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1

水 運動あそび（さくら組）

さつまいも苗植え（ふじ・すみれ組）

2

木 書道教室（ふじ組）

3

金 内科健診13：00～

4

土

5

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

6

月 交通安全指導

7

火 ちびっこ探検隊（すみれ組）

絵本貸し出し

子育て相談PＭ1：15～2：15

運動あそび（ふじ組）

8

水 運動あそび（さくら組）
書道教室（ふじ組） 絵本貸し出し 子育て相談PＭ1：15～2：15
9 木
奉仕作業（園内外清掃及び園周辺の草取り）13：30～15：00
10 金 音あそび（ふじ組）
11 土
12 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

13 月
ちびっこ探検隊（ふじ組）運動あそび（すみれ組）
身体測定（もも組・すみれ組）
15 水 運動あそび（さくら組） 身体測定（さくら組）
歯科指導（さくら組） 書道教室（ふじ組） 身体測定（ゆり組）
16 木
音あそび（すみれ組） 絵本貸し出し 子育て相談PＭ1：15～2：15
17 金 誕生会 身体測定（たんぽぽ組） 音あそび（もも組）
14 火

18 土
19 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
20 月 歯科指導（すみれ組・ふじ組）
21 火 ちびっこ探検隊（すみれ組）

運動あそび・身体測定（ふじ組）

音あそび（さくら組）

22 水 ちまきづくり（ふじ・すみれ組） 運動あそび（さくら組）
書道教室（ふじ組） 音あそび（ゆり組） 絵本貸し出し
23 木
子育て相談PＭ1：15～2：15
24 金 避難訓練（地震）
25 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
26 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
27 月 保育料等口座引落し日
28 火 ちびっこ探検隊（ふじ組）

運動あそび（すみれ組）

音あそび（たんぽぽ組）

29 水 運動あそび（さくら組）
書道教室（ふじ組） 絵本貸し出し
30 木
子育て相談PＭ1：15～2：15 園だより発行
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パプリカってカラー
ピーマンともいうっ
てかいてあるよ

オクラの種は子ども達には、何も知らせず部屋に置いてみて
いると興味津々！オクラの種だと発見すると「植えたらほんと
で芽が出てくるかな？」と話していて、種も植えて観察してみ
ることになりました。
これなに～？
なんか石みたい

ふ じ組 （
五歳児 ）

野菜を植えるのには
土と種と水と太陽の
光がいります

《 夏 野菜 を育 てよう ！
食 への興味関心に 》

紫とかオレンジの
パプリカもあるだって

今年も子ども達 と相談 して夏 野菜 を育 てる ことに
なり 「
す みれ組 の時と は違 った夏 野菜が育 てた い！」
と いう意 見から皆 で植え る野菜 を決 めま した。相談
の結 果、 ピー マンとパプリカ、 オクラを育 ててみる
こと にな りま した。

野菜を育てるのに必要なものや植える野菜について
チームごとで図鑑で調べたり、調べたことを紙に書いて
発表をし合いました。

よってみたい菜に行こう！
野菜の絵を描かせてもらったことが
きっかけで、よってみたい菜に行ってみ
ました。展示されている絵を見るだけで
なく、色々な野菜などが売ってあること
や飾ってある写真に気付き、沢山の農家
の方が作っておられることも知る機会
になりました。今回は絵を描いた子が行
きましたが次回は行っていない子も出
かけてみたいと思っています。

みて～、あそこに
置いてあったやつだ！
オクラ種だって
な かなか芽
が出んな～

オクラの芽がなかなか
出てこないと「水が足り
んじゃないか？」
「ここじ
ゃあんまり太陽の光があ
たらんけじゃない？」
「園
庭に変えてみる？」等、
子ども達なりに考える姿
が見られました。

