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ハチミツみたいなあまい
ものをいれる

園長先生のレシピ

「なし？」
「青
リンゴ？」

6 月 14 日

６月の
保育から

何の実でし
ょうか？

ふじ組 （
５歳児）

梅の実だと知り、梅ジュースが
作れることを教えてもらうと
「つくりたい！」と興味をもち、
園長先生と一緒に梅ジュース作
りをすることに決まりました。

《 『つく ってみよう』梅ジ ュー ス 》

6 月9 日

六月、園長先生が自宅でとれた梅を持 ってきてくださ い
ました。梅との出会 いで素敵な体験が広が っていきました。

6 月 13 日
お家から調べてきた作り方を
発表してくれました。

6 月 15 日
梅を洗ってからキッチンペーパーで拭き、ヘタをつ
まようじで取り、やさしく丁寧に下準備をしました。
その梅を冷凍庫で凍らせて次の日を待ちました。
びんの
しょうどくを
してください！

6 月 16 日
給食室で凍らせてもらっ
た梅と、氷砂糖を順番に
ビンに入れていきまし
た。凍らせる前と後では
梅の感触が違うことを感
じていました。氷砂糖を
触ったあとにこっそり手
をなめていた子もいまし
た♪
氷砂糖なのにつめ
たくない！

かたいね！

（
馬壁 衣里）

梅ジ ュー ス作りを通して、梅 の感触や匂 い等を身体
で感じ、自分なりの表現で伝えたり、何が必要かな？ど
うや って作るのかな？と探究心が生まれたり、お当番
活動では自分 の役割を意識して、時間に間に合うよう
に行動しようとしたりと様 々な力 の育ちに繋が ってい
ると感じます。 これからも意欲を持 って食に関わる体
験ができるよう、環境を用意したり、子ども達 の気づき
に共感しながら関わ っていきたいと思 います。
「
レシピを教えてくださ い。
」と、梅ジ ュー ス作りを
楽しまれるご家庭もあり、親子のスキンシップ の 一つ
にな っていることをとても嬉しく思 います。できあが
りが楽しみですね♪

おいしくな～れ！

6 月 17 日～
梅とうばんのスタ
ート！毎日園長先
生と一緒にビンを
動かします。そし
て、感じたことや、
どうなっていたか
をみんなの前で言
葉や仕草で伝えま
す。
いつ出来あがるの
かな～？

氷砂糖がなくなっ
て、みずになっ
た！このくらい！

てつだってあげる！

友だちがいるからできる遊び

すみれ組 （
４歳児）
《
や ってみたらおもしろい！》

「みんなはどっちが好き？」と聞くと「やさしいほ
う！」と答える子どもたち。
「いわれたらうれしくな
る！」
「かなしいきもちになる」等、その一言はどう
かな？どんな気持ちになるかな？と考えていきま
した

友だちと遊ぶ中で、自分の思いばかりではなく、相手にも思 いがある
ことを知 ったり、楽しい思いだけでなく悔しさ等も感じ、その気持ちを
大人や友だちに共有してもらうことで、少し我慢をしたり、自分 の気持
ちに折り合 いを つける力を学んでいるところです。これからも友だち
と 一緒に遊びながら様 々な経験をし、仲間づくりをしていきたいと思
います。 （
山田 沙織）

粘土で餃子を作っている友だちに…

～〝
友だち〟 の存在～

りに挑戦！

意欲的に取り組むことができるのも友だち の存在があるからです
が、時には思いがぶ つかり合 ってケンカになり、き つい言葉や 「
ばか」
など の暴言を言 ってしまうことがあります。人形を使 った簡単な劇を
通して 「
ちくちくことば」 「
ぽかぽかことば」に ついて知り、自分自身
を振り返る機会となりました。

じょうず！
おいしそう！
ぎょうざに
みえんし！

友だちと 一緒に遊ぶことが楽しい今、「
いっしょにあそぼう」と誘 い
かける言葉をよく聞きます。そんな友だちがしていることが気にな
り、苦手だけどや ってみよう！と挑戦したり、友だちと 一緒だからこ
そ楽しい遊びを経験していきました。

