を、
大事 にしていきた いと思 いま
す。

（
日置 智早子）

かたつむ
りだよ
かぶとむし
の幼虫だよ

保育参観 ・クラス懇談

５月下旬 から、 クラ スご と で、オ ンライ ンで の

はりその時その時にしか見れない姿だと思いますので、よろしくお願いします。

保育参観、 クラ ス懇談を行 って います。

●コロナで色々と行事も大変ですが、どうにか色々と出来る方向でして下さる事を願います。や

たくさ ん の感想をありがとうござ いま した。

たと思いました。

一部 ですが、紹介さ せ て いただきます。

●オンラインでの参観でしたが、私的には実際に見るより本当の園での生活が見られて良かっ

●クラスみんなで一つの遊びをしていると思っていたので、自分のしたい事を選べるコーナー
遊びは自主性を育めとてもいいと思った。画面酔いするかもしれないと事前に情報があったた
め自分で対策をとれ、酔う事なく見れてよかった。リモート参観中・クラス懇談中ともに、子ど
も達の声で先生の声が聞こえにくかったのでマイクを使ってくださった方が良かったと思う。
●久しぶりに園で過ごす子どもの姿が見られて、また先生の話を椅子に座って聞けていたり、集
中しておもちゃで遊んでいたりと成長を感じる事が出来て嬉しかったです。家ではなかなか見
られない姿でした。
●コロナ禍で行事そのものがなくなっている所もある中、様々な工夫をして開催していただき、
感謝しております。娘の園での伸び伸びと遊ぶ姿を拝見し、帰宅後も今日遊んでいた内容の話で
盛り上がりました。
●参観はやはり少し映像酔いしました。他の所を見ていれば問題なく見れました。ただ、子ども達の直接の姿が見られないなら事
前に録画し、編集したものを見るのと変わらないような気もします。そしたら映像酔いもしにくいのではないかと思ったり…ただ
編集がめんどくさいですよね
●普段の子どもの姿を観る事が出来てリモートでの保育参観とてもいいなと思いました。自分でする事が苦手でいつも「ママして
ー。ママしてー。
」と言っている我が子ですが、保育園ではいろいろな事に挑戦して頑張っている一面もあるんだなっ！！と教えて
もらいました。
●コロナで大変な中子ども達はどう生活しているのか気になっていたので、リモートでも見れて良かったです。自分から友だちを
誘っていたり、自分のやりたい事の所に行ってしたい事をしていて、よかったです。
●お友だちとの関わりが心配だったので本当に普段の様子が知れてありがたかったです。
●本来、クラスを訪室して直接関わりながらですが、そうなると、きっと親を意識しすぎたり興奮したり甘えたりして、いつもの
保育の様子が見れないので、今回のリモートで本来の姿が見れてとてもよかったです。こんなに集中することができるようになっ
たんだな～と感心しました。
●親もいない時の普段通りの姿が見ることが出来て、新鮮でした。1 人でじっくり取り組む姿や友だちとの関わりは、親も近くに
いなくて、リモートならではで見ることができますね！
●オンライン参観の方が、普段の自然な様子が見られたと思います。親が近くにいると、甘えてそばを離れなかったり、恥ずかし
がったりするので…。
●家で子守りしている時とは違って、排泄から手洗い、集団での遊びと園で沢山の事をしてもらって感謝の一言です。子供の笑顔
も見れて嬉しい気持ちになりました。
●1 歳児クラスなので、どうなるのか？と少し不安もありましたが、息子含め、周りのお友達も皆楽しそうで見ていて癒されまし
た！先生達がそれぞれの月齢に合わせて保育されていて、さすがプロだなと。子ども達がいきいきしていて、これからもよろしく
お願いしますと思いました。
●園で伸び伸び遊ぶ娘の姿にとても癒されました。家ではなかなか出来ない体験や経験もさせていただいて、娘のワクワクしてい
る様子がひしひしと伝わってきました。
●まだ登園し始めて間もない期間での保育参観でドキドキして参加しましたが、親の心配もどこへ？というぐらいに泣きもせず楽
しそうに生活していたのでとても安心しました。送迎時はまだ泣く顔しか見れていないのでとても嬉しく微笑ましい時間を過ごす
事ができました。
●親から離れて頑張っている所、集中して遊んでいる所が少し見れました。
●進級して初めての我が子の姿を見れて ZOOM でしたがとても嬉しかったです。日々話をする言葉遣いや内容等どんどんお姉さ
んになっているなあ、と感じていましたが朝の会の内容や先生の話し方がそのまましっかり、理解して話してくれているんだなと
今回の映像で娘の成長の過程で園での刺激はとても反映されているのだなと思いました。

