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入園・進級から１か月が過ぎようとしています。

新しい環境に戸惑っていた子も、少しずつ生活の

リズムに乗り、友だちからたくさんの刺激をもら

って、自分の居場所を見つけつつあるようです。 

  先日は父母の会総会を映像にて配信し、

今年度の父母の会役員さんの紹介とともに、認定

こども園としての保育内容や今年度の行事予定、

園周りの交通安全と園内遊具等への安全環境、クラス担任からの保育のねらいなど、保護者の方と一緒に

大切にしたい子育てのポイントなど視聴していただきました。 

 他にも、園児の保育を中心に、小学生や地域の方との交流の場「なかよし保育」、「子ども食堂～おと

なりさん～」、児童クラブや無料学習支援等、地域の子どもたちが安心して成長できる場をめざして進め

ていきたいと思っています。保護者の皆様の温かいご理解、ご協力に心より感謝しつつ、あらためて１年

間よろしくお願いいたします！ 

  4月末には初めての親子行事として『のんほいパーク親子遠足』を行いました。広々としたパーク内で

大好きなおうちの人や友達とのんびり過ごしたり、野外コロシアムの舞台で楽しそうに発表をしている子

どもたち。入園や進級の緊張も解けて、ここから自分らしさが発揮されそうでとても楽しみです。 

 お忙しい中、ご都合をつけていただき、ありがとうございました。 

 5月はゴールデンウィーク後、少し元に戻ってしまう子もいるかと思いますが、学年ごとに保育参加

と給食試食会を実施し、そこでまた、子どもさんの園での様子を見て頂きます。積極的にご参加くださ

い。気候も良くなっているので、吸湿性がよく、動きやすい服装で登園するようお願いします。 

 

 

３日（火）＝憲法記念の日 

４日（水）＝みどりの日 

  ５日（木）＝こどもの日 

７日（土）＝はな組保育参加・試食会 

（詳細既報） 

８日（日）＝母の日(前々日にプレゼントを 

持ち帰ります。飾って下さいね。) 

11日（水）＝園庭開放＆1･2歳児ひろば 

内科健診（午後） 

～はな・ゆき・そら・あか組～ 

12日（木）    資源回収（詳細別報） 

13日（金）＝つき組 キッズビクス 

14日（土）＝つき組保育参加・試食会 

（詳細既報） 

16日（月）＝つき組 えいごであそぼ 

17日（火） 身体測定 

18日（水）＝園庭開放＆０歳児ひろば 

内科健診（午後）～つき・ほし組～ 

 

 

19日（木）＝つき組 創造大学で交流 

（詳細別報） 

21日（土）＝家族ふれあいの日 

25日（水）＝避難訓練 

       西高生との交流 

26日（木）＝はな組 創造大学で交流（詳細別報） 

27日（金）＝５月生まれの子の誕生会 

28日（土）＝家族ふれあいの日 

31日（火）＝つき組 西高校で交流 

 

ー６月ー 

  

★つき組…フッ素洗口を始めます。 

★つき・はな組…午睡（昼寝）を始めます。 

（詳細別報） 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無限に広がるやってみたい♪ 
憧れだった青い色の名札を胸に、ワクワクドキドキが溢れている子ども達♪ 

日々、生活の中で「なんで？」「どうやって？」からいろいろな事を試して考え、「あっ！そうなん

だ！」「だからか！」と疑問→発見→理由や仕組みを知って→学びに！！という姿が見られていま

す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

・衣服の調節、水分補給、汗をふく 

〇自分の思いを友だちに伝え、競争したり競技したりする楽しさを味わう。 

・鉄棒、集団あそびなど 

〇身近な動植物に興味を持ち、触れたり世話をしたりする。 

・野菜の栽培、生き物の世話 

♪今月のうた♪ 
～かぜよふけふけ～ 

かぜよ ふけふけ かぜよ ふけふけ 

ぼくもはだしで かけだそう 

かぜよ ふけふけ かぜよ ふけふけ 

わたしもことりと とびだそう 

かぜよ ふけふけ かぜよ ふけふけ 

ちいさなけんか ふきとばそう 

かぜよ ふけふけ かぜよ ふけふけ 

ちいさななみだ ふきとばそう 

２ばんへつづく・・・ 

 