足掛け回りや前回

【模倣遊び】

【

カエルなど、色々な跳び方を楽しみました。
くりかえることもあるよなあ！

ながいよね～！

運動遊びの中にも、わらべうた遊びやリトミック
遊びを取り入れています。
友だちと触れ合う心地よさを感じたり、表現する
楽しさを共有しています。

リトミック遊びでは、ピアノの音を聞いて
身体を動かしたり、イメージすること楽しん
でいます。
中には、友だち の中で自分を表現すること
をためらう子もありますが、友だち の姿を見
てにこ っと微笑んだり、同じようにしてみた
り…と、少しず つ少しず つ、その子なりの表
現が見られるようにな ってきています。
子ども達 一人ひとりの素直な表現や、皆 の
中で自分を表現できる楽しい雰囲気を大切
に、これからも、音楽を介してのびのびと身
体を動かす経験を積み重ねていきたいと思
います。
（
岸下 幸穂）

【わらべうた遊び】

さくら組 （
三歳児）

おさんぽいってきま～す！

うさぎになって両足ジャンプ！フラミンゴや
だんごむしはまるくなるよ！ひっ

《
リトミック遊び楽しいな！

ゆっくり、ゆっくり！

うさぎさんって、おみみ

「うさぎ」
「ぞう」
「りす」
「くま」
「らいおん」等、色々な動物になりきって遊
んでいます。子ども達からのリクエストも遊びに取り入れています。
この日は、
「だんごむしになってみたい！」と、だんごむしに変身しました！

～ 一人ひとりの表現を大切に～ 》

ピアノの音を聞き、
「歩く」
「走る」
「ギャロッ
プ」等、様々な動きをします。曲の速度や強弱の
違いで、動きを変えて楽しんでいます。

身体を動かすことが大好きな子ども達。五月から始ま った、
毎週水曜日の運動遊びをとても楽しみにしていて、活動の中で
は、保育者 の動きを真似たり、鉄棒や平均台など、色 々な運動
器具に親しんでいます。
運動遊びをしていく中で、決められた動きは 「
できるよ！」
と自信を持 って取り組める子が多 いのですが、イメージした
り、自由に表現することに対し、戸惑 ったり不安そうな姿を見
せる子の姿にも気づきました。
一人ひとりが、自分らしく表現できるような遊びを活動 の中
に取り入れていきたいと思い、わらべうた遊びやリトミック遊
びを日常的に取り入れています。

【音楽に合わせて身体を動かしてみよう！】

オタマジャクシの体のつくりの写真やエサ
を掲示してみました。興味津々で見比べて
いました。

ほんとだ

うわぁ

大人が当たり前だと思 っている事 でも、子ども達は、
「
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。
子ども達 のいろ いろな気づきを大事に、私たち保育
者も 一緒 に 「
あれ？」「
どうしてかな ？」「
不思議だね」
「
面白 いね」と発見や感動を楽 しみ、子どもたち の生
き物に対する興味、
関心を広げ ていきた いと思 います。
これからもたくさんの自然と出会 っていきた いと思 い
（
山田 美穂）
ます。

ってきた

でとるよ

みたいにな

「
も っと近くで見たい！」と いう子どもたち。
捕まえた二匹 のオタ マジ ャクシをクラスで
飼う ことにしました。

たべるかな？

ゆり組 （
二歳児）

おたまじゃくし！

なんか足が

カエルさん

《「
あれ？なんか足が出てきた！」
「
おもしろ い！」
～オタ マジ ャクシの飼育を通して～ 》
給食の先生から『ごはん』をもらってきました。
ほら、これといっしょだ

六月上旬、河北中方面に散歩に出かけました。途中
の田んぼを覗 いてみると…。 「
あ！なんか動 いとる！」
「
小さ い魚お った！」と 『アメンボ』や 『
おたまじゃ
これは、『アメンボ』 って言うんだ
くし』を発見！ 「
よ」「
絵本で見た 『
オタ マジ ャクシ』と 一緒だね」と保
育者が言うと 「
おたまじゃくし！」「
こ っちもお ったよ」
と大興奮 で知らせていた子どもたちです。