●オンライン参観、親の視線を気にしないありのままの姿が見られてよかったです。椅子にしっかり座って話を聞いたり、先
生の発問に大きい声で答えたりする姿に成長を感じました。遊びは色んなコーナーに転々として、じっくりという感じではあ
りませんでしたが、友だちとも関わろうとしていてうれしく思いました。
●普段の様子がしっかり見れて、いつも「今日は〇〇で遊んだよ」と聞いていた話が、実際確認できてとても素敵な時間でし
た！！
●さくら組になり、初めて暮らしの様子が見られて、ハラハラしたり面白かったり可愛かったり、とてもいい時間になりまし
た。ちゃんとやっているな～と感心したり、家での姿と同じだったり毎日楽しく過ごしていて安心しました。前の保育参加と
違い、リモートも普段の姿が見れるのでいいな！と思いました。
●人数が多いクラスですが、部屋やコーナーで遊びを分けたり、人数を決めたりして、先生方の工夫もあり落ち着いて遊ぶ姿
を見て安心しました。遊びが盛り上がるように、また落ち着いて遊び込めるようにという先生方の関わり、とてもありがたか
ったです。
●普段見ることのできない園での様子を知ることができて、また先生方の子どもたちをみていて感じておられることや園の方
針などのお話を聞かせていただいて、とても有意義な参観、懇談になりました。
●リモートでリアルタイムの子どもの姿を見て園での様子をより知ることが出来てよかったです。
●“オンライン”参観日“。東こども園にお世話になりもう長くなりましたが、初めての事だったので全く想像もつかない所
からスタートしました。子ども達はカメラに目もくれず、本当にいつも通りなのだろうなと思うくらい素で、行儀悪く座る所
も又、いつも通りの感じで大丈夫か？とも思いましたが…。
●保育参観を開催していただきありがとうございました。昨年はコロナで園での様子が全く見れない状況だったので、今年は
オンラインという形でも様子が見れて良かったです。オンラインならでは！！の子供の自然体な園の様子が見れて、いつもこ
うやって過ごしてるんだな～ってのが見れて良かったです。遊びの様子だけじゃなく、朝の会の様子も見れたのもとってもよ
かったです。時間的に難しいとは思いますが、給食の様子やお昼寝をするまでの流れとかも見れたらいいな～と思いました。
●・今回、園での様子が見られて良かったです。ただ、zoom なのであれば、家から見たかったです。懇談も一方的な話なので
あれば集まって密になる必要はなく、全部 zoom で良かったのにと…それなら他の家族も見ることが出来ますし。コロナ感染
予防のために意見交換は無しでしたが、休憩中保護者同士話しているので、心配でした。年度内にもう 1 度あるとの事なので、
zoom での配信を検討していただきたいです。

【未満児クラス

懇談・人権保育～ねえねえきいてよ～】

■園長先生が読んでくださった絵本は 2 回目だったのですが、お姉ちゃんの時とは違う気持ちで聞き、そして反省させられま
した。仕事、仕事で追われる毎日ですが、子供達の成長を見れるのは今だけなので 1 日 1 日を大事に過ごせたらいいなと思い
ました。
■家では体験することのできないことが沢山あると思うので、1 日の終わりにその日にあった出来事や発見を話してくれるよ
うになるのが今から楽しみです。子供と話をする時は他の用事は一旦休憩して、ゆっくり話を聞こうと思いました。
■絵本、とっても深いものだと感じました。忙しい状況ではあるけど、そんなこと子供には関係なく、求めてきたら、手を止
めてでも、もっともっと関わっていこうと改めて思いました。
■「ねえねえ きいて」の本を開き、今の私の対応と似てるな、と心に刺さるものがありました。心にゆとりを持って、子ど
もと関われる時間、座って話を聞いたり、触れ合える時間をつくるために、家事を、できるところは前倒しして用意したり、
完璧を求めないなど、少しずつ工夫していきたいと思います。
■人権の絵本では以前上の子の時に読んで頂きとても心に響いたのを覚えていますが、今回もこの生活変化の中で色んな事を
考えさせられる良い機会になりました。余裕がない生活の中でも子供との関わる時間を大事にしていきたいと思います。
■ねぇねぇ聞いてよも心に刺さるものがありました。少し手を止めて目と目を合わせて話をしっかり聞いてあげなきゃと改め
て考えるいい機会となりました。

