


 

 

 

 

 

 
  

 

つきぐみだより 
      5月のねらい・主な活動 

○気温や気候に合わせて、心地よく過ごせるようにする。 

  （衣服の調節・水分補給・汗をふく） 

○戸外で十分に体を動かして遊ぶ楽しさを知る。 

（サッカー・鬼ごっこ・鉄棒・サーキットトレーニング） 

○感じた事や考えた事を伝え合い、自分達で遊びを進めてい

く。 

（ままごと遊び・集団あそびなど） 

○身近な動植物に興味を持ち、触れたり世話をしたりする。 

  （米作り・野菜の栽培・ザリガニ・魚など） 

 

 

 

 

・ かぜよふけふけ  ・ こいのぼり 

 

 

 

 

憧れだったつき組さん！保育園で一番大きくて、

かっこいいつき組さんになって、どの子も本当に嬉

しそうで、やる気がぐんぐんみなぎっています。 

 ほし組さんとの散歩では、優しく手をつないだ

り、危険のないように道路のはしを歩けるように気

をつけてあげたり、しっかりお兄さんお姉さんらし

さが出ていました。マラソンでは、苦しくなって歩

きたくなっても、「上の級になりたい！」と一歩前

へ走り続ける姿は本当に立派です！ 

 

    お家の方へ 

・先日の親子遠足のご参加ありがとうご

ざいました。ステージでのジェスチャー

やダンスはお楽しみいただけました

か？お家の方やお友達と楽しそうに動

物園で過ごす様子が見られましたね！

たくさんの動物がみれたかな？ 

・5月２７日（木）の保育参加では、親

子でのマラソンを予定しています。小学

校の周り 2 周です。参加される方は、

少しずつ体を動かしておいて下さい

ね！ 

かっこいいつき組さんらしく、どんな事に

も一生懸命頑張っています。張り切りすぎて

疲れてしまう子も出てくるかと思います。お

うちでゆっくり心と体が休められるよう、お

願いしますね。 

 

だって つき組さんだもん！ 

がつ 

今月のうた 

 

 

５月生まれのおともだち 

5日     いぶき くん 

12日    ともき くん 

19日    ゆうか さん 

21日    ちさき くん 

22日    わくと くん 

22日    とうや くん 

  

おかあさん 

ありがとう♡ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ピンク色の名札と帽子がとっても似合っているはな組 

さん♪早いもので 1ヶ月が経とうとしていますね！期待 

に胸を膨らませ「はなぐみさんだから♪」と、やる気 

スイッチ ON！！『自分のことは最後まで自分でやろう 

とする』かっこいい姿が見られていますよ(^^)/そして、 

戸外あそびや室内あそびでは、友だちと一緒に会話を膨 

らませ目一杯あそび、活動では、先生の話をよ～く聞い 

て真剣になる姿もあるんですよ☆このように今、はな組で 

は、「今は何の時間かな？」と考え、友だち同士で伝い合 

いながら動いている様子がありますよ♪ 

☆ほし組の時に積み重ねてきた一人ひとりのピースを大切 

にしながら、失敗を恐れず、どんどん色んなことにチャレ 

ンジ！！嬉しい⇔悔しい⇔またやりたい！そんな気持ちを 

共感していきながら、たくさんの経験をし、みんなで 

ステップ（前進）していきたいと思います!(^^)! 

 

１．めだかのがっこうは かわのなか 

  そっとのぞいて みてごらん 

  そっとのぞいて みてごらん 

  みんなで おゆうぎ しているよ 

2 番へつづく・・・ 

 