（5歳児） つきぐみだより 

★５がつうまれの  

おともだち★ 

 
6日    あんりさん 

10日    こなつさん 

19日     ななこさん 6 さい 
おめでとう 

『やりたい！！』 

花には、いろんな種類があるんだな！この 

花の名前は何だろう？仕組みや種類にも興味を持

って、自ら図鑑を見て調べようとする姿。こいのぼり

ってなんで飾るの？と理由を知ろうとする姿。 

→やってみたい！知りたい！気になる！そんな日々

の小さな夢を見つけて夢中になって取り組ん  

でいくことで、やりたいことを実現する為 

に粘り強く取り組むようになっていく。 

『自分の気持ちを調整する』 

マラソンって疲れるな～、鉄棒の逆上がり 

ができないし難しいよ、、、 

→「もう少しだけがんばってみよう」「出来る

ようにもう少しやってみよう」と自分を励ま

し、奮い立たせていくことで、やり遂げた時、   

出来るようになった時の気持ち良さを 

味わっていく。 

難しいことにも挑戦する、粘り強くやり遂げようとする、友だちと協力しながら頑張るとい

うような「学びに向かう無限の力」の非認知的能力がぐんぐん伸びてきている子ども達です。

悔しい、難しい、やりたくない、苦しい気持ちも味わいながら、それでも！！やってみたら出

来たという気持ちを伸ばしていけられるような体験を、どんどんしていきたいと思います。そ

んな子ども達の気持ちを励ましながら、支えながら、これからも一緒に見守っていきましょう

♪ 

 ☆キラキラの姿で☆ 
先日の親子遠足へのご参加、ありがとうございました。 

お家の人が見守っていてくれる安心感、自分達の姿を見てもらいたい！
という自信から、舞台での発表はとてもキラキラ輝いている姿がありま
したね♪ 
 チームごとで集まって意見を伝え合いますが、答えがまとまらな
い、、、。でもそんな時、→じゃあ、チームの友だちの声を聞いてみよう！
合わせてみよう！と、子ども達の気づきが見られていました。 
 そのような子ども達の成長している姿を今度は保育参加で感じてく
ださい★ 
お家の方も子ども達と一緒に思いっきり楽しんじゃおう！！！ 

おりじなるの 
かぶとを 
つくってみよう！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇今月の保育のねらい・主な活動 

〇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物の整理整頓をする。 

〇春の自然に気付き、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。 

☆ チャレンジスター☆ 
 楽しみにしていた、ピンクの帽子と名札のはな組さ

んになって早一か月ですね！登園すると元気よく「お

はようございます♪」と挨拶をしたり『ぱっぱっぱ』

と早く支度をしたり「かっこいいはな組さんになりた

い！」と、自分のことは自分で、時にはお友達と一緒

に協力して毎日頑張っています(*^-^*) 

 『やってみたい！』の意欲から『できた！』の自信

に繋がるように。その中で失敗しても大丈夫♪失敗の

経験も、『どうしたらいいだろう？』と考える力になっ

ていきます。子どもたちのチャレンジしようとする力

を大切に、どんどん楽しいことに取り組んでいきたい

と思います。 

春、みーつけた♪ 
 はな組になってすぐ♪つき組さんと一緒に大海

津公園へ散歩に行きました。桜の木の下を歩くと…

ひらひらと桜が舞っていたり、下にはタンポポやシ

ロツメクサが咲いていたり、たくさんの春を見つけ

ました♪ 

 また、最初の園外保育では『サンテパルク田原』に

行きました。チューリップ博士になっちゃおう！と前

日にチューリップのどんなところを見たいのか聞いて

みると、花びらって何枚？花の色って何色だろう？葉

っぱってどんな形？とたくさんの疑問が出てきまし

た。実際にチューリップを見ると「花びらの色って混

ざってるんだ！」「６枚花びらあったよ～！」と発見が

いっぱい☆翌日には保育園にチューリップ畑を作っち

ゃおう♪とみんなでたくさん咲かせ、カラフルで素敵

なチューリップが出来上がりましたよ(^^♪ 

 これからも、子どもたちの「これってなんだろう」

などの不思議に思う気持ち「よし！調べてみよう」の

気持ちを、大切にしていきたいと思います。 

 今度は何を見つけることができるか、楽しみだね！ 

～かぜよふけふけ～ 

☆かぜよふけふけ かぜよふけふけ 

ぼくもはだしで かけだそう 

かぜよふけふけ かぜよふけふけ 

わたしもことりと とびだそう 

 

