
●ひよこ
 すっかり園生活に慣れ、担任に親しみを感じて
くれるようになりました。「抱っこ」と手を伸ば
したり、近くに行くと手足をパタパタさせて喜ん
でくれたりと、可愛い仕草と笑顔いっぱいのひよ
こ組です。お友だちの顔や身体に触れてみたり、
そばに行って遊んでみたり少しずつ関わりも見ら
れるようになってきました。ベビーカーに乗り散
歩途中にタンポポの綿毛を吹き飛ばすと皆、真剣
…。そして目と仕草で『もう一回 !!』のおねだり
をしてくれました。再び吹くと大喜びで、楽しい
気持ちが沢山伝わってきました。高月齢の男の子
たちは、暑い日にタライに少し水を入れてあげる
と顔にかかっても気にせず、夢中で水をはね飛ば
していました。月齢の小さいお友だちも欲しいお
もちゃ目掛けて一生懸命ずり這いで移動。見事手
に入れると嬉しそうにしています。日々の成長を
感じます。沐浴の機会が増えますのでタオルと着
替えは、多めにご用意ください。

●ぺんぎん
 「おはよう」と元気に登園するぺんぎん組さん。
園生活にもすっかり慣れ、パパやママに笑顔で
「いってらっしゃい」と手を振る子どもたちです。
たった２ヶ月で、成長を見せてくれた子どもたち
に感動の日々です。２日に行う懇談会で、その感
動話、映像をご覧いただければと思います。楽し
みにしていてください。
 6 月は、お天気の日にはカートに乗って公園へ
行ったり、お外に出られない日は、お部屋の中で
も沢山身体を動かす遊びや、絵の具あそび・紙ち
ぎりといった製作あそびも出来たらと思います。

●うさぎ
 毎日、とても暑く汗をたくさんかいて遊んでい
る子どもたち。汗で頭がビショビショになること
もたくさんあり、｢頭、ぬれちゃったね｣とお話し
すると｢雨が降ったの！｣と、かわいらしい返事が
ありました。本当に雨が降ったかのように濡れて
いました。
 先月は、水筒のご用意ありがとうございました。
水筒を持ってきた初日、クラスでは｢○○の水筒
はこれなんだ～！かっこいいでしょ～｣と自慢大
会が開催されていました。園庭や公園に自分で
持って行き、遊ぶ前にまず水筒！と座ってのんび
りお茶会をしてから遊び出す子もいます。まだま
だ暑くなるので水分補給は大切ですね。これから
も続けていこうと思います。
 ６月は梅雨の季節のため室内遊びも多くなると
は思いますが、晴れているときには思いっきり戸
外で身体を動かし、雨の時には室内での楽しみを
子ども達と一緒に見つけていこうと思います。

●ことり
 保育参加・懇談会ではお忙しい中ご参加いただ
きありがとうございました。暑い日が続いていま
すが、暑さに負けず元気いっぱいの子どもたち。
５月はたくさんお散歩に出かけました。横断歩道
を渡るときはきちんと手を挙げて、「あおになっ
たー！」と信号もしっかり確認しています。今こ

とり組では、虫探し、追いかけっこ、ビービー弾
集め、ごっこ遊びが流行っています。遊具では滑
り台に挑戦する子が多く、「ぼくの手につかまっ
て～！」とみんなで助け合う姿にほっこり。誰か
が追いかけっこをしていれば「いーれーてー！」
とみんなで汗をたくさんかきながら笑顔で遊ぶ子
子どもたちです。
 そろそろ梅雨の時期となりますが、晴れの日は
少しずつ遠くの公園にも挑戦していきたいと思い
ます。雨の日は、製作や室内でできるリズム遊び
なども取り入れていきながら、元気に楽しく過ご
していきたいと思います。汗をかいたらシャワー
をしていきますので、シャワータオルのご用意を
よろしくお願い致します。