【3 歳以上児クラス

懇談・人権保育～性教育・プライベートゾーンの話～】

■アニメの影響を受け、わざとお尻を出す姿が少し前に家でありました。始めは「家の中だから…」と目をつむっていましたが、
兄が「やめて気持ち悪い！」と怒った時、相手が不快になる行動でもあると気づき、プライベートゾーンの話、嫌な気持ちになる
人もいる事伝えました。まだ年長なので「病院でお腹見せるよ、いけんか？」と返ってきた時は、なるほど…時と場合でね、と返
答に困りました。上手く伝えられなかったので、プール前にプライベートゾーンの話を子ども達にして下さるのは大賛成です。
■性教育はまだまだ先のように思っていたので正直驚きましたが、家庭でもどのように教えていこうかと考える機会になりまし
た。
■いじめなどが原因で亡くなってしまう方が多い世の中で、人の気持ちを考えたり、自分が言われたり、されたり、してしまった
時にどう対処するのか小さい頃から考えることで、そうした場面になっても乗り切れる力を養えるのかなと思いました。子どもた
ちの中にも、友だちの中に上手く馴染めていける子、逆に馴染めていけない子いると思います。
色々な子がいる中で、自分たちで考えて行動できる子になってほしいと思うので、人権同和保育についてもっと力を入れてもらっ
てもいいなと思いました。
■自分の体、大事な体について、今後小学生になるにあたり、不審者なども多く心配していた所でしたので、この時期に子どもた
ちに話して下さるとお聞きし、安心した気持ちになりました。これから大きくなるにつれ、色々な事があると思います。自分も友
達も大切な存在なんだ、という事を、心の中に持ち成長していってほしいと思いました。
■小さい頃から自分を大事にすることを園・家庭の両方から知らせていけたらなーと思います。本来家庭で知らせるべきことでも、
親の知識が曖昧だったり、自信がなかったりしますので(私自身も)親向けに発信してもらえるような機会を設けて頂けると幸いで
す。先生方が性教育について園全体としてどのように学んでおられるのかも気になります。
■“性”の話も、普段詳しく話すことはないので、気をつけていきたいです。
■自分の身体は自分で守るということを保育園で教えてもらえるのはありがたいなと思いました。他人に触られる事があった時、
「何かおかしい、嫌だな」と気付きがある子どもになってほしいと思います。お家でも改まって話すのではなく、日々の生活で伝
えていきたいと思います。
■家では、手を出す、口を出すが多すぎるなと反省したので、見守りながら本人に任せることを増やしていきたいと思いました。
■担任の先生が言われた、言葉でのやりとり、表現を獲得している、というお話を聞いて、自分自身の我が子への接し方を振り返
りました。なるべく応えるように心掛けていますが、手が離せない時は“ゴメン、今無理―”と流してしまっていたなあと反省しま
した。今はなぜ無理なのか、いつになったら大丈夫になるのかを伝えることが大事で、言葉で説明すれば伝わる時期でもあるなー、
見通しを持たせることを学びました。 また園長先生の「どんな気持ちを持っても良い」というお言葉がとても印象的でした。感
情はそれぞれ否定せず、なぜその気持ちになったかに目を向けて、子どもの話に耳を傾けること、意識していきたいです。3 歳児
の吸収力、著しい成長、思考や発言のおもしろさ、これからも先生方と共に見ながら共有していきたいです。
■お話のなかでは、私自身子どもとの関わりの中で「今いそがしいから」とよく言っていることに気づかされました。子どもとの
会話を大事にして、子どもの「みてみて！」をなるべく一緒に共有できるように心がけていこうと思います。
■人権・同和保育の話は体について興味がでてきたのでこれから少しずつ子どもと話していこうと思いました。
■「おしっこ」
「うんち」だけでなく、最近は「ちんちん」
「ちんこ」と楽しそうに、おもしろそうに言っているので、おもしろい
と思う年齢なのかと思い、一緒に笑っています。今日のお話を聞いて、3 歳の今の時期では、一度二度話しただけでは、理解して
くれるのはなかなか難しいと思いますが、大事なところなんだよ、と教えていきたいと思います。
■男だからとか女だからとか、口では言わなくとも表現されていたり、先生方ではなくても子ども達から発せられる事もよく聞き
ます。もっと男とか女とかではなく 1 人の個として、自分の身体で大事な所と他人に触らせたり見せたりするのはダメな事、〇〇
だから〇〇という表現もそれは自分の中だけの価値観なので、その友だちの良さを受け入れる事の大切さとか、さりげない毎日の
日常で教えて頂けたら、もっともっと生きやすくならないかなぁと思いました。我が子には、自分の気持ちをまず自分で認める事
（好きなものを好きだと言う）と、周りに言われて色々な気持ちになることも経験だと思うので、そこからどう自分が行動するの
か、サポートしていけたらと思い日々接しています。
■クラス懇談の方では、保護者の方に合うのも初めての方もおられて、喋らなくてもいいので紹介があっても良かったのではない
かな？とも思いました。 性の話では、色々と説明を子どもにするのも難しく、参考になりました。
■子どもとの関わり方や態度に困っていましたが、成長していく過程で必要なことだとわかり、少し安心しました。なるべく子ど
もと目線を合わせ、思いを聞きながら接していきたいと思いました。
■懇談では、まさに 4 歳半の姿を出していてビックリでした！出してくる姿は成長過程とわかっていてもイライラ。
「ママして～」
や泣いてどうにかしようとしたり…。今までシャキシャキしてくれていたのに…と思っていましたが、スッキリした気持ちで少し
寄り添う気持ちがでてきました。4 歳半の赤ちゃん返り、乗り越えたいです。
■普段の生活の様子を写真を見せながら、この遊びやこの方法にはどういった意味があるのかを発達段階をもとに説明してくださ
りとても理解しやすかった。保育士さんの視点や関わり方も知る事ができ、4 歳児の関わり方が勉強になった。保育士さんに任せ
っきりだと反省した点もあるので家庭でもできる事から頑張っていかなくてはと再認識できた。プライベートゾーンの話は知って
いたが、まだ早いと思っていたが、水着を着るこの時期に家族でも話をしたりしていこうと思う。
■自分で自分の体と心を守れるように、何かが起こった時に助けて！！と言えるように、性に限らず暴力やあらゆる
ストレスに対応できるように、その為にはどういう環境を整えるべきなのか子どもと一緒に学んでいきたいです。
■先生からの「自分の体は大事」というお話も、体のことに興味を持つ年頃だからこそ大切なことだと、
改めて思いました。