こっちもおったよ！

水が汚れたので、
『きれいにしてあげよう！』と水替えをしました。水は、川の水です。交
代で『オタマジャクシ』を近くで見ました。
「あれ？なんか、足が出てる」…気づきが。

ぎゅ～

あし でるかな？

ぬいで ぬいで～

パンツ
あった！

おし っこの間隔には個 人差があり、 タイミ ングも
個 々に違 いますが、園では、活動 の合間にオ マルやト
イレに誘 っています。おし っこで濡れた紙パ ンツを替
える事 で、清潔が保たれたり、心地よさを感じたりし
ます。少しず つの積み重ねが成功に繋が っていく ので、
出な いから座らな いのではなく、無理強 いしな い程度
で座ります。お家 でも、紙パ ンツが濡れていな い時に
オ マルやトイレに座 って見るのも良 いかもしれません。
園での様子とお家 での様子を伝え合 っていけたらと思
徳 田 裕子
います。

いれて
いれて

たんぽぽ組 （一歳児）

》

《おし っこでるかな ？じぶんでできるかな ？
～排泄 の場面から～
梅雨らしい天候が続 いていますが、子どもたちは元
気に過ごしています。そんな中、ズボ ンやパ ンツを意
欲的に脱ぎ履きする姿が見られたり、オ マルやトイレ
での排泄も少しず つ慣れてきている子どもたち。紙パ
ンツが濡れていな い時、オ マルやトイレに座 って成功
する事も増え てきました。

ズボン・パンツの脱ぎ履きやパンツをかごから取り出
す、ナイロン袋に入れるなど子どもたちそれぞれ、出来る
ことからやっていき、出来た時には十分に褒め、喜びを共
感していくことで、次の意欲につながります。

(

)

もも組（０歳児）

《みーつけた！～様々な生き物を通して～》

絵本に登場する生き物や、散歩で出会う様々な生き物に興味津々の子どもたち。また、散歩で出会った
生き物を観察ケースに入れて部屋でも生き物の観察をし、発見を楽しんでいます。今月は、様々な発見をす
る中で見られる子どもたちの姿をお届けします。

むしさんにタッチ！
絵本『おさんぽおさんぽ』に登場するダン
ゴムシやカタツムリ、カエルを見つけてはタ
ッチして楽しんでいます。

テントウムシさんがいたよ！
二匹のテントウムシがケースの中を様々な方向
へ動いている様子に興味津々！時折、観察ケース
に顔を近づけて動きを目で追う姿もみられます。

タッチ！

おっ！

オタマジャクシさんっておもしろいね！
田んぼで見つけたオタマジャクシを、もも組の部屋でも飼ってみることにしました。
寝転んで下から見てみたり、上から中を覗いて見てみたりと観察ケースの様々な方向からオタマジャクシが
スイスイと泳いでいる様子を見て楽しんでいる子どもたちです。煮干しをあげる様子も興味津々な様子でじ
ーっと見ていました。
みーつけた！

おーい！

パラパラ…

わあ！

お散歩で見つけるダンゴムシやテントウムシ、季節の生き物のオタマジャクシなど、様々な生き物を観察
する中で、様々な発見を表情や仕草などで伝えてくれる姿が多く見られます。
「お！」というような表情を浮かべながらじーっと見ていたり、指さしをしたり、不思議そうに覗いて見て
みたりなど、生き物の形や、色、動き１つ１つが子どもたちにとって大きな発見です。
一瞬一瞬の子どもたちの姿を大切に、
「〇〇がいたね」
「モゾモゾ動いたね」
「スイスイって泳いでいるね」
など、丁寧に言葉にしていきながら、これからも一緒に発見を共有し、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
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
《 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
〇九ヵ月
・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 一ヶ月～ 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
〇九ヵ月
○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 一ヶ月～ 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」

