
 

 

                                                    令和４年６月号  

 

日中の強い日差しはもう夏が来たかのようで、園庭や屋上のミストシャワーが早くも大活躍！  

子どもたちは今年もホームセンターや近くの花屋さんへ野菜や花の種や苗を買いに出かけ、早速プラ

ンターに植えました。成長の喜びと、世話をする大切さを毎日感じている子どもたち。この時期、ご家

庭でも植物を育ててみませんか？  

また、5月はつき組とはな組が保育参加と試食会を行い、園での子どもさんの様子を見たり、保育活動

を一緒に行ったりして親子で楽しむ姿が見られました。ご参加ありがとうございました。  

梅雨に入る今月は雨の日が多くなり、外遊びが制限されていきますが、かたつむりが運動会を始め、

おたまじゃくしが姿を変えていくこの時期だからこその、自然の中で不思議な、そしてすてきな発見が

あるんだと気づいていけたらと思います。  

今月はつき・はな・ほし組での「たてわり保育」も始まります。同じ地域の異年齢の幼児との楽しい

関わりを大切にして、思いやりの気持ちを育みたいと思います。  

 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）と生活リズムを大切にしましょう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ※感染状況等により変更される場合もあります。 

１日（水）＝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。  

３日（金）＝つき組キッズビクス 

４日（土）＝ほし組保育参加・試食会  

（詳細既報） 

6 日（月）＝つき組環境教室 

８日（水）＝園庭開放＆０歳児ひろば 

11 日（土）＝ゆき組保育参加・おやつ試食会  

（詳細別報） 

13 日（月）＝つき組 えいごであそぼ 

14 日（火）  身体測定 

15 日（水）    

15 日（水）＝つき組視聴覚センター見学（詳細別報） 

 

16 日（木）＝歯科健診 

18 日（土）＝あか･そら組保育参加･おやつ試食会  

（詳細別報） 

19 日（日）＝父の日 ♪金曜日にプレゼントを 

持ち帰ります♪ 

20 日（月）＝水遊び＆プール開き（予定） 

20 日（月）～7 月１日 

     つき・はな・ほし組個人懇談会（詳細別報） 

21 日（火）＝つき組 西高校で交流 

23 日（木）＝たてわり保育開始 

避難訓練 

25 日（土）＝なかよし保育♪みんなおいで～♪ 

28 日（火）＝園庭開放～創造大生とあそぼ～ 

30 日（木）＝♡６月生まれの子の誕生会♡

 

 

 

子どもさんはおうちでどんな遊びが好きですか？  

小さな赤ちゃんでも、身の回りのものやその動き、仕組みに興味を   

持ってじっと見つめたり、何度も触ったり動かしたり。そんな、遊び

ともとれない様子から遊びは始まっていきます。  

夢中になって遊ぶ子ほど実は知能は高いそうです。  

「遊んでばかり」は「学んでばかり」と言われるように、子ども  

    は遊びを通して、生きていくうえで大切なことを獲得していきます。  

子どもの遊びの世界を、時にはそんな目で見てみませんか？  
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6 さいおめでとう 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

今月の保育のねらいと主な活動 

○健康に過ごすための生活の仕方がわかり、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、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、おにごっこ、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。 

○梅雨時期の自然や、動植物への興味関心を高め、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 

      

 

先日の保育参加ありがとうございました。何日も

前から心待ちにしていた子ども達。雨が心配されま

したが、みんなで思いを込めて作ったてるてる坊主

が、空に届きましたね♪ 

 マラソンでは、最後まで走り続ける強い気持ちを

お家の方にも間近で感じて頂けたのではないかと思

います。一生懸命走り切った姿、目標を達成できた

時の子どもたちの笑顔は、宝物ですね(*^^*) 