【
ぱんだ ・ぞう ・きりんルーム】
ねらい
夏 の健康 ・衛生面に気を つけ、身 の回りのことを
自分でしようとする。
○衣服の調節をする。
○汗を拭く。
○水分補給をする
○休息をとる。
○手洗 い ・うがいをする
○ ロッカーの整理、汚れ物の始末をする。
◎食育
・スイカを目の前で切り分けてもらい食べる
◎夏ならではのあそびを十分に楽しむ。
・水あそびをする。 （
色水 ・シャボ ン玉 など）
・どろんこあそびをする。
◎ご っこあそび
・美容院ご っこ
◎わらべうた
・とおりゃんせ
・あんたがたどこさ

★ふじ組 （
五歳児）
《食 育 》
○野菜 の皮むきをする。
○氷柱花を作る。
《 文字 ・数あそび 》
○迷路をする。
○絵と文字を線で つなぐ （
鉛筆で線を書く）
○好きな絵本を選んで借りる
・貸し出しカードに保育教諭と知 っている字を書く

○頭韻集め、しりとりをする
○カレンダーの数字や文字を読む。
《 運動あそび 》
○竹馬に乗る。
・介助されながら乗 って進む。
・バランスを取りながら自分で前に足を出して進む
○縄跳び
・短縄…前跳び
・かけ足跳び
○鉄棒
・逆上がり
○プール遊び
・プールでの約束を守 ってあそぶ
・頭から水かけ ・おはじき拾 い ・ワ ニ歩き ・だるま浮き
・けのびでフープくぐり ・３秒以上顔を つける
《 ちび っこ探検隊 》
・セミの抜け殻を探し、種類や生態を知る。
《 季節 の歌 》
・たなばた
・うみ

★すみれ組 （
四歳児）
《食 育 》
○野菜 の皮むきをする （
玉ねぎ、トウモロコシ）
《 文字 ・数あそび 》
○ひらがなカードを読む。
・言葉集めをする。
○数字を読む。
・形に興味を持 つ。
・数を数える。
《 運動あそび 》
○プールあそびをする
・プールでの約束を守 ってあそぶ
・バシャバシャ進み
・水送り競争
・顔 つけワ ニ歩き、フープくぐり

《 ちび っこ探検隊 》
・セミの抜け殻を探し、種類や違 いを知る。
《 季節 の歌 》
・しゃぼんだま
・たなばた

★さくら組 （
三歳児）

《食 育 》
○野菜 の皮むきをする （
とうもろこし）
《 文字 ・数あそび 》
○ひらがなカードであそぶ
・カルタとりをする
・言葉集めをする
○すうじあそび
・すうじのうたを歌う
・数を数える
《 運動あそび 》
○プールあそびをする
・プールでの約束を知り楽しくあそぶ
・水たたき、ジ ャンボ洗濯機、ワ ニ歩き、フープ
くぐりをする
○鉄棒
・鉄棒に跳びあが って腹支持をする
○平均台
・三十 ㎝離した平均台 の上を四 つ這いで進む
・足を交互に乗せながら前進する
《 戸外あそび 》
○川やたんぼにいる生き物を見 つけて観察する。
（
あめんぼ ・かえる など）
水遊びをする》
《
・色水 ・シャボ ン玉 ・どろこんこ遊びなど
《 季節 の歌 》
・プール
・たなばた

ゆり組 （
二歳児）

<

>
・洗濯ご っこ

・汗が出たらタオルで拭 いたり着替えたりする。
・友だちや保育士と 一緒に水あそびを楽しむ

食 育
○丸いすいかを切り分けてもらう
戸外あそび
○どろんこあそびをする。
○水あそびをする。
・ペ ットボトルのシャワーあそび
・シャボ ン玉あそび
・フィンガーペインティング
・ボデ ィペインティング
・絵 の具でお絵描きをする
・色水あそび ・ジ ュース屋さんご っこ
室内あそび
○ホールであそぶ。
・跳び箱 マット
・平均台
◯ スライムであそぶ。
○ままごとご っこをする。
○わらべうたあそび
「
む っくりくまさん」
「
ここはとうちゃんにんどころ」

