
 

 

                                                    令和３年６月号  

例年になく早い梅雨入り、とはいえ晴天の日も続く今年の梅雨に、園の屋上などに広がる『明照ファ

ーム』の野菜たちはぐんぐん成長しそうでとっても楽しみです。  

幼児クラスはそれぞれに種をまいたり苗を植えて、毎朝登園すると「芽が出たよ～」「雨の日は水や

りしないんだよね」などと、野菜たちの成長ぶりに興味津々。つき組になると、じょうろだけでなく、

定規まで持ち出して、「ここまで大きくなった～」とまるで小さな研究者のよう        

日常にある当たり前のことにも、気が付けば感動することがいっぱい。子どもたちの様子から

そんなことを感じ、子どもとの生活のすばらしさを実感しています。  

私たちも、日々成長する子どもたちから、小さな変化に気づき感動していきたいですね。  

自粛期間はまだ続くようですが、この長いトンネルの中にいても子どもたちは成長します。この時期

に最も成長するものは、家庭や保育園で人と寄り添うことでの「安心」と「刺激」を吸収する力。 

この状況の子育てで、何ができるのかを園とご家庭で一緒に考えていきたいと思っています。気にな

る部分があったら抱え込まずに、どんどんお知らせくださいね。  

 朝夕と日中の気温の差の大きいこの頃､そしてじめじめした梅雨に毎日健康に過ごせるよう､

衛生面（手洗い、爪等）と生活リズムに気をつけていきましょう。  

 

 

                      

※感染状況等により変更される場合もあります。また、緊急事態宣言の延長に伴い、  

「園庭開放」・「子ども食堂  おとなりさん」も期間中はお休みとなります。  

１日（火）＝衣替え  

☆夏期は、園の体操服・Ｔシャツまたは、活動

しやすい私服で登園します。つき・はな・ほ

し組さんの名札は、たてわり保育で使うので、

園で保管します。  

5 日（土）＝家族ふれあいの日 

8 日（火）＝避難訓練 

       身体測定 

9 日（水） 

１１日（金）＝つき組キッズビクス 

１２日（土）＝家族ふれあいの日 

１４日（月）＝つき組 えいごであそぼ 

１７日（木）＝歯科健診 

１９日（土）＝家族ふれあいの日 

 

２０日（日）＝父の日 

      ♪金曜日に父＆母へのプレゼントを 

持ち帰ります♪ 

２１日（月）～7 月２日 

     つき・はな・ほし組個人懇談会（詳細別報） 

２２日（火）＝水遊び＆プール開き（予定） 

２３日（水）＝園庭開放＆1.2 歳児ひろば 

＝つき・はな組 プチトマト狩り 

♪園児のご家庭のご厚意でトマト

ハウスに出かけます♪ 

２４日（木）＝♡６月生まれの子の誕生会♡ 

２６日（土）＝家族ふれあいの日 

３０日（水）＝園庭開放＆0 歳児ひろば 

＝つき組 園外保育（視聴覚センター） 

      

🌸おおきくな～あれ！  家でも、園でも🌸 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

園行事【のんほい遠足】の感想をありがとうございました。早起きカレンダーの保護者の方の声を紹介します       

【そら組ママ】 

初めて参加しました。先

生たちが野外舞台で楽し

く見せてくれて、うちの子

も一緒に体を動かしてる

のが見れてうれしかった

です。これからもこんな様

子が見たいです(#^.^#) 

【はな組ママ】 

 家族でもよく来る動物園だけど、保

育園の遠足で先生や友達に会えた動物

園は、子どももいつもと全然違ってて

とっても新鮮でした！ 

 ほし組の時は私と 2 人で回ったの

に、はな組だと友達と動き回るのを見

て成長を感じました。 

【つき組ママ】 

保育園最後の春の遠足ができて

よかったです。昨年見られなかった

野外ステージでの我が子の姿に、2

年分の成長を感じました。 

つき組になってのこの 1 年の経

験が、上の子と同じようにできると

いいなと思います。 

 保護者の方も子どもさんと、そして保護者の方同士で一緒に楽しめてよかったですね。おうちの方にとって

も、家庭とは少し違う子どもさんの様子を見ることは新鮮だと思いますが、子どもにとっても家庭と園が出会

う行事を経験することで、不思議とその後、グンと成長します🌺 



 