かぜよふけふけ かぜよふけふけ 

ちいさなけんか ふきとばそう 

かぜよふけふけ かぜよふけふけ 

ちいさななみだ ふきとばそう 

５がつのそらには ５がつのそらには 

かぜがとっても にあうから にあうから 

  ☆くりかえし 

   みんなもはだしで かけだそう 

 今年度初めての行事『親子遠足』へのご参加あ

りがとうございました。元気いっぱい体を動かし

ていた子も、舞台に立って緊張した子も、かっこ

いい姿を見てもらいたい！という思いで、一人一

人の姿が輝いて見えました☆彡 

 みんなで一緒って楽しい♪という気持ちを、次

は保育参加へ繋げていけるように、お家の方も一

緒になってどんどん楽しんでいきましょうね♡ 

はなぐみだより（４歳児） 

５ 
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 

３１日     つきひさん 

３１日     たいがくん 



 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

  

 

 

今月のうた♪ 
 

ほしぐみだより

 

5 がつ 

今月の ◎主なねらい と ★主な活動 

 

 

3 歳児 

「さんぽ」 
あるこう あるこう わたしはげんき 

あるくの だいすき どんどんいこう 

さかみち とんねる くさっぱら 

いっぽんばしに でこぼこじゃりみち 

くものすくぐって くだりみち 

◎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。 

―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。 

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 

すすめ！すってんすっく！！ 
 

ほし組になって早１ヶ月弱。「ほしぐみさ

んになったから、ひとりでできるよ！」と、

何でもやる気満々の子どもたち♪「おはよ

う！」と元気よく登園すると、朝の支度でタ

オルやコップを自分で掛けたり、掃除では友

だちと一緒に雑巾がけをしたり、毎日様々な

活動をしています☆彡 

屋上遊びでは、初めて綱のアスレチックに

挑戦しました！最初は、「落ちちゃう～」と

怖がる様子の子どもたち。段々と登り切る友

だちを見て、怖がっていた子どもたちも「あ

とすこしがんばってみる！」と、最後まで諦

めずに登る姿は、少し難しいことでも友だち

と乗り越えて、「やった～！できた！」と一

緒に達成感を味わっているようでした♡ 

これからも、たくさんのことに挑戦してい

くほし組さん。失敗しても何度でも挑戦し

て、「ひとりでできた！みんなと 

いっしょにできた！」と、ほし組の 

友だちと一緒に乗り越えて、嬉しい・ 

楽しい気持ちを何倍にもしていこうね☺ 



 

今月の◎保育のねらいと★主な活動 

◎自分でやろうとする意欲を持ち、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、ブロックあそび、お絵かき、砂遊びなど。 

 

 

今月のうた♪ 

 

 

ゆきぐみさんになって 1 ヶ月が経ちました。4 月当

初は泣けていたお友だちも少しずつ園生活に慣れ、笑

顔で登園する姿が見られますね！先生の傍で遊んだ

り、新しいお友だちにも興味を持ち関わってみようと

する子どもたちの様子が見られますよ(^^♪また、自

分のマークを覚えて靴を下駄箱にしまったり、登園し

たら園服のボタンを取ろうとしたり、先生と一緒に園

服を畳む姿がありますよ。 

“自分でやってみよう”という子どもたちの気持ちを

大切にしながら、温かく見守り、できた時にはたくさ

ん褒めて自信へと繋げていきたいですね！ 

おたんじょうびおめでとう 

３日     いちか さん 

９日     りりこ さん 

１５日     はな さん 

２７日     さな さん 

虹の向こうに 

 

★おねがい★ 

子どもたちの遊びや動きがだん

だん活発になってきています！

遊んでいるときや自分で着替え

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

な飾りのついたゴムは付けない

ようにお願いします。衣服などの

持ち物への記名を今一度ご確認

くださいね(*^^*) 