<

<

>

>

たんぽぽ組 （一歳児）

もも組 （
０歳児）

○オ マル ・便器におし っこをすることが少しず つ増える
○保育教諭や友だちと 一緒に、水や砂などに触れて感触を
戸<外あそび >
楽しむ
〇五ヵ月
・散歩に出掛ける （
おたまじゃくし、バ ッタを見る）
食< 育 >
・沐浴をする
○畑の野菜を見に行く
○十〇 ヶ月～ 一歳児
○丸いすいかを切り分けてもらう
・散歩に出掛ける （
おたまじゃくし、バ ッタを見る）
戸<外あそび >
・水あそびをする （
カ ップ、じょうろ）
○水あそびをする
寒天、片栗粉）
ウォーターク ッション、ペットボトルのシャワー、水風船、 ・感触あそびをする （
室内あそび
洗たくご っこ、色水あそび、シャボ ン玉あそび
〇五ヵ月
○感触あそびをする
・音 のなる玩具やプレイジムを見て、腹這い姿勢や寝返り、
・フィンガーペインティング、寒天あそび
這い這いをしてあそぶ
○砂あそび （
どろんこ）をする。
・座 って玩具を打ち合わせてあそぶ
○十〇 ヶ月～ 一歳児
・四 つ這い、 つかまり立ち、伝 い歩きをしてあそぶ
・ノックアウトボールや型はめの玩具で机上遊びを楽しむ
○音あそびをする （
全月齢に取り入れる）
（
フレームドラム、 マラキタス、薄布）
○わらべうたあそび
「
ぎ っちらこ」
「
にゅうめんそうめん」
○絵本を見る。
「
じゃあじゃあびりびり」
「
みずちゃぽん」

･

<

>

･

○絵本を見る。
「
どろだんご」
「
ゆうれいとすいか」

室<内あそび >
○ホールであそぶ。
・平均台をまたが ってすすむ
・平均台に補助されて、立 ったり飛び降りたりする
○見立てあそびをする
・ままごと、お風呂ご っこをする
○小麦粉粘土であそぶ
○音あそびをする
・オーシャンドラム ・レインスティック等
を使 って音を楽しむ
○わらべうたあそび
「
ニュウメン ソウメン」
「
おやゆびねむれ」
○絵本を見る。
「
こぐまちゃんのみずあそび」
「
はなびドーン」

毎年 6 月 4 日～10 日は【歯と口の健康週間】です。
子どもたちも歯科指導や歯科検診などを通して、歯の大切さや、歯みがきの
仕方や虫歯の予防法など口の中や歯について知る機会となりました。
食育目標も【よく噛んで食べましょう】とし、丈夫な歯を作るためには
“しっかり噛むこと”が大切になってくることを話しました。
食事コーナーに掲示しているポスターを使って、丈夫な歯をつくる食材の紹介をしました。
カルシウムという骨や歯を作るもとがたくさん入っている、
牛乳やヨーグルトといった乳製品、骨まで丸ごと食べられる
しらす干しやししゃも、ひじきやわかめなどの海藻類や貝
類、小松菜やほうれん草などの葉物野菜を紹介しました。
当日の給食にも入っていたひじきや小松菜を見て「ひじきっ
てこれ～？小松菜は緑のだよな～」と食べながら聞いてくれ
る子どもたちでした。
また、歯を形成するためには、たんぱく質・リン・ビタミンＡ・ビタミンＣ・ビタミンＤ
も大切です。バランスよく摂ることで乳歯の軟らかい歯を虫歯菌から守ることができます。
また、子どもたちに「どの歯で食べたらよく噛めると思う？」と問いかけてみると、口を大
きく開け「ここー！！」と教えてくれました。
奥の歯で噛むことで、上顎と下顎を大きく動かすことができます。しっかりと噛み合わさり
食材も小さく噛み砕くことができ、たくさんの回数噛むことで唾液がでて口の中の菌を洗い
流す効果があることを知らせていきました。
牛乳パックで作ったパクパク人形を使い「奥の方を使ってよ～。ガ～ジ、ガ～ジ。も～ぐも
ぐ」と口をゆっくり大きく動かすことを伝えていきました。

離乳食の頃から始まる咀嚼、吸い食べや前歯で噛む癖がついてしまうと歯やあごの発育に
影響が出てしまいます。丈夫な歯と強いあごを作る為、乳幼児期からしっかり奥の歯で顎を
動かして噛むことが身についていくよう食事の時間に意識することが大事だなと思ってい
ます。

苦情 ・ご意見 ・ご要望にお答えして
園長 足達 佐恵子
新型 コロナウイルス感染症 の鳥取県での感染症発生状
況は。六月 一日以降感染者数０件を更新中で、ホッとし
ていますが、代わりに六月上旬より、【
ノロウイルス感染
症 （
感染性胃腸炎）】が三歳未満児を中心に発症し、また
たく間に感染拡大し、保健所に報告する状況にな ってし
ま ったこと、大変申し訳なく思います。

ご意見感想などを、別 コーナーで掲載させていただいて
います。
たくさんの投稿本当にありがとうござ いました。
その中で
『
自宅でのＺＯＯＭ （
ズーム）視聴を検討して欲しい。
』
・自宅でのＺＯＯＭ視聴に関しては、次回実施までの
間に検討させていただきます。
『
自己紹介だけでもあ った方が良か ったのでは』
・自己紹介に ついては、早速他のクラスの保護者さん
には、していただき好評でした。ありがとうござ い
ました。