優しく
だよな～

今 回 の経験を通 して、 子ども
達 は沢山 のことを感 じ、気付 い
たり考え たり、発見を して います。
野菜 が苦 手な 子も いますが、実際 に自
分達 で野菜 を育 てる こと で生長過程や
育 てる喜 びを知 ったり、栄養 に ついて
も知ら せる こと で、苦 手なも のでも少
しは食 べてみようとす る気持ち にな っ
てくれたら いいな～と思 って います。
これからも食 に ついて学ぶ機会 を大
切 にしながら関わ って いきた いと思 い
ます。
（
荒瀧 千里）

なんか丸いのが
出来とるよ！

元気なピーマ
ンの苗はどれ
ですか？

苗植え・観察

大きいのと小さい
葉っぱの色が
違うな～

すみれ組 （
四歳児）

《 おおきくな～れ！な つやさい

～気づき、考える力を大切に～ 》

「キラキラつけたらいいんじゃない？」
「カカシがいいと思う」
「ネットしたら(鳥も)食べれんじゃない？」等と色々なアイデアが！
早速、子ども達とイチゴを守るために実行しました。

さくら組 の時に植えたイチゴがたくさんの実を つけ、
次 々と色づいていく様子に 「
すご～い」「
昨日は赤くなか
ったよなぁ」と驚き、喜んでいる子どもたち。収穫もで
きましたが、 一度に三十個は取れないので、 一つを小さ
く切 ってもら って給食 の時に… 「
おいしい」「
ちょ っとす
っぱ い」「
お店 のみたい」「
この前食べたのより、あまい」
等、小さなイチゴを嬉しそうに味わ っていました。

イチゴの花が咲き、実がつきはじめた頃、
イチゴが大好きな鳥がいる事を子ども達に伝えると…

育て始めから収穫までには、時間がかかる事を知った子どもたち。
春の今育て始めたら、夏に美味しく実る野菜はあるのかな？

たくさんの夏野菜を調べてくれ、
「育ててみたい」と意欲的！
そこで、観察やお世話がしやすいプラン
ター栽培を提案し、どの野菜だったら育
てられるかな？と考えてみました。

「かぼちゃは広がるけむずかしいと思う」
「トウモロコシは高すぎる」等と子どもたちなりに考えを出し合い、
「トマト
はできる気がする」
「ナスも！」と、育てる夏野菜が決まりました。土起こしに、土ふるい、苗植えと大忙しです。

夏野菜の栽培が始まるまでには、たくさんの経緯があり、
その中で子どもたちは色々な事を調べたり、考えたりして
きました。栽培が始まってからも、たくさんの事に気づき、
調べ、考えていくはずです。
日々たくさんの事に興味を持ち、同時に疑問も抱く子ど
もたち。
「何でだろう？」
「どうしたらいいかな？」等と考
えたり、調べたりすることで、知的好奇心が高まり、創造
力や思考力が育まれていきます。大人が答えを出してしま
うのは簡単な事ですが、一緒に考えたり、調べたりする中
で、知らなかった事を知る喜びを共に感じたり、もっと知
りたい！という興味や関心を更に深め広げてあげられるよ
うにと思っています。
（福光 奈保美）

「ふじさんのは棒があ
る」と気づき、調べて
みると、大きくなる為
に大事な支柱だと分か
りました。

これあげる

昨年、すみれ組さんからもらったカブトムシ
の幼虫をゆり組で育てていました。4 月、幼虫
もさくら組のみんなと一緒に進級！「生きとる
かな？」と心配しながら土を入れ替えると 3 匹
いました！お世話を楽しみにしています。