つきぐみだより 
保育のねらいと主な活動 
〇健康に過ごすための生活の仕方が分かり、自分でしようとする。 

・水分補給、汗を拭く、手洗いうがいをする、歯磨き、木陰で休む。 

〇友だちとの関わりを広げながら、イメージを共有し合って遊びを楽しむ。 

・ままごと、鬼ごっこ、集団遊びなど。 

〇様々な人の関わりを通して、一緒に過ごす楽しさを感じたり、思いやりの気持ちを持つ。 

・たてわり保育、なかよし保育 

〇梅雨期の自然や動植物への関心を高め、遊びに取り入れる。 

・雨だれ、雲の様子、野菜の生長、泥だんごなど。 

 

5 月の中頃より夏野菜の栽培を始めたつき組

さん。自分たちでグループに分かれ、育てる野

菜を相談して決めていき、種や苗から自分の手

で植えて育てていきました。 

毎朝登園するとワクワクしながら屋上の水や

りへ行き、「あ！昨日よりも背が伸びてるよ、ほ

ら見て♪」と自分の体を使って比べてみたり、

「よく見てみると葉っぱの後ろの色が違う

よ！」と気づいたこと発見したことを友だちと

伝え合い楽しんでいます♪ 

 自分たちで育てていく嬉しさと、成長してい

く上での発見と驚きを日々感じている子ども達

です。収穫する日が待ち遠しいですね☆ 

 

★子どもたちの水やり当番やにんじん当番が 8

時 15 分からです。お忙しい中早い登園のご協

力をありがとうございます。「ぼくたちがやらな

いと！」という責任感が育まれています。 

梅雨になり室内で遊ぶことが増えてきまし

た。室内遊びでは「色水遊びしたい♪」「スラ

イム作ってみたい♪」と子どもたちの「やって

みたい！」気持ちがたくさん♪ 

子どもたちの意欲をいろいろな方法でどん

どん形にしていって、一緒に作ったり、挑戦し

たりしていきたいと思います。雨でも楽しく過

ごしていきましょう♪ 

１．にわのシャベルが いちにちぬれて 

あめがあがって くしゃみをひとつ 

くもがながれて ひかりがさして 

みあげてみれば ラララ 

にじがにじが そらにかかって 

きみのきみの きぶんもはれて 

きっとあしたは いいてんき 

きっとあしたは いいてんき 

２，３番に続く… 

           ♪今月のうた♪ 

に 

 じ 

雨でも保育園たのしい～！ 

 

 

自由に使えるボックスの廃材遊びが今も大流行

中★子どもたちの想像力がどんどん広がってい

ます。最近では…画用紙で箱を作りお弁当を作っ

てみたり、風船の棒と紐を組み合わせて釣りゲー

ムを作ったり、女の子はお化粧品を再現したりと

思い描いたものを形にすることがとっても上手

になりイメージがさらに膨らんでいますよ♪ 

子どもたちのアイデアってとっても面白い★ 

10日      ゆいさん 

14日      ももえさん 

18日      こはなさん 

18日      なみさん 

19日      なつとくん 

21日      かのさん 

27日      まさよしくん 

６月より週に１回虫歯予防でフッ素洗口を行ってい

きます。小人数で行うなど衛生面仁配慮して実施してい

きますので、ご理解・ご協力を宜しくお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○今月の保育のねらい・主な活動 
○友達同士の関わりの中で、遊びのルールや楽しさを知る。 
・集団あそび（しっぽ取り、どろけい、増え鬼、だるまさんが転んだ等）をする。 
○梅雨を感じ、動植物を観察したり、発見したりして興味や関心を深める。 
・身近な動植物を観察したり、お世話をしたりする。 
〇快や不快、キレイや汚いの違いを感じる。 
・汗を拭く等をすることで体を清潔にする。 
・喉が渇いたら水分補給をする。 
 

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

1． かたいたねから ほらいまに 

あさがおのはな ぽっぽっぽ 

さかせるてじな はじめます 

たねまき たねまき ちちんぷい 

ハンカチなんか かけないで 

つちをかけます ちちんぷい 

   

      ２番へつづく… 

７日       かずたかくん 

27 日     あおとくん 

30 日     こうくん 

♪今月のうた♪ 

～たねまきちちんぷい～ 

  

 

☆６がつうまれの 
おともだち☆ 

 

はなぐみだより（４歳児） 

５さい 

おめでとう♡ 

 