う、十分気を付けていますが、衣類やナイ ロン袋他に名
前記載がないこともあり、困 っている状況もあります。
今後ますます暑さが増すと、衣服の着脱場面が増えま
す。加えて水遊び ・プール遊びなどが始まるとさらに持
ち物が増えますので、今 一度名前記載 の確認をお願いし
ます。
特に、三歳以上児クラスでは、バインダーにプールバ
ック、汗拭きタオル、水筒をかけていく状況になります
ので、必ず名前記載をお願いします （
同じプールバ ック
もあります。
）

リズムが整うことを目的とした実践が始まります
三歳未満児クラスは、カードまでは配布しませんが、
引き続いて個人連絡 ノート記載で、良 い習慣が身に付く
ようにしていきたいと考えています ので、ご心配なこと
や困 っておられること、
聞きたいことなどありましたら、
担任はじめどの職員にでも声をかけて下さい。
この取り組みは、西郷小学校や河北中学校
でも取り組まれています ので合わせてお知ら
せします。

また、各クラスでの懇談でお話しさせていただいたよ
うに、年齢で出来ることはまちまちですが、その年齢で
出来ることは自分でする習慣を今 のうちに つけておくと、
小学校入学後、学習に専念できると言われています。
特に年長ふじ組は後九か月後には、就学を迎えます。
その時に慌てることが無 いよう、今から少しず つ良 い習
慣が身に付くようにしていきましょう。

子育ては、子ども達を取り巻く様 々な人が関わり合 い
ながらしていく営みです。特に保護者 の役割が 一番重要
と思います。その保護者から の申し出は、私たち保育者
に取りとても心強く励みにもなります。今後も良 い事も
気になる事も共有しながら、
子育てをしていきましょう。

今年の夏は暑くなるでしょうか？体調管理をし っかりし
て、夏ならではの遊びを楽しんでいきたいと思 います。
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 口頭でもお受けしています。

・後日、感想 の中に 「
園でお話しをされた時には知
らせて下さい。家でも話をしたいので」という言葉
があり、とても嬉しく思いました。

早寝 ・早起き ・朝ごはん」カードを利用しての、生活
「

今年度も七月から、
三歳以上児クラスで実施しています、

コロナ対応で手洗 い ・手指消毒 ・園内消毒 ・換気など
は継続して実施していましたが、改めてノロウイルス感
染症 の感染力 の強さを実感しました。
後日聞 いた情報では、鳥取県東部 ・西部で大流行中だ
ったこと。中部地域でも流行し始めていたことを聞き、
も っと早く情報を入手する必要があ ったことを反省しま
した。
六月二十二日に収束したように思 いましたが、その数
日後にはまたノロウイルス感染症が発生しました。この
感染症は、何度でもかかりますので引き続き手洗 い ・消
毒 ・嘔吐物や下痢 の処理などに十分気を付け、感染症が
流行しな いように気を付けていきたいと思います。
園は集団生活です ので、保護者 の皆さまのご理解ご協
力を、よろしくお願いします。
なお、嘔吐物のついた衣類 ・布団などの洗濯方法に つ
いては、入園のしおり３４ ・３５ページに記載していま
す ので、参考にして下さい。

最近未満児クラスを中心に、衣類 の入れ間違 いなどが
多く、間違 って入 っていたお友だち の衣類などを家庭で
洗濯してきていただくなど、
ご迷惑をおかけしています。
申し訳ありません。職員間でも間違 いが起こらないよ

三歳以上児クラスで実施しました、人権保育 の取り組
みとして、今年度は文部科学省から情報提供 のあ っ
た、『
子どもや若者を性暴力 の当事者にしな いため
の 「
生命 （
いのち）
』 の安全教育」 の教材を、園で
保護者 の皆様にも読ませていただき、
、園でも子ど
も達に話をしていきたい事を説明しました。

新型 コロナ感染症感染拡大防止として、今年度は初め
てリモート参観日を実施しました。
園だより六月号には、
年長ふじ組の保護者 の皆さまの感想を 一部掲載させてい
ただきましたが、七月号では他のクラスの保護者 の方 の

すみれ

ふ じ
火

さくら

水

すみれ

ふ じ

木

さくら

ふ じ

金

さくら

すみれ

土 プールには入りません

（
水あそび）が始まります。

月

プールに入れる
……○
プールには入れな いが
水あそびはできる
……△
この場合は理由もお知らせくださ い
（
例 とびひのため、鼻水が出るため等）
どちらもできない
……×
10：20
～11：00

