
 保育園に登録して頂いているメーアド
レスに変更がある場合は、保育園までメ
ール送信（件名にクラス名本文に名前）
をして登録変更をしてください。尚、送
信をされた場合は、保育士までお声掛け
をしていただきますようお願いします。
  renraku-aozora@sunshine.ed.jp

●ことり組
 8 月はプール遊びを思う存分楽しみました。水
が浅いと「今日は深くないね！」「深いのがい
い！」と言いながら深いプールにも慣れたこと
り組。みんなで丸くなって「かもつ列車シュッ
シュッシュー」と歌いながらプール内を歩き楽
しく水に慣れ、顔をつけて泳いだり、ワニ泳ぎ
をしたりと毎日成長していく様子を感じます。
 9 月は運動会の練習が始まります。8 月中も子
どもたちから「うたながして！」とリクエスト
があり、自作で踊ったりたいこを叩いたりとノ
リノリです。みんなのやる気を引き出しながら、
運動会に向けて楽しく取り組んでいきたいと思
います。

●はな組
 大好きなプール遊びを満喫したあっという間の
8 月。一人ひとりレベルアップしていく姿に「次
はどんな遊びを取り入れようかな～」と担任た
ちもワクワク、成長を感じた夏でした。今月か
らは、運動会の練習が中心になっていきます。
気持ちを盛り上げていきながら、楽しんで取り
組んでいける様に進めていきたいと思います。
 話は変わりますが、午睡前の子どもたちのお楽
しみをご紹介したいと思います。今日は頭に「あ」
のつく言葉、次の日は「い」のつく言葉など、
１人ずつ順番に発表する言葉遊びの時間を作っ
ています。この遊びが大人気で、身の回りで思
いついた言葉はもちろん、お父さんやお母さん、
お友だちの名前も出てきたり、子どもたちなり
に一生懸命考えて発表しています。ご家庭でも
ぜひ 楽しんでみてください。

●つき組
 ８月はプールにスイカ割り、流しソーメンなど、
夏ならではの楽しみを沢山経験できました。プー
ル遊びでは、｢昨日より長く出来るようになる！｣
と目標を持ち、顔つけ競争に挑戦したり、泳げ
るようになった子もいたりと、日々成長を感じ
させてくれる子どもたちでした。
 自由遊びにも、心の成長が見える一場面。すご
ろくで１位、２位、３位になった子を金銀銅メ
ダルとオリンピックに見立てて話している中、
最後になった子に何もないと考えた子どもたち。
４位は｢赤メダル｣にしよう、とオリジナルメダル
をつくり、最後になった子にも｢赤メダルだよ。
おめでとう｣と声をかけていました。
相手を思いやる気持ちや、皆が楽しくなるため
に工夫していく心の暖かさがとても嬉しい出来
事でした。
 さて、今月は運動会に向けての取り組みに力を
いれていきます。出来るようになったことを喜
びながら、競い合い、励まし合い、クラス全員
で協力することを通して、達成感や充実感を得
られるように進めていきたいと思います。

●ひよこ組
 夏の間は、プールや水遊びを沢山楽しみました。
プールの用意が始まるとみんな続々とテラスへ。
積極的に濡れることを楽しむ姿が見られました。
プールの縁に腰かけ、ポヨポヨとした感触を楽
しむ子、魚の形の水鉄砲が気に入り、水を出す
真似っこをする子もいました。まだまだ暑い日
が続きそうなので、もうしばらく水遊びや沐浴
をしてここちよく過ごせたらと思います。
 子どもたちも自分なりの方法で行きたいところ
に移動するようになり、お部屋も一層賑やかに
なっています。涼しくなってきたら散歩に行く
機会を増やし、沢山の物を見たり触れたりして
いこうと思います。
 また、秋といえば、食欲の秋！「スプーンを使っ
てみたいな」という子「もっと○○欲しかった」
という子が増えてきました。これからも楽しい
ご飯の時間を作っていきながら、食への意欲が
高まるようにしていきたいと思います。

●ぺんぎん組
 ８月は水遊びを存分に楽しんだぺんぎん組さ
ん！「雨だ～！」とシャワーが降ってきて、頭
に水がかかっても全然へっちゃらな子どもたち。

「もっと～」の声がたくさんでした。水鉄砲の向
きがわからずに、自分の顔に向けてピュー、びっ
くりお顔がとても可愛らしかったです。
 ５月にみんなで植えたミニニンジンを収穫しま
した。「せ～のっ」「よいしょ～」と声を出し一
生懸命に葉っぱを持ち、抜こうとしていました
よ。給食の先生にニンジンを茹でてもらい、み
んなで食べました。「カリっ！おいしい～！」と
よく食べていましたよ。中には葉っぱまで食べ
ようとしてしまう子もいました。自分たちで作っ
たニンジンは格別においしかったようです。
 ９月はまだまだ暑さがきびしいので、たくさん
水分補給をしながら元気いっぱい遊びたいと思
います。また、お散歩にも出かけ秋の自然に触
れながら過ごしていきたいと思います。