すご～い！！きれい～～♪♪ 
 はなぐみになって最初の園外保育『サンテ

パルク田原』に行ってきました♪前日に、チ

ューリップの絵を描くと…本物のチューリ

ップって花びらが何枚あるんだろう？赤や

きいろだけなのかな？葉っぱは、どこから生

えているんだろう？そんな疑問を持ちなが

ら、見に行くと…感動、感動♪「すご～い！

オレンジもあるね♪」「これは、ピンクと白

が混ざってるよ！」「花びらは…あっ！6 枚

だ♪」とたくさんの発見をし、嬉しくてたま

らない子ども達でした(^^♪次の日、「保育園

もサンテパルクにしちゃおうよ～♪」という

ことで、色んなチュリップが咲き、『サンテ

パルクはなぐみ』が出来上がりましたよ☆彡 

～お知らせとお願い～ 
☆8：45 にあそびや活動が始められるように、登園しまし
ょう♪ 

・朝はその日１日の子ども達の活動意欲を高める大切な時間
になるので、体や脳を動かす楽しい遊びの環境を作ってい
きたいと思います。朝だから経験できることもたくさんあ
りますよ!(^^)! 

※玉ねぎ当番は 8:15 から始まります。お子さんの身支度の
時間も考え、5分～10分前には登園をしていただけると、
全員で玉ねぎの皮むき当番をスタートすることができま
すよ♪自ら進んで、誰かの為を思って行う嬉しさや喜びが
味わえるよう、お忙しい朝の時間ではあると思いますが、
ご協力の程よろしくお願いします。 

※キッズノートのお知らせやカレンダーで随時連絡をして
いきますので、ご確認をお願いします。  

 

6 日     あんりさん 

10 日     こなつさん 

13日     はるたかくん 

19 日     ななこさん 

☆５がつうまれの 
おともだち☆ 

５さい 

おめでとう♡  

 