◎プールあそび
３歳未満児
木）～
:七月 一日 （
３歳以上児
木）～
:七月八日 （
プール開きです。次の物を準備してください。

ふじ ・すみれ ・さくら組
9：40
～10：20

【
準 備 物】
プールバ ック ・水泳帽 ・水着 ・フ ェイスタオル
※バスタオルは大きすぎて子どもが自分ではふきにくい
ので避けてくださ い。
※持ち物にはすべて名前 の記入をお願いします。
※プールに入るには水泳帽が必要です忘れな いようにし
※プールあそびの期間は、運動あそびはありません。
ましょう。
○ 連絡ノートの受け入れ表の健康欄に次 のことを記入し
てください。
ゆり ・たんぽぽ ・もも組
◎ プールに入れるか入れな いかの判断をこれでしますの
【
準 備 物】プールバ ック ・フ ェイスタオル ・水着
で、記入もれがな いようにしてくださ い。
◎ 今年もプールあそびと並行して、どろんこ ・色水あそ ※ 持ち物にはすべて名前 の記入をお願いします。
今年も水あそびカードを使用し、これで水あそびができ
びも充実させていきます。プールに入らない日もあり
ますが、プールバ ック 一式、サンダ ルまたはぞうりの るかどうかの判断をします。
準備だけは毎日してきてください。（
さくら組はサンダ
詳細に つきましては、配布した文章 のとおりです。
ルまたはぞうりは使用しません）
◎ 表 のように実施しますが、その日の状況や行事等
ゆり組
によ っては、入らない日もあります。
ホワイトボードでお知らせします ので、送迎時に確認 チームごとに週に二回程、屋上小プールに入ります。
をしていただきますようお願いします。
わからない事は、各クラスの担任にお聞きくださ い。
【
準
備
物
】プールバ ック ・フ ェイスタオル ・水着
◎ 入水前には排泄 ・着替え ・体操 （
ホール ・児童センタ
水泳帽 （
屋上プール使用時には必ず必要になります
ー二階遊技室）をして入 っていますので、余裕をも っ ので毎日準備をお願いします）
て早めに登園をお願いします。
時間

・ ・
・

屋上プール入水時間

曜日

・入園のしおりＰ 14
にも載せていますが、使用する水着に ついては指定
はありませんが、泳ぐという運動を考えた時、水着は体にピタ ッと合 っ
たものがふさわしいです。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 った水着がお勧めです。トランクス
型は空気が入 ってしまい泳ぐという運動を考えた時には不向きです。

・髪 の長い子どもさんは、ゴムで結ぶか短く切られるかしてプールあそ
びが楽しめるようにしましょう。髪が長いと水泳帽がかぶりにくく、濡
れるとなかなか乾きません。

・ヘアピンを付けてプールに入ると危険です。他の子どもさんを傷 つけ
る原因にもなります。髪の毛を止める際には、ゴムでお願いします。

・０ -157
やノロウイルスの対策として、前日に下痢便のあ った場合は、
当日普通便であ ってもプールには入れません。

プールあそびに限らず、汗をかきやすいこの時期は髪の毛が皮膚にまと
わり ついてあせもの原因にもなりますし、前髪が長いと目を悪くします。
子どもは動くことが大好きです。活動しやすいことを第 一に考えて、
今後も大人が環境 ・
道具 ・服装について考えていきたいと思います。

◎保育参加

ふじ組保育参加 （
午前中の探検隊活動 のみ）

〈
日にち〉七月二十七日 （
火） ぱんだ ルーム
〈
日にち〉八月十日 （
火） ぞうルーム
〈
日にち〉八月二十四日 （
火） （
きりんルーム）

(

(

)

)

すみれ組保育参加 （
午前中 の探検隊活動のみ）

〈
日にち〉八月三日 （
火） （
ぱんだ ルーム）
〈
日にち〉八月十七日 （
火） （
ぞう ルーム）
〈
日にち〉八月三十 一日 （
火） （
きりんルーム）

※参加対象をルームごとにさせていただいていますが、ご
都合が悪い方は担任にご相談ください
※参加人数は 一世帯 一人とさせていただきます
※今年度は会食 ・クラス懇談はありません
（
続き）

３日
（火）

（きりん）

さくら

ふ じ

（ぞう）

（ぞう）

５日
（木）

さくら

ふ じ

（ぱんだ）

（ぱんだ）

６日
（金）

さくら

すみれ

（ぞう）

（ぱんだ）
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7じまでに
おきましょう
よる

●毎週木曜日に各クラス全体で 一週間の振り返りを
します。ごほうびに ついては担任と子ども達で相談
して決めます。
※カードが金曜日から始ま っているのは、木曜日に
全員で振り返りをするためです。
●このカードの使用は子ども同士が競争するものでは
なく、子ども達自身が大人の手助けを借りながら自分
で自分 のことを振り返るためのものです。
ご家庭の事情でどうしても○を記入するのが
難しい場合は担任にご相談くださ い
・入浴時間が決ま っていて難しい
・仕事から帰る時間が遅く難しい など

●朝食に ついては朝の受け入れ表と重複しますが、
カードとして子ども達と 一緒に振り返りたいと思
います ので御協力おねがいします。

【 ゆり ・たんぽぽ ・もも組 】

よる

7

13

カードまでは配布しませんが、従来通り連絡ノートに記
入してもら い、生活リズムを整えて、引き続き早寝 ・早起
き ・朝ごはんを習慣づけていきましょう。

あさ

6

12

12

5

11

９じ３０ぷんまでに
ねましょう
あ さごは ん

あさ

4

10

ごほ うび

もく

すい

か

げつ

にち

３

９

3

9

8

2

3 /1

ど

きん

●ふじ ・すみれ組では数字に興味が出てきている年齢です
ので、この機会に目覚まし時計などを利用するのも良 い
方法です。さくら組さんはまだまだ大人の手が必要です
が少しず つ身に ついていって欲しいと思います。