 そして、文字あそびや、集団あそびでは、子ども

たちの気持ちや姿に変化がありましたね。今は思い

きり楽しむ時！話を聞く時！真剣な時！など、一つ

ひとつの活動の中にメリハリをつけ、今何をすると

きかを考えたり、「どうしたらタッチできるかな？」

一人だけでなく、友だちと話し合ったり、協力し合

ったりと集団での子どもたちの姿を見ていただけた

のではないかと思います☆ 

 ここから、「もっとこうしたい！」という向上心

や、「勝ちたい！」という競争心がぐんぐん芽生えて

いきます。友だちとの関わりがより深くなっていく

ことで、うまくいかないこと、悔しいこと、様々な

気持ちも味わっていくと思います！そんな姿も、成

長の証です…★自分の力で、友だちの力で、前進し

ていく姿を一緒に見守っていきましょうね(*^^*) 

 

 

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♪ 
～あめふりくまのこ～ 

 
１． おやまに あめが ふりました 

あとから あとから ふってきて 
ちょろちょろ おがわが できました 

 
２． いたずら くまのこ かけてきて 

そうっと のぞいて みてました 
さかなが いるかと みてました 

       ３番へ続く… 

（5歳児） つきぐみだより 

 

 

５月の中旬から始まった野菜の栽培活動♪子

ども同士でチームを決め、チーム名、育てたい野

菜を決めました。「育てるのは先生？」と聞くと、

「つきぐみのみんな！」と、やる気満々の子ども

達！！ 

「どれくらい大きくなってるか見に行こ！」「水

やりしないと、かれちゃうよ！」子ども同士で声

を掛け合っている姿が見られていますよ♪「花

が咲いてる！」「葉っぱが大きくなってる！」「背

が高くなってる！」毎日観察することで、たくさ

んの気づきや、発見があります。「僕たちが、育

てるんだ☆」このように、責任感を持ちながら、

野菜に心を込めて毎日の水やりをしています。

収穫できる日が、楽しみだね(^^)/ 

 そして、生き物を育てることにも挑戦中☆餌

や、飼育環境を自分たちで調べながら取り組ん

でいます。生き物がたくさんいる今だからこそ、

育てることの難しさや、命の大切さを感じられ

る季節にしていきたいと思います★ 

 

。 

 
 

６月後半より、週に１回虫歯予防のためのフッ素
洗口を行っていきます。 
少人数で行うなど、衛生面に配慮して実施してい
きたいと思います。 

お知らせ 

６がつうまれの 
おともだち☆ 
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にょきっ！ 
 はな組さんは今 3 種類のひまわりを育てています。北海屋

さんにみんなで買い物に行き、種を買う所からスタート！ 

お店の方の「大切に育ててくださいね」の言葉を聞き、「き

れいな花を育てたい！」「咲いたらまた来るね！」と育てる

ことへの意欲に繋がった姿が見られました。「まだ芽が出て

ないね」「もうすぐ出てくるかな？」とひまわりの芽が出て

くることを心待ちにしていたはな組さん。お休みの後ポット

の中を覗いてみると…なんとかわいい芽が出ていました。朝

から「芽が出た！」と大喜び♡とても嬉しかったようで、た

くさんの先生にも教えてあげていましたよ(^^♪ひまわりも

だんだんと大きくなり始めたので、屋上の大きなプランター

にお引越ししました。ひまわりの栽培活動を通して、植物も

命あるもの。責任を持って世話をしないと育たない。その先

に花が咲く喜びをみんなで感じていきたいと思います。 

みんなでお水を上げてきれいな花を咲かせようね(*^-^*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇今月の保育のねらい・主な活動 

〇友だち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。 

〇梅雨を感じ、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。 

・身近など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。 

・のどが渇いたら水分補給をする。 

楽しかったね♪ 
 先日の保育参加では、たくさんのご参加を頂きあり

がとうございました。固結び名人になったはな組さん

は掃除になると「かたむすびめいじんだから できちゃ

うよ～」と言いながら、ゴミ袋の口をパッと結んでく

れます。お家の方と一緒に固結びをしたことで自信に

繋がってきたようです☆ 

集団あそびでは、たくさん身体を動かして子どもた

ちと一緒に楽しんでもらえましたか？最近では、タッ

チされたらバナナに変身するバナナ鬼ごっこを楽しん

でいたり「みかん鬼ごっこやってみない？」とバナナ

鬼からオリジナルの鬼ごっこを考えてみたりして楽し

んでいます。話を聞いてルールを理解しようとするこ

とで、ルールを守って行うことの楽しさを感じられる

姿がよく見られるようになってきました。 

様々な活動を通して、話を聞いていたらできちゃっ

た♪みんなと一緒にやるってやっぱり楽しい！そんな

活動をたくさん取り入れて、みんなでパワーアップし

ていきましょう(^^)/ 

～あめふりくまのこ～ 

１．おやまに あめが ふりました あとから あとから  

ふってきて ちょろちょろ おがわが できました 

 