はなぐみだより（４歳児） 

♪今月のうた♪ 

○今月の保育のねらい・主な活動 

○自分で出来ることは進んで行い、出来た時の気持ち良さを感じる。 

・友達、先生、お家の人に、元気よく挨拶をする。 

・身だしなみを整え、自分のロッカーの中やみんなで使うものの整理整頓をする。 

○春の自然に気付き、身近な生き物を見たり、触れたりして興味や関心を持つ。 

・身近な生き物、春の虫など飼育や観察をする。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

～めだかの がっこう～ 

はな組になって初めての行事『親子

遠足』へのご参加ありがとうございま

す。『レッツ！チャレンジ』では、音楽

が流れると友だちと一緒に思い切り体

を動かしたり、力を合わせたりなど、

メリハリある動きを堂々とお家の方に

見てもらうことができ、とっても嬉し

そうでしたね☆これからもみんなで協

力をしあって、様々なことに取り組ん

でいきたいと思います(^^♪ 

さっそく・・・ 
みんなでチャレンジ♪ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ―お家の方へ― 

   ・着替えセットを個人のロッカーの中で保管し      

    ています。着替えた翌日には服の補充を 

していただき、ありがとうございます。季節 

に合わせて、長袖から半袖への入れ替え、 

名前の記入がされているか確認をよろしく 

お願いします。 

   ・これから体をたくさん使ってダイナミックに 

遊ぶ機会が多くなってきます。絵の具がつい      

たり泥だらけになったりすることもあると 

思います。汚れてもいい動きやすい服で登園 

してくださいね(^^♪ 

・何でも自分でやりたいほしぐみさん！ 

身支度、準備、お掃除など意欲的に取り組め 

るよう手順を知らせながら見守っています。 

お家でも簡単なことから任せてみてくださ 

いね。 

今月の◎保育のねらいと★主な活動 
◎気温や気候に合わせて、心地よく過ごせるようにする。 

★水分補給、衣服の調節、汗を拭く。 

◎自分の思いを友達に伝え、競争したり競技したりする楽しさを味わう。 

★鉄棒、集団遊びなど。 

◎植物の苗を植え、世話をして育つことへの期待を持つ。 

★植物の世話や観察をする。 

パワフル→マジカル！ワンダー！ 
ド派手にいこう！ほしぐみ！ 

 ほし組さんになって１カ月弱。朝元気よくおはよ

う！と登園すると自分たちでタオルやコップをタオ

ル掛けに掛けたり丁寧に園服を畳んだり朝の支度を

進んでできるようになってきました (^^)/ 

「もうほしぐみさんになったからじぶんでできる

よ！」と自信に満ち溢れているほしぐみさん！  

給食では大きな声で挨拶をしたりお掃除では雑巾が

けをしたり裸足になって外で遊んだり全身を使って

毎日たくさんの活動をしていますよ。毎日が新し

く、楽しいことがたくさんで目がキラキラと輝いて

いる子どもたちです☆彡 

 こいのぼりせいさくでは、手や足を使って大きな

こいのぼりに色付け♪「つめたーい！」「ここぬれ

てないね」など絵の具の感触を楽しんだりお友だち

と話したりしながらこいのぼりに色を付けることが

できました！体をいっぱいに使ってダイナミックな

ことをたくさんしていきたいですね☆ 

 

 

月 

12 日     あやかさん 

13 日     おとさん 

15 日     まりなさん 

16 日     かれんくん 

23 日     らいとくん 

31 日     つきひさん 

31 日     たいがくん 

 ４さい 
おめでとう☆ 今月のうた♪ 

『だんごむしたいそう』 

1. だ だんごむし だ だんごむし だんごむし  

だんごむし だんごむし ぼくらは  

ちきゅうの おそうじやさん きょうも 

おちばを もそもそ たべる  

もそ もそ もそ もそ もーそもそ 

（2.3.4 番へと続く…） 

  

 

 

ほしぐみだより 
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今月の ◎保育のねらい と ★おもな活動内容 

◎自分でやろうとする意欲をもち、自分でできることは自分でやろうとする。 

 ★簡単な衣服の着脱をする。 

◎気に入った遊びを見つけて楽しむ。 

 ★ままごと、ブロック遊び、お絵かき、砂遊びなど。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
① ボタンを親指と人差

し指で持ち、反対側の

手の親指とひとさし

指で穴を広げる 

②ボタンを穴に入れ、反

対側の指でつまんで

引っ張り出す。 

ゆきぐみだより （2 歳児） 5 月 

 

 

(１日)   おうかさん 

(８日)   めいさん 

(29 日)  ゆいさん 

(３０日)  ひまりさん 

ゆきぐみさんになって 1 ヶ月。4 月当初は泣けてしまったお友だちも、少しずつ園生活に

慣れてきて、先生やお友だちと過ごすことを楽しむ時間が増えてきましたよ♪新しいお部屋

の使い方やゆきぐみさんでの 1 日の流れなども覚えてきて、自分でできる事は『自分で』ど

んどん取り組む姿も見られるようになってきました☆『自分で』という子ども達の気持ちに

寄り添って、楽しく取り組む→自信に繋がる♡ようにしていきたいですね(*^_^*) 

それぞれの“個（いろ）”を大事にしながら、保護者の方と、子ども達と手と手をつないで

虹のかけ橋になれたらいいな♪と思っています！ 

天気が心配されましたが、遠足のたくさんのご参加ありがとうございました☆ 

 

★おねがい★ 

 子どもたちの遊びや動きがだんだんダイナ

ミックに、活発になってきています！遊んで

いる時や自分で着替えをする時にひっかかっ

てしまうこともあるので、ヘアピンや大きな

飾りのついたヘアゴムはつけないようにお願

いします。持ち物への記名も今一度ご確認く

ださいね(*^。^*)♪ 

  

 

 

今月のうた ♪おかあさん♪ 

１． おかあさん なあに  

おかあさんて いいにおい 

せんたくしていた においでしょ 

しゃぼんのあわの においでしょ 

２． おかあさん なあに 

おかあさんて いいにおい 

おりょうりしていた においでしょ 

たまごやきの においでしょ 

 

 

 

虹のかけ橋～手と手をつないで～ 

おうちでもやってみよう！～ボタン～ 

♪ 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************************** 

  

 

 