『おかあさん』 

 
１ おかあさん なあに 

おかあさんって 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 

おかあさんって 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

☆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。 

 ★いろいろな食材の味や食感に慣れ、自分から食べようとする。 

 ★心地よい環境の中で安心して眠る。 

◎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。 

 ★まわりのことに興味をもち、探索活動や戸外あそびを十分に楽しむ。 

そらぐみだより（1歳児） 

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 
 

  おうちでもうたってみてね♪ 

新緑がまぶしい季節になりました。入園、進級から一か月。最初は慣れない環境に不安そうに

していた子も、かわいい笑顔を見せてくれるようになりました。いろいろなことに興味をもち、

クレヨンでお絵かきをしたり、こいのぼりのせいさくをするなど、指先を使った活動も楽しんで

います。みんなが作ったこいのぼりが、廊下で揺れているのを見ると、「わー♡」と歓声が上が

っていますよ。園庭や屋上での戸外あそびでは、さわやかな日差しの中、元気いっぱい体を動か

して遊んでいます。毎日の子どもたちの様子や興味をもっていることを、れんらくノートなどで

お伝えしていきますので、ぜひ家庭での様子もお知らせくださいね。 

 

 

 まなとくん(12 日) 

 ふうりくん（14 日） 

 ゆづきくん（27 日） 

子どもの様子 

〈親子遠足楽しかったね〉 
お天気が不安定で、野外コロシアムの集合時間

が変更になったにもかかわらず、大勢のご参加あ

りがとうございました。緑いっぱいの自然の中

で、和気あいあい親子ふれあう姿が見られ、子ど

もたちもおうちの人も笑顔がキラキラ輝いてい

ましたよ。 

〈お願い〉       

  気温の変化が大きい時期です。 

 着替えの中に半袖と長袖の衣服があ

ると調節しやすいですね。 

 衣服への記名も薄くなったり、字が

小さくないか確認をお願いします。 

お誕生日おめでとう！！ 

 



 

☆    さほ さん 

   ☆    なつ さん 

   ☆    るい くん 

1歳になったね♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 時間の変更にも、ご協力いただき、親子や

祖父母の方とご参加ありがとうございまし

た。 

音楽が流れると、おうちの方のひざに座り

親子で楽しそうにふれあって遊ぶ姿も見られ

ましたね。中には、気持ちよくお昼寝をして

いる子もいましたよ。おうちの方と安心した

表情で過ごす子どもたちを見ることができ、

私たちも嬉しかったです。次の行事も楽しみ

にしていてくださいね。 

５月  

☆今月の保育のねらいと主な活動☆ 

 

〇園での生活に慣れ、安心して過ごす。 

★一人ひとりに合った生活リズムで、機嫌よく過ごす。 

〇保育者に見守られながら、好きな遊びを楽しむ。 

★戸外遊び、散歩に出掛ける、うたや手遊びをする等。 

 保育園生活がスタートし、約 1 か月が経ちましたね。入園当初はおうちの方と離れ、どきどきして

いた子どもたちも、今ではあか組の先生たちの顔を覚え、ニッコリと微笑んでくれていますよ。給食

やおやつでは先生に食べさせてもらいながら、自分で手を伸ばし、手づかみ食べをしようとする姿も

見られます。「おいしいね☆」「もぐもぐ♪」と、先生がおはなしすると、じ～っと顔を見て喜んで食

べていますよ。たくさん食べて大きくなってね。 

 みんなではじめてのお散歩にでかけました！春の心地よい風と日差しを浴び、ベビーカーでスヤス

ヤ気持ちよさそうに眠る姿もありましたよ。季節の植物を見て触ったり、路線バスに手を振ったりし

て遊んだ後は、ごはんもパクパク食べることができ、ぐっすり眠ることができました。また、みんな

でお散歩に行こうね☆ 

おたんじょうびおめでとう★ おねがい 

・衣服、マグ、紙おむつなど、持ち物すべてに

記名をお願いします。見やすい位置に大き

く記してくださいね。 

◎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。 

♪今月のうた♪～お家でも歌ってね～ 

『 パンやさんにおかいもの 』 

 『パンやさんにおかいもの』 

パンパンパンやさんに おかいもの 

  サンドイッチに メロンパン 

  ねじりドーナツ パンのみみ 

  チョコパンふたつ くださいな 

ホイホイたくさん まいどあり 

サンドイッチに メロンパン 

ねじりドーナツ パンのみみ 

チョコパンふたつ はいどうぞ 

 
★子どもたちと一緒に手をたたいたり、 

触れ合ったりしてうたってくださいね。 

★のんほい親子遠足★ 

あかぐみだより（0歳児） 
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