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対策として、六月八日から
三歳以上児クラス （
ふじ ・すみれ ・さくら組）は、送迎
時保護者 の皆様には マスク着用 ・手指消毒 ・密を避ける
等 の配慮をしていただきながら、園内に入 って頂いてい
る状況です。子ども達も マスク着用を緩和し、熱中症対
策も合わせてしながら、日々の保育に当た っています。
中部地域 の感染者数は少なくな ってはきていますが、
まだまだ気にかけていかないといけない状況は変わ って
いません。
六月二十日に厚生労働省より 【
小児 の新型 コロナ感染
症対応に ついて】の説明会があり、その中で状況を見て
園内消毒や玩具消毒 の緩和も検討しても良 い状況にある
との説明を受けました。その中で、
感染症対策で 一番大事な事は、 〈
手洗い〉

基本的な手洗 いの方法

●園舎南側のアパートの方より、次 のような苦情があり
ました。

再三無断駐車や路上駐車はしないで、園の駐車場を利
用して欲しいことは、お願いしている状況です ので、と
ても残念に思 いました。
すぐにできる対策として、正面玄関と西側門扉に、駐
車禁止場所と園の駐車場案内 （
図付き）を掲示させてい
ただきましたが、再度この虹 の架け橋でも取り上げさせ
ていただき周知させていただきました。

六月十四日五時頃 アパートの駐車場に園の保護者 の
方が二台 （
シルバーと黒の車）無断駐車をされていた。
雨だ ったので近くに駐車したか ったのかもしれないが、
契約をしている駐車場なので駐車しないで欲しい。
自分の車を駐車しようと思 ったのに駐車できなか った

朝八時～ 二階の保育室に上がり遊びに入る前に、
二階トイレ前 の手洗い場で手を洗 ってから遊びに入る。

近隣住民の方に迷惑をかけないよう、お互いルールを
守 って生活していきましょう。

だと言われました。
そこで、三歳以上児クラスでは、遊びに入る前と後に
手洗 いをすることにしました。今までも排泄を促すと同
時に手洗 いも励行してきましたので習慣は ついています
が、左記のようなやり方をしますので、ご協力いただけ
る保護者 の方には、子ども達 への声かけや見守りをお願
いしたいと思 います。

職員も声をかけますが、保護者 の皆さまのご協力をよ
ろしくお願いします。

駐車場に ついて （
門扉に掲示している内容です）

こども園前 のアパート ・土手の階段前は駐車しないで
ください。
アパートの駐車場は入居者 の契約駐車場です。大変困
られます ので、絶対に駐車しないでください。
園の駐車場をご利用くださ い。

コーポ
ブロッサム

新型 コロナ感染症感染拡大防止として、今年度は園で
の子ども達 の生活や遊びの様子をＹ ｏｕＴ ｕｂ ｅ配信し
ています。先月号でもお知らせしている通り、職員自身
が撮影していますので、なかなか子ども達 の貴重な つぶ
やきなどが拾えていない状況があります。
申し訳ありませんが、 「
どんなことを話しているのか
な？」と、想像しながらご家族で視聴していただけると
嬉しいです。
また、園での子どもさんの様子に ついては、ホームぺ
ージ のブ ログでも発信していますが、その子どもさんの
写真に ついて次のようなご意見をいただきました。

●本児が 一人ぼ っちで違和感を感じた。普段からこうな
のかと不安にな った。

個別に対応させていただきましたが、
写真はその瞬間、
瞬間を切り取り表現しています。
その子どもさんの年齢や発達状況に応じての遊びや生
活の様子になります ので、保育者 の意図が十分に伝わら
な い状況もあります ので、何かご心配なことがありまし
たら、お知らせください。個別に対応させていただきま
す。