水やりのお当番

～ カブ ト ム シの幼虫 のお世話を はじめま した～

ぷにょぷにょ
しとる～

うわっ！
うごいた！

帰りの場面

たっち！

ばいば～い

遊んでいた手を止め、あいさつにきてくれまし
た。また明日もこども園に来たくなります。

優 し い言葉 を かけられ るとうれ しくな り、友だ
ちも優 しくな ります。 それ にはまず保育者 と の信
カブ ト ム シの成長を絵 本 で話す と、 三匹 の幼 虫 に
頼関係が基本 です。良 いと ころを し っかりと認め、
名前 を考え、 それぞれ に名前 を付けま した。
時 には友だち 同士感情 がぶ つかる こともあ ります
また、当番 で霧吹 き で水や りを し、成 虫 にな る の
が、 お互 いの気持ちを聞きどう伝え たら いいかを
を楽 しみにして いる子ども達 です。
一緒 に考え、言葉 で気持ちが伝わ ると心地よ い経
山(本 恵 子 )
験をたくさ ん積 ん で いきた いです

子どもたちの優しい
言葉を意識して書きと
め、『はあとのき』に貼
って伝えています。

さくら組 （
三歳児）

これ、かして

またいっしょに
あそぼうね♪

《また い っしょにあそぼうね♪》

ありがとう

連休明け の朝、 お母さ んと離 れ悲 しそうな顔 で部
屋 に入 って来 ると 「
○○ち ゃん、 おはよう。」 「
まっ
と ったよ。 い っし ょにあそぼ う」友だち から の言葉
にぱ っと表情 が明 るくな り、 そ の後 一緒 にあそびは
じめま した。
子ども同士 でこんな優 し い言葉 を かけ てあげ る力
があ る こと に感動 しま した。 こ のあたたか い言葉 か
けが クラ ス全体 にも広が ったら いいな ぁと思 い子ど
もたち に紹介 しま した。す ると、どんどん友だち へ
の優 し い言葉が増え てきま した。

５したら
かしてあげるね！

あそびの場面

しまうよ

私の袋見つけた！

8 時 30 分までに登園した子はたんぽぽ組からゆり組へ移動します。
登園した後は保育者と一緒に自分の荷物の後始末をしています。ま
た、17 時 20 分にはたんぽぽ組に移動しています。

ノートもしまって

この時期 の子どもたち は、様 々な ことを自分 でや ろうと し始
め、今 ま では 「
や って」が多 く、 一人 では難 しか った事も、少
しず つ自分 で出来 るよう にな って いきます。苦戦 しながらも出
来た時 には 「
自分 でできたね」と子ども のした事を言葉 に表 し
て伝え、嬉 しさや満 足感を味わえ るよう にして います。
時 には、思うよう に出来ず 「
できん ！」 「
して！」と愚図 る
事もあります。これは、子ども の自我や自立心が育 って いる証
です。自分 でや りた い気持ちを受け止めながら、 一人 で難 し い
時 には手を添え 「
自分 でできたね ！」と出来た事 で自信が持 て
るよう に関わ って いきます。
保護者 の方 にお願 いです。子どもが自分 ででき る喜びを感 じ
られるよう に、着脱 しやす い服や靴、持ち運び のしやす い鞄 の
準備をお願 いします。お家 からも 「
自分 で」を大切 に少 しず つ
身 の回り の事が出来 るよう に、励ま したり、褒 めたりして自信
（
山根 健矢）
に つなげ てもらえれば と思 います。

こうやって入れるよ！

ゆ り組 （
二歳児）
《
自分 でできるよ ！ ～生活 の場面から～》

ハンカチはここに

ノートをだそう

ゆり組 で の生活 の流 れがわ かり始 め、保育者 の手助けを受 けなが
ら簡単 な身 の回り のことを自 分 でしよう とす る意欲的な姿 が増え て
きま した。自 分 で思 ったよう に出来ず、泣 いたり、 ぐず ったりす る
姿 もあ りますが、 一緒 にや り方 を確 認 しながら自 分 で出来 るよう に
頑張 って います。
そ の子どもたち の姿を紹介 します。