そらぐみだより（１歳児） ５月 

今月のねらいと主な経験 

◎園での生活に慣れ、食事・排泄・睡眠などの生活リズムを整える。 

 ★手を洗う、食べる、衣服を脱ぐ など。 

◎保育者や友だちと触れ合いながら、好きな遊びを見つけて楽しむ。 

 ★室内遊び、戸外遊び、散歩 など。 

そら組さんになって、1 か月が経ちましたね。

4 月のはじめは、新しい環境にドキドキの子ども

たちでしたが、少しずつ先生や保育室にも慣れて

きて、笑顔を見せてくれたり、“今日はこんなこと

ができちゃったね！”と毎日小さな発見があり、

私たちもとても嬉しく思います。これから一年を

通して、あそびや生活の中でいろいろなことを経

験していきたいと思います♪ 

先日の園外保育では、初めてのバスに笑顔を見

せ、公園に着くとどの子も自分の好きな遊びを見

つけてのびのびと遊ぶ姿がありましたよ。 

遊びの様子や子どもたちが今、興味があるもの

等、連絡ノートやおしらせくんでもお伝えしてい

きますね。体おうちでの遊びの様子やエピソード

などもぜひ教えてくださいね。 

～～ 遠足＆保育参加 ～～ 

親子遠足のご参加ありがとうございました。 

のんほいパークでは、おうちの方と一緒に楽しむ

姿を見ることができました。そして、5月１５日は、

乳児の保育参加です。そら組は、糊
のり

の感触を味わい

ながら、糊
のり

付けあそびをしたり、指先を使ってシー

ル貼りをしたりと親子で一緒に 6 月のせいさくあ

そびを行う予定です。どんな作品ができるかな♪ 

あそびの様子や園での子どもたちの様子を見て

いただく機会となります。楽しみにしていてくださ

いね。担任一同お待ちしております♪ 

 

子どもの様子 

おねがい 

毎日着替えの支度をありがとうございます。 

子どもたちの名前が薄くなっていたり、字が小さ

かったりするものがないか、再度記名の確認を 

お願いいたします。 
今月のうた 

●     いちか（3日） 

●     りりこ （9日） 

 

お誕生日おめでとう♪ 

5月うまれのおともだち 

おうちでもうたってみてね♪ 

 

こいのぼり 

 

やねより たかい こいのぼり 

おおきい まごいは おとうさん 

ちいさい ひごいは こどもたち 

おもしろそうに およいでる 

 

 



入園して１か月がたち、食事や睡眠などの園での生活リズムも落ち着

いてきました。あか組の先生たちの顔を覚えてくれたようで、笑顔を

いっぱい見せてくれますよ。ベビーカーやベビーバスが大好きなあか

組さん！お天気のよい日には園外にもお散歩に出かけ、路線バスや小

さな犬を見て大喜びしていました！小学校のお兄さんやお姉さん、地

域の方にバイバ～ィと手を振る姿がとてもかわいかったですよ♡ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お し ら せ 

○園での生活に慣れ、安心して過ごす。 

 ・一人ひとりにあった生活リズムで、機嫌よく過ごす。 

○保育者に見守られながら、好きなあそびを楽しむ。 

 ・好きな玩具で遊んだり、散歩に出かける。 

1 さい おたんじょうび

おめでとうございます！ 

 ふうり くん 

 まなと くん 

今月のうた 
『こいのぼり』 
 

やねよりたかい こいのぼり 

おおきいまごいは おとうさん 

ちいさいひごいは こどもたち 

おもしろそうに およいでる 

０歳児 

・衣服、下着、靴、紙おむつなど、見やすい位置
に記名をお願いします。 

 

※両手を上にあげて左右に振 

 り、元気におよぐこいのぼ 

 りの真似っこをしてね!  

５月 

・さわやかな季節になり、子どもた
ちの動きも活発になってきますの
で、動きやすい服装で登園してく
ださいね。 

５月から、ふうりくんとまなとくんが

加わり、５人のあか組になります。よ

ろしくお願いします。 


	91df82a395f485e2c5c7f0a894f91659
	3b33ab1c6ffb3da93deee412456ba3d4
	755206ff505e0262cebde288a1dc3921
	51acfb02430bc7b79c137d51a0c2c391
	961aa92f928e924781abbd8c5e05f6e8
	4d28e31215a737f0331c369f46852663
	de0bbaf00ac9a6452a2c808b6516a04e