２．いたずら くまのこ かけてきて そうっと のぞい

てみてました さかなが いるかと みてました 

 

３．なんにも いないと くまのこは おみずを ひとく

ち のみました おててで すくって のみました 

 

４．それでも どこかに いるようで もいちど のぞい

て みてました さかなを まちまち みてました 

 

５．なかなか やまない あめでした かさでも かぶっ

ていましょうと あたまに はっぱを のせました 

はなぐみだより（４歳児） 

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 

 

6 

～お知らせとお願い～ 

・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。 

・暑くなってきたので、水分を多めにもってきてください。 
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６日      みつき さん 

１２日      はると くん 

１２日      さら さん 

１５日      うの さん 

２２日      あすみ さん 

２８日      あかり さん 

今月の ◎主なねらい と ★主な活動 
 
◎健康的な生活に必要な習慣や方法を身につける。 

★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、身近な自然や季節のものに触れて楽しむ。 

★虫や花の観察、戸外遊び、野菜の皮むきなど。 

◎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。 

なるべく自分でコツコツと 
 

朝の荷物整理をコツコツと頑張

る様子が見られています。 

通園カバンや道具箱から物を出

し入れしたり、水分補給をしたり

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。 

それぞれの発達に応じて、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      

“しぜん”っておもしろい！！ 
 

5 月に、班別にいんげん豆とアサガオの種

まきをしました。栽培用のポットに指で穴を

あけて蒔いた種から発芽し始め、ほし組前の

プランターに植え替え準備が進んでいます。 

 

植物だけでなく、ほし組さんの興味は“虫”にも！公園でシロツ

メクサの中からアリやテントウムシを見つけたり、家からダンゴム

シを持ってきてみんなで見せ合ったり。観察しながら感じたこと

や、虫について友達と毎日会話をしている様子が微笑ましいです。 

そら豆をさやから出すお手伝いをした時に発見した 5 ミリくらい

のイモムシも順調？に成長中です。（この先、 

何に育つのかは謎ですが…） 

 お絵描きでも、身近な虫や花を描くための 

コツを覚え始め、ペープサートに仕上げたら 

“ごっこ遊びで盛り上がり、園内を練り歩いて 

楽しみました。 

ほしぐみだより 6 がつ 3 歳児 

『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 
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今月の◎保育のねらいと★主な活動 

◎保育者に見守られながら簡単なみのまわりのことを自分でしようとする。 

 ★簡単な衣服の着脱をする、靴を自分で履く、口拭きタオルをたたむ など 

◎いろいろな遊びを保育者や友だちと一緒に楽しむ。 

 ★歌やリズムあそび、手あそびをする、好きな絵本をみる など 

◎楽しい雰囲気の中で食事をし、いろいろな味や感触、調理法に慣れる。 

 ★苦手な物や、初めて食べる物も少しずつ食べてみる。 

 

１日      せり さん 

２日      りょうま くん 

7日      かんた くん 

8日      みなと くん 

10日     いくた くん 

13日     そうた くん 

18日     ちなみ さん 

27日     しょうきち くん 

 

 

今月のうた♪ 

『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 

 

 

 ゆき組になって２か月が経ち、ニコニコ笑顔で「おはよ

うございます！」と挨拶をして登園する姿や、自分で朝の

支度をしようとする姿が見られるようになってきました。 

 「じぶんでやりたい！」という思いがどんどん芽生えて

きている子どもたち。戸外あそびで靴を履いたり、トイレ

でズボンとパンツを着脱しようとしたりする姿が見られま

す。午睡時の着替えでは脱いだ服やパジャマの畳み方を伝

えると「はんぶんこ！」と言いながら畳んでいます。保育

者やお友だちに「できたよ！」と伝えている子どもたちの

表情は輝いています。生活の中で見つかる小さな「できた」

に気付き、子どもたちの自信や意欲に繋がる声掛けをして

いきたいと思います。 

 