●うさぎ組
 ８月は毎日プール遊びを楽しみました！浮き輪
でプカプカ浮いたり、水鉄砲でお水のかけ合い
をしたり、一生懸命ぐるぐる走って流れるプー
ルを作ったり、毎日たくさんのお水遊びを見つ
け出して楽しくプール遊びを満喫したうさぎ組
さんです。
 また、お休みにお出かけしたお友だちが「プー
ルに行ったの～！」などの話をしてくれるとみ
んなが競い合うようにして「私もね！」「僕も
ね！」とお話をしてくれ、うさぎ組は毎日楽し
いお話しでいっぱいでした！子どもたちはお話
をする際、「○○が怖かった！」「○○を食べて
おいしかった！」と自身が感じた事も話してく
れるので楽しい背景が思い浮かぶと共に、上手
にお話ができていることに感動しました。
 さて、９月は久しぶりにお散歩に出かけたいと
思います！プールで体力がさらについたと思う
のでどこの公園まで行けるのか楽しみです！ま
だまだ暑さが残っていますので水筒のご用意を
お願い致します！

１(土 ) 運動会
８(土 ) 運動会 (雨天 )
13( 木 ) にじいろワークショップ
14( 金 ) 秋の健康診断 (未定 )
　　　  避難訓練
17 ～ 21 身体測定週
18 ～ 20 保健指導 (鼻のかみ方 )
　　　　3～ 5歳
21( 金 ) 園外遠足
24( 月 ) 視力検査 (はな組 )
25( 火 ) 視力検査 (つき組 )
26( 水 ) お誕生日会
27( 木 ) 体育指導 3 ～ 5 歳
28( 金 ) 芋掘り 

１(木 ) 防災集会･引渡訓練
６(火 ) にじいろワークショップ
　　　　保健指導 (ことり )
７(水 ) 保健指導 (はな )
８(木 ) 敬老の日の集い
９(金 ) 保健指導 (つき )
12 ～ 16 身体測定
13( 火 ) 交通安全教室
14( 水 ) 体育指導　3～ 5歳
21( 水 ) 運動会総合練習
23( 金 ) お誕生日会
　　　  調理保育 (つき )
28( 水 ) 運動会総練習 (雨天 )
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9 月の園だより

 暑さが和らぎ、朝夕は過ごしやすく秋の訪れを感じ
る季節となりました。夏の間子ども達は、園庭でプー
ルや水遊びを楽しんだり、お休みの日の出来事を嬉し
そうに教えてくれました。
 さて、今月より運動会に向けての取り組みが多くな
ります。子ども達は身体を動かすことが大好きで、運
動会をとても楽しみにしていますので、各年齢や一人
ひとりのペースに合わせながら楽しく活動できるよ
う、職員間で協力・連携をしていきたいと思います。
 9 月は、まだ残暑も予想されます。園では活動のバ
ランスに配慮したり、手洗い・うがいを徹底し感染症
等にも気を付けていきます。また、ご家庭でも体調に
変化がみられた時は、早めの休息をとり 9時までに登
園できるようご協力をお願いします。

衣替え

 秋へと季節が変わるこの

時期は、気温差もあります
ね。天候の変化にも対応で
きるよう調節のしやすい衣
類の用意をお願いします。

 敬老の日に、子ども達
からおじいさんおばあさ
んに、写真入りで感謝の
気持ちをハガキに載せて
お送りします。

敬老の日
親子運動会

日付：10 月 1 日（土）
場所：神明台グラウンド
時間：8:30 集合
雨天：10 月 8 日（土）

※プログラムは、

　　　後日配布いたします。

メールアドレス

●注意点や必要なモノをチェック

 災害が起きたときにやるべきことはなにか、またどんな物が必要に
なるのかを調べておきましょう。子どもと一緒に自宅周辺を散歩し
ながら、避難場所までのルートも確認しておくと良いですね。

 非常用のアイテムをまとめて用意しておけ
ば、もしものときにすぐに避難できたり、ラ
イフラインがストップしてしまったときの
備えにもなります。セットで売られている
一般的な非常袋には子ども用のアイテムは
入っていないので、おむつなど年齢に合わ
せて必要なモノを用意しておきましょう。

●非常袋は子ども用品も忘れずに

親子で防災チェック

身の周り、家の周りの危険性を確認しましょう。
落下・転倒防止対策を行いましょう。
火災防止対策を行いましょう。
身の安全対策を行いましょう。
家の中の安全チェックを行いましょう。

ミルク・哺乳瓶や離
乳食・おむつ・おし
りふき・子ども用の
防災頭巾・子ども用
の薬・下着・洋服・
おもちゃなど

９月１日は防災の日

について