自分のロッカーや靴箱などの場所がわか
り、ノートを出したり、ハンカチやナイロ
ン袋、衣服などを自分のカゴに入れます。

登園後の様子

自分でもてるよ！

持ち帰りの準備の様子

コップや帽子の持ち帰りの日には、自分の物と友だちの物
がわかり、子ども達が自分で探して鞄の中にしまっていま
す。一人で出来ない時には「手伝って」と保育者に知らせて
片付けています。

あった～

ビリッ
準備をしよう
～みかんチーム（4 月～9 月生まれのお友だち）～

いちごチームと同様に、繰り返し方法を知らせていく中で、自分
で帽子をかぶる子どもが増えてきました。また、自分で靴をとって
きて、マジックテープを剥がした後に、自分で靴を履いてみようと
する姿も見られ出し、成長を感じています。

たんぽぽ組 （一歳児）

できた

《 第二園庭で遊ぼう
～帽子をかぶ って靴を履 いて出かけよう～ 》

帽子や靴がどこにあるのか、繰り返し知らせるようにして
います。自分の帽子や靴がわかるようになり、それを見つけ
て、帽子を頭にかぶろうとしたり、靴のマジックテープを剥
がそうとしたり、自分の場所に片付けようとする姿。何でも
自分でしようとする姿を嬉しく見守っています。

たんぽぽ組での生活に徐 々に慣れて来て、よく笑い声
が聞こえるようになりました。
“自然 の中で遊ぶことで、丈夫な体と豊かな感性を育
んで貰 いたい”という願いを持 って過ごしている為、天
気がいい日は、戸外遊びに出かけるようにしています。
戸外に出かける時には、帽子のかぶり方、靴 の履き方
を知らせて、
“自分でや ってみよう”という思いを育むよ
うにしています。その時 の様子と、大好きな遊び場所の
一つ、第二園庭から子ども達が見 つけた遊びの様子をお
知らせします。

準備をしよう
～いちごチーム（9 月～3 月生まれのお友だち）～

第二園庭で遊んでいる様子
暖かい太陽の下、遊具で遊んだり、広い芝
生の上を走ったり、ボールで遊んだり、草花、
鳥や虫などの生き物との出会いを喜び積極
的に関わろうとしたりする姿が見られます。
子ども達一人一人の感性や興味も違う中、子
ども達のつぶやきや発見、挑戦しようとする
姿など、一緒に関わって過ごす保育者も楽し
いひと時です。

できた

シュー

少しず つ梅雨が近づいてきます。
外に出るのに丁度良 い
この季節、園とご家庭からも様 々な戸外遊びを楽しむ事
ができたらと思います。
その際、帽子をかぶり、靴が履けるよう繰り返し大人
と 一緒にする中で、少しず つできる事が増えてきます。
“自分でや ってみよう”
とする可愛 い姿を温かく見守り、
自分でできた時には 一緒に喜んで、成長を共に感じてい
けたらと思 います。
（
中田 和歌子）

ペタッ

キック～

むし～

かけ声を聞いて走り出します

よーいどん

こ のよう に、粗大遊 び によ って、空間感覚や 平衡
感覚 を育 て、微細遊 び によ って、 手先 の器用さを発
達さ せ、様 々なも のに適応す る力を育 てられ るよう
に意識 して関わ って います。 こ の二 つを交互にバラ
ンスよく遊 び に取 り入れる こと で、身体的な力と知
的な力 の発達 を促 せるよう にして います。
何気な い遊 び の中 にも、意味 を持 って遊 びを取り
入れ るよう にして いますが、何 より、 子どもたちが
興味 をも って楽 し いと思え る ことが大事な ので、ま
ず は子どもたち の思 いを大事 にして関わ って いきた
いと思 います。
英( 瑞季 )