「できた！」がたくさん♪ 

 

★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。 

 

透かしを削除する Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=7486&m=db


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

☆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、保育者に見守れながら自分でやってみようとする。 

 ★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。 

◎いろいろな遊びの中で、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 

そらぐみだより（1歳児） 

今月のうた『かえるのうた』 

かえるのうたが きこえてくるよ 

   クワ クワ クワ クワ 

   ケケケケ   ケケケケ 

   クワッ クワッ クワッ 

 

 

少しずつ保育園生活に慣れてきたそら組さん。入園当初は泣けてしまう子もいましたが、今で

はニコニコで“いってきまーす！”と手を振ってみたり、来てすぐにお部屋のおもちゃの方へ  

向かって行ったりと可愛い姿が見られるようになってきました。保育園では“数字のうた”が  

大好きで一緒に歌をうたったり、日にちのところに☆や〇など先生が印を書くと「ここ！」と言

いながら「ペッタン！」と自分で見つけてシールを貼ったりすることができるようになってきま

したよ♪これからもいろいろなことに取り組んで、たくさんの経験をしていきましょうね☆彡 

 

     りつきくん（12日）    

 りんさん（19日） 

 

子どもの様子 

～～おしらせ～～ 

6月 18日（土）はそら組保育参加です！ 

せいさく活動を予定しています。お家の方

と一緒に折り紙をちぎったり、糊の感触を

味わいながら糊付けあそびを楽しんだり 

したいと思います。親子で素敵な作品を 

作りましょうね♪ 

     ～～おねがい～～ 

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

も達自身で着脱しようとする姿が増えくると

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。（衣服の名前の確認も！） 

※６月下旬より水あそびが始まります。詳しく

は後日お知らせ致しますので、お願いします。 

お誕生日おめでとう！！ 
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☆    はると くん 

☆    ななみ さん 

☆    かいり さん 

☆    れいな さん 

☆    ゆうせい くん 

1 歳になったね♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5/18 に初めて園バスに乗った子ども

たち。いつも「行ってらっしゃーい」と

見送っていたバスに乗るのはちょっぴ

りドキドキ♡みんなでうたを歌いながら

向かったのは、「坂津公園」！乳児向け

のブランコや滑り台を楽しんだり、シャ

ボン玉を見たりと、どの子もみんな初め

ての経験に目を輝かせていましたよ。ま

た行こうね^_^ 

 

 

６月  

☆今月の保育のねらいと主な活動☆ 
☆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、着替えをしたりして、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 

 

 
 連休明けでみんなおうちが恋しくなってしまうのでは…と心配していましたが、何とあか組のお部

屋は笑顔で溢れていました！お休み中も体調や生活リズムを整えながら過ごしてくださっていたおか

げだと思います。そんな子どもたちはお散歩が大好き♡ベビーバスやベビーカーに乗って気持ちの良い

風や日光を全身で感じながら、保育者と一緒に草花を見つけたり、すれ違う地域の方々に「かわいい

ねー！」と声を掛けもらったりしています    ベビーカーの中でお友達と目を合わせてにこにこしてい

る姿もほっこり♡とてもかわいいですよ。 

6/18 にあか・そら組の保育参加を予定しています。親子で楽しんでもらえるような楽しい内容を

計画中です♪（ご家族でどなたが参加されるかお話し合いをお願いします♪） 

ぜひお楽しみに^_^ 

 

 

おたんじょうびおめでとう★ 

おしらせ 

☆子どもたちの体調や気候を考慮しながら、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。 

※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。 

 

♪今月のうた♪～お家でも歌ってね～ 

『 パンやさんにおかいもの 』 

 『かえるのがっしょう』 
 

かえるのうたが  

きこえてくるよ 

クワクワクワクワ 

ケケケケケケケケ 

クワクワクワ 

 

☆クワクワ…は両手をパクパク 

 ケケケ…は両手を左右にゆらゆら 
親子で歌ってみてくださいね♪ 

  バスでおでかけ♪ 

あかぐみだより（0 歳児） 
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