●園で鼻血が出て衣類や寝具などに鼻血が ついてしま っ
た場合 の対応に ついて、他の汚れた衣類とは別の袋に入
れて欲しか った と言う要望がありました。

園で鼻血が出て、衣類や寝具などに鼻血が ついてしま
った場合は、
すぐに水洗 いをしてお返しをしていますが、
クラスによ っては他 の汚れ物 の袋に 一緒に入れていたク
ラスもありました。要望を受け、全クラス水洗 いをして
も、別の袋に入れてお返しをします。

また、各クラスでのＹ ｏｕＴ ｕｂ ｅ配信 の中でもお伝
えしていますが、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。

また、
他 の子どもさんの鼻血が付 いてしま った場合は、
同じく水洗 いとその部分だけ洗剤で洗い別の袋に入れて
お返しをさせていただくよう統 一しましたのでよろしく
お願いします。
下痢や嘔吐物のように、下痢や嘔吐をした子どもさん
のご家庭に持ち帰りはしていただきませんので、ご理解
ご協力をよろしくお願いします。

生活リズムが整うことを目的とした実践が始まります。

早寝 ・早起き ・朝ごはん」カードを利用しての、
ます、 「

今年度も七月から、三歳以上児クラスで実施していき

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
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。
）

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。

今年は六月から続く暑 い夏になりそうです。
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。

◎ 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。

10：20
～11：00

月

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

ゆり ・たんぽぽ ・もも組

プールに入れる
……○
【
準 備 物】プールバ ック ・フ ェイスタオル ・水着
プールには入れな いが
※ 持ち物にはすべて名前 の記入をお願いします。
水あそびはできる
……△
今年も水あそびカードを使用し、これで水あそびができ
この場合は理由もお知らせくださ い
るかどうかの判断をします。
（
例 とびひのため、鼻水が出るため等）
詳細に つきましては、配布した文章 のとおりです。
どちらもできない
……×
◎プールあそび （
水あそび）が始まります。
◎ プールに入れるか入れな いかの判断をこれでしますの
で、記入もれがな いようにしてくださ い。
３歳未満児
月）～
:七月四日 （
◎ 今年もプールあそびと並行して、どろんこ ・色水あそ
ゆり組
３歳以上児
金）～
:七月八日 （
びも充実させていきます。プールに入らない日もあり
プール開きです。次の物を準備してください。
ますが、プールバ ック 一式、サンダ ルまたはぞうりの
準備だけは毎日してきてください。（
さくら組はサンダ チームごとに週に二回程、屋上小プールに入ります。
ルまたはぞうりは使用しません）
ふじ ・すみれ ・さくら組
【
準 備 物】プールバ ック ・フ ェイスタオル ・水着
◎ 表 のように実施しますが、その日の状況や行事等
水泳帽 （
屋上プール使用時には必ず必要になります
によ っては、入らない日もあります。
【
準 備 物】
ので毎日準備をお願いします）
ホワイトボードでお知らせします ので、送迎時に確認
プールバ ック ・水泳帽 ・水着 ・フ ェイスタオル
をしていただきますようお願いします。
※バスタオルは大きすぎて子どもが自分ではふきにくい
わからない事は、各クラスの担任にお聞きくださ い。
ので避けてくださ い。
◎ 入水前には排泄 ・着替え ・体操 （
ホール ・児童センタ
※持ち物にはすべて名前 の記入をお願いします。
ー二階遊技室）をして入 っていますので、余裕をも っ
※プールに入るには水泳帽が必要です忘れな いようにし
て早めに登園をお願いします。
ましょう。
※すみれ ・ふじ組 のゴーグ ルに ついて
ゴーグ ルの使用は、子どもさんとお家 の方でお話をし
ていただき、必要な方は名前を書 いてプールバ ックに入
れてきてください。
持 って来られる方は、ご家庭で長さ の調節、付け方 の
練習をしてきていただくと、プールでの活動が スムーズ
にできます。ご協力よろしくお願いします。

9：40
～10：20
曜日

※プールあそびの期間は、運動あそびはありません。

時間

・ ・

・

屋上プール入水時間

プール ・水あそびをする際 のお願い

・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。

◎ 歯みがき再開に ついて （
さくら ・
すみれ ・
ふじ組）
感染防止対策で中止していました歯みがきを、七月四日
（
月）から開始します。歯ブラシの準備をお願いします。