製作では、スタンプを握って
押したり、指先に絵の具をつけ
て押してみたりしました。

九 ヶ月児～ 一歳児

ガラガラなどの玩具や
新聞紙を握ります。

ボタンビーズをつなげた
ものや、木製玩具を指先
でつまんで、容器から容
器に移し替えます。

もも組 （
〇歳児）

七 ヶ月児

器用さを増す小さな動きです。

《たくさん遊 んだよ》～様 々な遊 び の中 で～

七 ヶ月

。

ダンボールの箱や大
型遊具などに、手をか
け立ち上がろうと腕で
支えたり、脚を突っ張
ってつかまり立ちをし
ます。
また、一歳児は前に押
し進めます。

触れると動いたり音のな
る玩具を目の前に置くこと
で、上体を起こそうとした
り、片腕で体を支え、反対
の腕で玩具を触ろうと手を
伸ばしています。

連休明け から、体 調を崩 して いる子どもさ んもあ
り、全員がそろう 日が少な か った ですが、少 しず つ
回復 して、 また園 で の生活を楽 しん で いると ころ で
す。 そんな 五月 は室内 で の遊 びがたくさ ん できた の
でそ の様 子を紹介 します。
遊 び の中 で粗大遊 び、微細遊 びを意識 して取り入
れ て います。

て腕や体幹、脚などを使った大きな動きです

九 ヶ月児 ・一歳児

粗大遊び(運動)とは体の姿勢、移動を中心とし

微細遊び(運動)とは、手・指を中心とした、

【
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》
・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。
○ミ ニト マト ・ナス ・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》
・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。
○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 >
○七 ヶ月～ 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 >
○七 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）
○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
五月 の大型連休が終わり、子ども達 の様子を心配し
ましたが、朝 の受け入れ時に涙が出たり登園を嫌がる
姿 の子どもさんはあるも のの、保育室に入 ってしまう
と好きな遊びを見 つけて友達と関わりながら遊ぶ姿が
たくさん見られ、落ち着 いて生活をしており安心して
います。
逆に 『
新型 コロナウ ィルス感染症』 の流行は、予想
通り県内ど の地域 でも高止まりの傾向が続き、五月十
日には、県 の方から次 のようなメー ルが届きました。
令和四年五月十日～五月二十日の十 一日間を 「
新型
コロナ感染防止対策重点期間」とし、再拡大を抑え る
取組を進めることとなりました。
市内各施設におかれましても、別紙資料もご確認 い
ただき、 レベルを上げた感染防止対策 の徹底を改めて
お願 いいたします。

ち ょうど保護者会三役会がありました ので、 一緒 に
検討させていただ いた結果、五月二十日までは、今ま
で通りの対応継続で意見がまとまりました。
感染注意
そ の後中部地域内 でも、感染拡大が続き 【
情報】が出されたため、五月末までは今まで通りの対
応を継続する事にしました。
そして、県 の無料 ＰＣＲ検査も六月末まで継続され
ることとなりました。

こう いう状況 の為、保育参観を昨年度 のように園内
リ モート配信 で実施をすることは控え、期間限定 の ユ
ーチ ューブ配信をする予定としています。
保護者会三役会 で、「ユーチ ューブ配信 の方が家族 で
見ることが出来て嬉しい」と言うご意見を頂き、実施
することと いたしました。
少しでも、子ども達 の園での様子が伝わり、安心し
ていただくとともに、ご家庭においての子育 てに少し
でも役に立てていただけたら幸 いです。
詳細が決まり次第お知らせを いたしますが、なにぶ
んプ ロではな いため見にくか ったり声が十分聞けなか
ったり等 の不具合もあるかもしれませんが、何卒ご容
赦願 います。
●園 のコロナ対応を変更しました。五月二十七日配
布 の文書を御覧くださ い。
ご理解ご協力をよろしくお願 いします。
そして、毎回になりますが引き続きご家庭において
も、新型 コロナウ ィルス感染症予防対策を実践してい
ただくようよろしくお願 いします。

●先月に引き続き駐車場での子どもさんの昇降や路
上駐車 への苦情がありました。
・子どもさんと 一緒 の車 の乗り降りは、とても神経
使 います。子どもさん の安全はもちろん、周りの
車と の接触が無 いよう気を付けていただきますよ
うよろしくお願 いします。
・路上駐車 の件は、直接気が付 いた職員が
声をかけさせていただきました。