     おおきくな～れ♪ 
 みんなで植えた『ひまわりの種』が少しず

つ芽を出し、大きくなっていることに喜びを

感じている子ども達！  

「今日は、雨が降っているから きっと ひ

まわり喜んでいるね♪」などの声が聞こえて

きます。毎日よく見ることで、自分たちで気

づき、考えながらお世話をしています♪ 

 そして、ひまわりだけでなく周りの草花、

生き物にも興味津々！「名前は何だろう？」

「エサは何かな？」そんな時は、自分たちで

調べてみよう♪と友だちと図鑑を手にして調

べている様子がありますよ(^^♪ 

 「小さな命♪みんなで大切にしていこう♪」

という素敵な気持ちをこれからも育んでいき

たいと思います。 

 様々なことに対して「やってみよう」と挑戦する様子

が多くみられるはな組さん♪そんな中、折り紙や雲梯、

鉄棒などの明照名人にチャレンジしている子が多くいま

す！ 

園庭ではつき組さんがくるくると鉄棒を行う姿や、友

だちが折り紙を折る姿を見て「出来るようになりたい！」

という気持ちが何度も挑戦する強い心の源となっている

ようです(^^♪ 

今、みんなで取り組んでいるマラソンでは、「最後まで

歩かずに頑張る！」「目指せ○級！」とそれぞれ目標をも

って頑張っています♪最初は「もうつかれた～」という

声が、次第にみんなが頑張る姿に刺激を受けたり、つき

組さんに、憧れを抱いたりして、今では「頑張るってき

もちがいいね♪」と気づき始めた姿があります。最後ま

で諦めずに取り組むことで心も体もグングン成長してい

ます!(^^)!  

「やってみたけどできなかった」「疲れたからもうやめ

た！」挑戦していく中で、時には諦めたくなる時もある

かもしれません。しかし、失敗しても大丈夫！もう１回

やってみよう！という強い心を持ち、少しずつ積み重ね

ていく中で、小さな成功を認めて、親子で一緒に喜び合

いましょう♪乗り越えた時に感じる達成感や喜びが、次

への自信につながっていくと思います。 

園でも保育園でも子どもたちの強い心を応援していきま

しょうね(^^♪ 

チャレンジ♪ 

      お知らせ＆おねがい 
・プールあそびが始まります！頭髪、爪、身
体を清潔に保つようにしてください。  

 水着については昨年同様です。 
・午睡布団のご用意をお願いします。 
 昨年と、持ち物が異なりますので詳細をお知ら
せします。 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４さい 

おめでとう☆ 

今月の ◎保育のねらいと ★おもな活動内容 

◎健康的な生活に必要な習慣や態度を身につける。 

★着替え(靴下や服を裏返す)・水筒の扱い方・水分補給の仕方・ロッカーの整理整頓など。 

★気温に応じて衣類の調節や着替え、汗を拭くなど。 

◎友達や保育者と一緒に、身近な自然や季節に触れて楽しむ。 

★虫や花の観察、戸外遊びなど。 

◎興味のある遊びを存分に楽しみながら、友達と関わる楽しさを味わう。 

★ままごと、ブロック、簡単なルールのある集団遊び(かくれんぼ・だるまさんがころんだ)など。 

そら豆? スナップえんどう? いんげん豆? 
 

クッキング体験のひとつとして、そら豆をさやか

ら出すお手伝いをしました。取り出した豆を給食室

で茹でてもらってから、そら豆を包んでいる皮を剥

くと…食べられる部分がやっと登場！ 

その数日後…給食に出されたのは、スナップえん

どう。子どもたちのお皿を見てみると、さやを開い

て中の小さな豆だけを食べ、さやは食べられない部

分と勘違いしている子がちらほら!? きっと、そら

豆で学んだことを覚えていたのでしょうね      説明

をして、今度は、さやごとポリポリ食べました。 

そして 5 月中旬には、班別にいんげん豆の種まき

をしました。ほし組前のプランターで栽培準備が進

んでいます。成長を観察しながら、順調にいけば夏

には収穫ができる予定です。 

今月のうた♪ 

『おたまじゃくし』 

 