◎フッ化物洗 口に ついて （
ふじ組 ）
七月十 一日 （
月）から、水での洗 口練習をし、
七月十九日 （
火）からフッ化物洗 口を開始し
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〉七月二十六日 （
火） ぱんだ ルーム
〈
日にち〉八月九日 （
火） ぞうルーム
〈
日にち〉八月三十日 （
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〉八月二日 （
火） （
ぱんだ ルーム）
〈
日にち〉八月二十三日 （
火） （
ぞうルーム）
〈
日にち〉九月六日 （
火） （
きりんルーム）

◎プールあそび参観

（
ふじ ・すみれ ・さくら組）

屋上でのプールあそびをご覧ください。
〈
日 時〉八月 一日 （
月）～五日 （
金）

※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。

さくら
２日
（火） （きりん）

七月七日 （
木） の書道教室は、
七夕会 の為、中止します。

◎ふじ組 書道教室 の中止

すみれ
（ぱんだ）

さくら
（ぞう）

５日
（金）

ふ じ
（ぱんだ）

さくら
４日
（木） （ぱんだ）

ふ じ
（きりん）

すみれ
１日
（月） （きりん）

ふ じ
（ぞう）

すみれ
（ぞう）

３日
（水）

・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。

※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
※時間 ・場所 ・準備物は、その都度ホワイトボードにてお
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
ます。

9：40
10：20
～10：20 ～11：00

あさ
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17

あさ

すい
か
げつ

９

16

よる

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。

●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。

・仕事から帰る時間が遅く難しい など

・入浴時間が決ま っていて難しい

（例）

◎保護者会奉仕作業

ど

3/1

６

● 〈
日 時〉八月三日 （
水）
十三時半～十五時
〈
内 容〉園内外清掃
※この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。

早寝 ・早起き ・朝ごはんカード
あさごはん

９じ３０ぷんまでに
ねましょう

●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

●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。

田中 悠保育教諭が退職 いたしました。
今までお世話になりました。
ありがとうござ いました。

◎退職 の職員

●朝食に ついては朝の受け入れ表と重複しますが、
【 ふじ ・すみれ ・さくら組 】
カードとして子ども達と 一緒に振り返りたいと思
昨年同様、今年度も早寝 ・早起き ・朝ごはんのカードを
います ので御協力おねがいします。
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
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 【 ゆり ・たんぽぽ ・もも組 】
力をよろしくお願いします。
カードまでは配布しませんが、従来通り連絡ノートに記
なお、実施期間は七月～九月の三ヶ月間とします。
入してもら い、生活リズムを整えて、引き続き早寝 ・早起
●下記の表をカードにしたものを六月二十九日 （
水）に子 き ・朝ごはんを習慣づけていきましょう。
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。
よる

ごほうび
もく

12
あさ

きん

にち

７
あさ

３
９
よる

7じまでに
おきましょう
15

あさごはん

あさ
あさごはん

あさ

あさごはん

よる

6 月の食育目標は
【よく噛んで食べましょう】
でした。
歯科医師会の取り組みとして《6（む》4（し）》に
ちなんで 6 月 4 日から 10 日の一週間を「歯と口の
健康習慣」としており、歯について関心が持てるよう
話ができました。
イラストを使って、
「よく噛むには虫歯でボロボロの歯と強い歯、ど
っちが噛めるかな？」と問いかけ、よく噛むには、歯が強くなくてはな
らないことを伝えました。歯を強くしてくれる食べ物はカルシウムが
たくさん入っている食べ物です。牛乳やチーズ、ヨーグルトのような乳
製品、豆腐や納豆のような大豆製品、野菜では切干大根や小松菜があることを話しました。
お家の食事や給食で馴染みのある食品のばかりなので子どもたちも「毎日食べとるよ～」と教えてくれ
ました。
おやつに甘いものを食べ過ぎたり、だらだらと食