あ さごは ん

※時間 ・場所 ・準備物は、その都度ホワイトボードにてお
早寝 ・早起き ・朝ごはんカード
知らせします。
※大雨や感染症などの状況により、中止になることもあり
【 ふじ ・すみれ ・さくら組 】
ます。
昨年同様、今年度も早寝 ・早起き ・朝ごはんのカードを
作成し、各家庭に配布をしています。
朝 の忙しい時間ですが、保護者 の皆様 の協力 のもと良 い
◎さくら組 運動あそびの中止
習慣が身に付くようにと考えておりますので、御理解御協
七月七日 （
水） の運動あそびは、七夕会 の為、中止しま 力をよろしくお願いします。
なお、実施期間は七月～九月の三ヶ月間とします。
す。
●下記の表をカードにしたものを六月二十九日 （
火）に子
ども達に説明をし配布しました。
親子で確認し○×を記入し毎日連絡ノートにはさみ、
持たせて下さい。実施期間は九月三十日までとします。

（きりん）

あさ

◎ふじ組 書道教室 の変更

（きりん）

よる

七月八日 （
木）の書道教室は、プール開きの為、九日 （
金）
に変更します。

ふ じ

あさ

◎プールあそび参観

すみれ

（例）

（
ふじ ・すみれ ・さくら組）

２日
（月）

あ さごは ん

屋上でのプールあそびをご覧ください。
〈
日 時〉八月二日 （
月）～六日 （
金）

～10：20

～11：00

※感染防止対策により、参加人数は 一世帯 一人、 一回とさ
せていただきます
※ルーム別に参観日を設けていますが、ご都合 の悪い方は
担任にご相談ください。

すみれ

４日
（水）

10：20
9：40

◎職員 の紹介

ま つしま あ き こ

六月下旬より、松嶋明子調理員が入 っております。
今後ともよろしくお願いいたします。

◎退職 の職員

いしが はるみ

六月末をもちまして、石賀晴美調理員が退職する

ことになりました。今までお世話になりました。あ
りがとうござ いました。

昼 食

午後のおやつ

昼 食

午後のおやつ

昼 食

午後のおやつ

月（5 日・12 日）

火（6 日・13 日）

水（14 日）

ごはん
鮭のマヨネーズ焼き
なすのみそ炒め
長芋の梅和え
豆腐とわかめのすまし汁

ごはん
お魚ハンバーグ
ひじきと大豆の煮物
かぼちゃのらっきょう和え
小松菜とえのきのみそ汁

ごはん
豚肉の生姜焼き
ジャーマンポテト
小松菜のじゃこサラダ
なめこと油揚げのすまし汁

ヨーグルト
ハニーチーズトースト

ヨーグルト
おからドーナツ

お茶
五目ビーフン

木（1 日・8 日・15 日）

金（2 日・9 日）

土（3 日・10 日・17 日）

ごはん
鯖お梅しそ焼き
キャベツの洋風煮
きゅうりのごまサラダ
なすのみそ汁

ごはん
鶏肉のトマトマリネ
ピーマンとじゃこの炒り煮
大根といかのサラダ
じゃが芋のみそ汁

すいか

お茶
ちらし寿司のおにぎり

牛乳
せんべい

月（19 日・26 日）

火（20 日・27 日）

水（21 日・28 日）

ごはん
牛肉の甘辛煮
ほうれん草の卵とじ
きゅうりとちくわのナムル
大根のみそ汁
お茶
ナポリタン

ごはん
鯵のマリネ
冬瓜のそぼろあんかけ
キャベツのおかか和え
わかめと卵のすまし汁
お茶
とうもろこし

ごはん
鶏肉のチーズ焼き
大根とさつま揚げの煮物
納豆和え
あさりのみそ汁
ヨーグルト
ジャムサンドイッチ

木（29 日）

昼 食

午後のおやつ

行 事

昼 食

午後のおやつ

ごはん
赤魚の野菜あんかけ
なすの焼き浸し
レタスとかにかまのサラダ
そうめん汁

金（30 日）

土（24 日・31 日）

ごはん
豚肉のスタミナ焼き
かぼちゃのそぼろ炒め
切干大根と小松菜のごま和え

ヨーグルト
クラッカーサンド

コッペパン
豚肉ともやしの中華スープ
果物（バナナ）

コッペパン
じゃが芋と卵のスープ
果物（バナナ）

豆腐のみそ汁
ヨーグルト
あずき蒸しパン

7 日（水）七夕会
ぶっかけそうめん
鶏肉の甘酢和え
おくらのごまサラダ
ミニゼリー
フルーチェ
お星さませんべい

※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。

牛乳
せんべい

１6 日（金）誕生会
夏野菜カレー
あごフライ
（らっきょうタルタルソース）
かみかみサラダ
果物（デラウェア）
アイスクリーム