おたまじゃくしに あしがでて 

てがでてきたら おがとれた 

ぴょん ぴょん ぴょん ぴょん 

くわっ くわっ くわっ 

ぴょん ぴょん ぴょん ぴょん 

くわっ くわっ くわっ 

ほしぐみだより ６月 

～ なるべく自分でコツコツと ～ 
 

毎日の持ち物に水筒が加わり、 

朝の荷物整理の種類が増えました。 

着替えを補充したり、道具箱や通園 

カバンから物を出し入れしたりと、自分の持ち物

を整理するタイミングが１日に何度かあります。 

1 人ひとりの発達や性格に応じて、そのつど声を

かけたり手伝ったりし、なるべく自分で完結でき

るよう働きかけています。ロッカーに忘れ物や、カ

バンに入れっ放しということもあるかもしれませ

ん。気になることがあれば、担任にそっと知らせつ

つ、お子さんにも声をかけて自分で取り組めるよ

うに促して頂ければと思います。 

 

 

 

5 日     こうは さん 

9 日     こうき くん 

9 日     にいな さん 

18 日     りほ さん 

5 月から 

オタマジャクシを 

飼育して観察中… 

カエルになるのは 

いつかな？ 

感染予防のため、ゆき組の頃から控えていた

配膳係を、マスク着用で給食当番として経験で

きるよう、様子をみて始めたいと思います。 

開始のタイミングや詳細は、後日キッズノー

トにてお知らせします。 



 

 

 

 
今月の ◎保育のねらい と ★おもな活動内容 
◎保育者に見守られながら簡単な身のまわりのことを自分でしようとする。 

 ★衣服の着脱をする、靴を自分で履く など 

◎いろいろなあそびを保育者や友だちと一緒に楽しむ。 

 ★外で体を動かして遊ぶ、歌や手あそびをする、好きな絵本を見る など 

◎楽しい雰囲気の中で食事をし、いろいろな味や食感、調理法に触れる。 

 ★苦手なものや、初めて食べる物も少しずつ食べてみる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 みつきさん（６日） 

 うのさん（10日） 

 はるとくん（12日） 

 さらさん（12日） 

 あすみさん（22日） 

 あかりさん（28日） 

① 床に座る 
② ウエストを持って、片足を入れる 
③ もう片足を入れる 
④ 引っ張って足の先を出す 
⑤ 立ち上がる 
⑥ 股につっかえるまで引っ張る 

 
 ☆☆できた～！！！☆☆ 

★おねがい★ 

 自分で着替えをする機会が増えてきまし

た。衣服の入れ違い等を防ぐ為にも、今一度

記名の徹底をお願いします。 

※洗濯で薄くなっていないかどうかの確認も 

 よろしくお願いします。 

 

ゆきぐみだより （2歳児） ６月 

ゆき組になって２か月が経ち、おうちの人に「いってきまーす！」と笑顔で手を振って

登園出来る姿が見られるようになりました。 

「自分で」やりたい気持ちがグングン育っている子どもたち。お友だちが挑戦する姿を

見て刺激を受け、登園後に持ち物をロッカーにしまったり、トイレでズボンとパンツを着

脱しようとしたり、生活の中のあちこちで自立心が育っている様子が見られます。 

「できた！」と言う時の子ども達の表情は、どの子もとても輝いています♪お友だちや

保育者に「すごいね！」「がんばったね」と褒められることで、自信や意欲へと繋がって

いるように感じます。 

小さな「できた！」にも気付き、声を掛けられるようにしていきたいと思います。 

今月のうた ♪とけいのうた♪ 

１． コチコチカッチン おとけいさん 

コチコチカッチン うごいてる 

こどものはりと おとなのはりと 

こんにちは さようなら 

コチコチカッチン さようなら   

 

２． コチコチカッチン おとけいさん 

コチコチカッチン うごいてる 

こどもがピョコリ おとながピョコリ 

こんにちは さようなら 

コチコチカッチン さようなら 

 

「できた！」が嬉しいね♪ 

 

おうちでもやってみよう！～ズボン履けるかな？～ 

台に座ると履きやすいよ！ 
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そらぐみだより（１歳児） ６月 

今月のねらいと主な経験 

◎一人ひとりの生活リズムや体調に合わせて、保護者に見守られながら自分でやってみとうとする。 

 ★トイレに行く、スプーンを使って食べる、手洗いをする、衣服の着脱を保育者とする。 

◎いろいろなあそびの中で、保育者や友だちとの関わりを楽しむ。 

 ★お絵描き、楽器あそび、戸外あそび、散歩、水あそびをするなど。 

 
登園してくると、こっそりおうちのひとの背中に

隠れてみたり、「行ってきま～す！」と手を振ってみ
たり、来てすぐにお部屋のおもちゃへと向かって行
ったりと一人ひとりの朝一番の姿や表情に先生達は
いつもほっこりとさせてもらっています♪ 
少しずつ保育園に慣れてきたそらぐみさん、生活