●五月 の園だより 「
おねが い」でもお伝えした内容。

①連絡 ノートには家庭 のシー ルは貼らな いようにしま
しょう。
・
園でも状況によ ってシー ルを貼る事はありますが、
家庭 のシー ルは連絡 ノートには貼らず、家庭で使
用して楽 しんで下さ い。

②園に必要 のな い物は持 ってこな いようにしましょう。

・おもちゃは必要ありません。
事情があ って持参されている子どもさんもありま
すが、そ の場合は個別に相談にのらせていただ い
ています。
・ヘアピ ンや ヘアゴムも、使用しな い物は持たせな
いようにお願 いします。

③登園時 のカバン （
リ ュック等）には、キーホルダー
などを付けてこな いようにしましょう

子ども同士見せ合 ってトラブ ルにな ったり、紛失し
たり壊れてしまう等が起 こ っています。
ご理解ご協力をお願 いします

●暑くな ってきました。活動 の妨げ にならな いよう髪
の長 い子どもさんは結んだり、目にかからな いよう少
し切る等 の対応をよろしくお願 いします。

今年は梅雨入りが早そうだと聞きました。蒸 し暑さ
で体調を崩さな いよう、引き続き早寝 ・早起き ・朝ご
はんを意識し、元気に過ごしていけるようにしましょ
う。

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

◎保護者会奉仕作業
● 〈
日 時〉六月九日 （
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〉六月二十五日 （
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。

◎集団歯科指導 （
さくら ・すみれ ・ふじ組）
〈
日 時〉六月十六日 （
木）さくら組
九時四十分～
六月二十日 （
月）すみれ ・ふじ組
九時四十分～
※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〉六月二十二日 （
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 （
木）
※園内で子どものみの参加で行 います。

◎職員 ・クラスの異動

・日置 智早子 保育教諭
・・・同法人内 倉明園 へ

・田中 杏佳 保育教諭

（
五月十八日 育休から復帰）

デイサービスセンター へ

・・・
同法人内 倉吉東こども の発達

・小椋 真由美 保育教諭

◎どろんこあそびを始めます。

『
虹 のかけはし』でもお伝えしていますように、 コ
ロナ感染症 の状況を踏まえ、六月下旬から七月頃に ユ
ーチ ューブ配信で子どもさんの様子を参観していただ
きます。
クラス懇談 の代わりとしまして、動画 の中で今年度
のクラスのねら い ・大事にしたい事などをお伝えさせ
ていただき、あそびの様子などを動画配信します。
詳細は、配信 の準備が整 い次第、改めてお知らせし
ます。

◎保育参観 ・クラス懇談 のお知らせ

◎ぞうり ・サンダ ルの準備 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 の物を六月二十三日 （
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 ルを六月十五日 （
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。

･

･

※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。
※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
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。

【
ゆり ・たんぽぽ ・もも組】
プー ルバ ッグ ・水着 ・フ ェイ スタオ ル

七月からはプー ルあそび （
水あそび）が始まります。
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。
【
ふじ ・すみれ ・さくら組】
プー ルバ ッグ ・水泳帽 ・水着 ・フ ェイスタオ ル

◎プー ルあそびの準備 のお願い

･

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
※六月二十三日 （
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

～給食の様子～
5 月は外遊びや活動の前に、野菜の皮むきや筋取り、豆の豆取りが出来ました。
野菜に触れる機会がたくさんあったことで、
『これは僕たちが取った豆～？』
『昨日皮
むきした玉ねぎがたくさん入ってるよ』
『そら豆苦手だったけどおいしいな～』と給食
のおかずの中の食材に興味を示すことが多くなっています。