また、
「むし歯をつくるばい菌は甘いものが大好き

べたりするとむし歯になってしまうかもしれないね」と伝え、
《むし歯になりすい食べ物》と《むし歯に
なりにくい食べ物》を子どもたちと考えてみました。
むし歯になりやすい食べ物の特徴は
・砂糖が多いもの・歯につきやすいもの・口の中に
残る時間が長いもの
子どもたちからは「おやつ！ジュース！」と返っ
てきました。チョコレート菓子やジュースには砂
糖がたくさん使われていることは子どもたちも知
っていて、イメージしやすかったようです。歯につ
きやすくて、口の中に長く残るものの例えとして、
ソフトキャンディーやキャラメルがあるよと伝え
てみると、
「本当だ！（ジェスチャーで）こーにー
してとっとる」と歯に引っ付いたおやつを指や舌でとっている様子を教えてくれる場面もありました。
次に、むし歯になりにくい食べ物の特徴は
・砂糖が入っていないもの・歯につきにくいもの・口の中に残る時間が短いもの・噛み応えのあるもの
「やさい！おにく！」と答えてくれ、他にもおやつではおせんべいやチーズ、甘みの入っていないヨー
グルト、リンゴやパイナップルのような硬めの果物、噛み応えのあるものはするめがあるよ～と紹介し
ました。
☆おやつを食べる時は決まった時間にだらだら食べないように☆
☆おやつを食べる時はお水やお茶と一緒に☆
☆歯に食べかすが引っ付いたままにならないように食べようね☆と伝えました。
また、幼児にとってのおやつ（間食）は栄養補給の時間でもあります。乳製品
や豆類、エネルギー補給できる穀物などを積極的に摂る事も大事であると思って
います。
ご家庭でも、おやつの時間やおやつの組み合わせ、おやつ後の口内のケアなど子どもたちと一緒に話
してみてください(^^)

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（4 日・11 日）

火（5 日・12 日）

水（6 日・13 日）

ごはん
鮭のマヨネーズ焼き
ひじきと大豆の煮物
長いもの梅和え
豆腐とわかめのすまし汁

ごはん
とびうおのフライ
なすのみそ炒め
かぼちゃのらっきょう和え
キャベツとえのきのみそ汁

ごはん
豚肉のしょうが焼き
ジャーマンポテト
小松菜とじゃこの和え物
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
キャラメルラスク

すいか

木（14 日）

金（1 日・8 日）

土（2 日・9 日・16 日）

ごはん
鯖の梅しそ焼き
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

ヨーグルト
人参おからドーナツ

お茶
ちらし寿司のおにぎり

ヨーグルト
せんべい

月（25 日）

火（19 日・26 日）

水（20 日・27 日）

ごはん
牛肉の甘辛煮
冬瓜のそぼろあんかけ
きゅうりとちくわのナムル
大根のみそ汁
お茶
五目ビーフン

ごはん
鯵の甘酢がけ
ほうれん草の卵とじ
キャベツのおかか和え
わかめとチンゲン菜のすまし汁
お茶
ゆかりおにぎり

ごはん
鶏肉のチーズ焼き
ごぼうと平天の煮物
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（21 日・28 日）

金（22 日・29 日）

コッペパン
豚肉ともやしの中華スープ
果物（バナナ）

土（23 日・30 日）

昼 食

ごはん
赤魚の野菜あんかけ
なすの焼き浸し
レタスとささみのサラダ
そうめん汁

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
油揚げとわかめのみそ汁

コッペパン
けんちん汁
果物（バナナ）

午後のおやつ

牛乳
とうもろこし

ヨーグルト
あずき蒸しパン

ヨーグルト
せんべい

行 事
昼 食

午後のおやつ

7 日（木）七夕会
ぶっかけそうめん
鶏肉の甘酢和え
オクラのごまサラダ
ミニゼリー
牛乳みかん寒天

※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。

１5 日（金）誕生会
カツカレー
キャベツのさっぱり和え
とうもろこし
果物（スイカ）
バニラアイスクリーム
クラッカーサンド