の中で保育者と一緒にのんび～りと様々な挑戦を楽
しんでいますよ。出席ノートのシール貼りでは、事
前に数字に☆や〇をマークしたところに自分でシー
ルをはがし貼っています。あれれ？シールどこに行
っちゃったかな？と探すとイラストのところに(笑)
だったり、机にペッタンだったりと可愛い姿も見ら
れます。今日はどうかな？とぜひおうちの方も一緒
にお楽しみ下さい。そしてこの姿がいつ？どのよう
に変化していくのでしょうか♪ 
こういった今の姿が、日々の経験や、友だちや大人
との関わりから大きく大きく成長していく１歳児。 
自分でできることもどんどん増えていきます。その
一つひとつの成長を、瞬間を一緒に喜び合えたら幸
せです(＾〇＾) 

 
～～おしらせ～～ 

〇いよいよ６月２２日はプール開きの時期となり
ます。水着、タオル、袋の見本をお知らせしてい
きますので、わからないことはお声がけください
ね。 

〇新しいお友だちがそら組さんに仲間入りです♪ 
にしじまはんとくんです！よろしくね。 
 

～～おねがい～～ 
〇気温も高くなり汗をかいたり、水あそびが始まっ
たりと着替えることが多くなります。子ども達自
身で着脱することも増えてくると思いますので、
子どもさんが着脱しやすい衣服をご用意くださ
い。衣服のお名前のご確認をよろしくお願いしま
す。おうちでも、親子でズボンの着脱から挑戦し
てみよう！ 

 

子どもの様子 

今月のうた 
★    りょうま(２日) 

★    かんたくん(７日) 

★    みなとくん(８日) 

★    いくたくん(１０日) 

★    そうたくん(１３) 

★    ちなみさん(１８日) 

★    しょうきちくん(２７日) 

 

 

 

お誕生日おめでとう♪ 

６月うまれのおともだち 

おうちでもうたってみてね♪ 

 

「かたつむり」 

① でんでんむしむしかたつむり 

おまえのあたまはどこにある 

つのだせ やりだせ あたまだせ 

② でんでんむしむしかたつむり 

おまえのめだまはどこにある 

つのだせ やりだせ めだまだせ 

 

 

 

 



お部屋では、友だちが遊んでいるおもちゃに興味津々…子どもたちが集まり、

遊び始め、またちがうおもちゃを出すと集まって友だちの遊びが気になりみん

なで楽しんでいる姿が見られ、探索活動も盛んです！ 

食事の時には、おててを合わせてパチンというと、おててを合わせる子もいて、

挨拶を終えるとみんなパクパク…手づかみやスプーンにのせてもらって 

「あ～ん」とお口の中に入れて食べています。食欲旺盛なあか組さんで～す。 

いっぱい食べて大きくなろうね 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お し ら せ 

☆今月の保育のねらいと主な活動☆ 

○一人ひとりの生活リズムに合わせて梅雨期を健康に過ごす。 

 ・汗を拭いたり、着替えをして梅雨期を心地よく過ごす。 

○保育者とふれあいながら好きなあそびを楽しむ。 

 ・散歩、戸外あそび、室内あそび、水あそび、探索活動を楽しむ。 

 ・はいはい、歩行など体を動かし、移動することを楽しむ 

1 さい おたんじょうび

おめでとうございます！ 

 りつきくん 

 りんさん 

今月のうた 
『とけいのうた』 
 

コチコチカッチンおとけいさん 

コチコチカッチンうごいてる 

こどものはりとおとなのはりと 

こんにちは、さようなら 

コチコチカッチン さようなら 

 

０歳児 

☆水あそびがはじまりま～す！ 
水着、タオル、ビニール袋などの見本は、後日
掲示してお知らせします。あかテラスにビニー
ルプールを出して行います。 

※１０日に手作りとけいを持ち帰

ります。おうちでもうたってみて

ね！！ 

6 月 

※目の充血、水いぼ、とびひなど症状によ

って水あそびができないこともありま

す。子どもさんの体調をチェックして無

理のないように楽しんでいきましょう。 
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