食育目標は【いただきます

ごちそうさまでした

のあいさつをしましょう】でした。

食事のあいさつの習慣は身についていますが、意味を知ってあいさつをすることで感謝の気持ちが届く
よ

と伝えました。
丈夫な身体を作るためにはたくさんの食材を食べなければならない事、米や野菜のような植物・魚や肉

のような動物には“命”があったことを伝え、
『いただきます』には食材になった植物や動物に対して『命
をいただきます』という気持ちが込められていることを話しました。
また、食材が口に届くまでにはたくさんの人が関わっている事も伝え、
「どんな人がおるかな？」と聞
いてみると…『ごはんを作る人、魚を獲る人、野菜や米をつくる人』などたくさんの人が出てきました。
『ごちそうさまでした』には一生懸命働いている人へ感謝の気持ちを届ける意味が込められていること
を伝えました
【命の大切さ】【自然の恵みに対する感謝の気持ち】【たくさんの人を思いやる気持ち】を持ちながら
日々あいさつをしていけたらいいなと思っています(*^^)

新じゃが芋の皮をアルミホイル剥いてみました！
新じゃが芋の皮は薄く、皮つきでもとっても美味しいです。普段はピーラーを使うので
すが、今回はアルミホイルで挑戦！ゴシゴシこすってみると力加減が難しく、こうかな？
と何度かこすっているうちにコツをつかむ子どもたち。1 個がきれいにむけると『まだで
きるよ～！』とむいてくれました。初めての経験でしたが、皮はきれいにむけ大成功でし
た(^^)/その時期にしか出来ない体験をこれからも取り入れて食材に触れる機会をたくさん作っていきた
いと思います

月（6 日・13 日）

火（7 日・14 日）

水（1 日・8 日・15 日）

ごはん
鶏肉の利久焼き
ゴボウサラダ
もやしとにらの炒め物
小松菜とちくわのすまし汁

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

ごはん
酢豚
ひじきのツナサラダ
海鮮チヂミ
もやしと卵のすまし汁

ヨーグルト
しらすピザ

ヨーグルト
手作りクッキー

ヨーグルト
ほうれん草のマフィン

木（２日・９日・16 日）

金（3 日・10 日）

土（4 日・11 日）

ごはん
鮭の塩焼き
ほうれん草のごま和え
おからの炒り煮
なめこのみそ汁

ごはん
オムレツ
キャベツの厚揚げサラダ
かぼちゃの煮物
豆腐のすまし汁

コッペパン
じゃが芋とあさりの豆乳ス
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

ヨーグルト
せんべい

月（20 日・27 日）

火（21 日・28 日）

水（22 日・29 日）

昼 食

ごはん
鯖の照り焼き
トマトと大葉のサラダ
きんぴらごぼう
キャベツのみそ汁

ごはん
マーボーなす
ほうれん草のおかか和え
炒り豆腐
麩と卵のすまし汁

午後のおやつ

ヨーグルト
バタースティックパン

お茶
洋風おにぎり

ごはん
赤魚の煮つけ
きゅうりとちくわの炒め物
かぼちゃのみそ汁
わかめと小松菜のみそ汁
未満児：ヨーグルト
レーズンカップケーキ
以上児：お茶・ちまき

木（23 日・30 日）

金（24 日）

土（18 日・25 日）

ごはん
いかとわかめの酢味噌和え
厚揚げのきのこあんかけ
ほうれん草のすまし汁

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

コッペパン
鶏肉となすのカレースープ
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
しらすのお好み焼き

ヨーグルト
せんべい

昼 食

午後のおやつ

昼 食

午後のおやつ

牛肉のオイスターソース炒め

昼 食

午後のおやつ

行 事

昼 食

午後のおやつ

17 日 金（誕生会）
ミートスパゲティ
白身魚のから揚げ
ポテトサラダ
卵ときくらげのスープ
果物（メロン）
アイスココア・くるくるジャムサンドイッチ

※月～土曜日の午前中のおやつはヨーグルトのみになります。