●はな
 保育参加・懇談会ではお忙しい中、ご参加いた
だきありがとうございました。普段の生活や頑
張っている姿を見ていただき、お家と違った姿や、
成長を感じていただける機会になっていたら嬉し
く思います。子どもたちのやる気が強く、柔軟体
操ではいつも以上の力を発揮していて驚きまし
た。秋の保育参加・懇談会でもそれぞれの成長を
見ていただける様、企画していきたいと思います。
 5 月はお店屋さんごっこに向けて子どもたちと相
談してお店を決めました。商品を作ることは初め
てなので、「どーやって作るの？」と興味津々の
子どもたち。それぞれの商品を作りながら「本物
みたい！」「早くお店屋さんごっこやりたいな～」
といい、楽しみにしています。又、みんなが作っ
たラーメンを見た他のクラスの先生に、「おいし
そうだね」と言われると「じゃあ、お店屋さんで
買って！」と嬉しそうに話す表情が印象的で、と
ても可愛かったです。
 これから暑くなる日も増えてくると思いますが、
自分で汗を拭いたり着替えをしながら気持ちよく
過ごしていきたいと思います。

●つき
 ５月は、ゴールデンウィーク明けからお店屋さ
んごっこに向けて、製作を頑張りました。まず、
子どもたちとどんなお店にするかを考え、たくさ
ん案を出し、その中からみんなで相談した結果、
「楽器屋さん」「プラバン屋さん」「アイス屋さん」
の３店舗に決まりました。楽器作りでは作ってい
るうちに、「これ自分たちが欲しいな～」とつぶ
やいていたり、初めてのプラバン作りでは、オー
ブントースターでプラバンが焼かれ小さくなる過
程を、みんな目を輝かせながら見ていました。ア
イス屋さんは、とてもリアルなアイスができあが
り、「アイスが食べたくなっちゃったね～」と作
りながらお腹をすかせていました。製作を頑張っ
た後は、戸外で遊べることを子どもたちに伝える
と、「やったあ－！！」と大喜びのつき組さん。
外で体を動かして遊ぶことが大好きです。最近は、
ドッヂボールをみんなでやっています。先日の１
年生を迎える会で、ドッヂボール大会があり惜し
くも負けてしまいましたが、そこから火が付いた
ようでした。これからもルールを守りながら楽し
く遊んでいけるようにしていきたいです。
 ６月も体調に気をつけて、毎日元気に過ごして
いきたいと思います。

１(木 ) 懇談会 (うさぎ )
２(金 ) 懇談会 (ぺんぎん )
６(火 ) にじいろワークショップ
８(木 ) 懇談会 (ひよこ )
９(金 ) 虫歯予防集会
13( 火 ) 0 歳児健診
14( 水 ) 保健指導 (はな･つき )
16( 金 ) 調理保育 (はな )
19 ～ 23 身体測定週間
21( 水 ) 長寿会
22( 木 ) 避難訓練
23( 金 ) お誕生日会
27( 火 ) 幼児体育指導

5/29 ～ 6/2 職場体験羽村二中

３(月 ) プール開き
５(水 ) 七夕会・お誕生日会
６(木 ) にじいろワークショップ
８(土 ) あおぞらカーニバル
10( 月 ) 幼児体育指導
12( 水 ) 調理保育 (ことり )
14( 金 ) 調理保育 (つき )
18 ～ 21 身体測定週間
26( 水 ) 避難訓練

 日に日に暑くなり、このまま初夏になってしまうので
はと思ってしまいますね。ですが、6月といえば梅雨の
季節です。大人にとってはうっとうしい嫌なイメージし
かありませんが、子どもたちがピンと立てた好奇心のア
ンテナは次々と興味深い現象を拾っています。たとえば
『水たまり』です。光と風でキラキラしたり、自分の姿
が映し出されたり、足を踏み入れた時の水しぶきと不思
議で楽しいものばかりです。子どもはなんでも遊びに変
えられる天才です。こんな子どもたちの発見を一緒に楽
しみ共感しながら、この季節にしかできない経験をたく
さんできたらと思います。また、朝、夕の気温差に左右
されない体力作りにも心がけていきます。

6 月の園だより
あおぞら保育園 平成 29 年度 6 月号

○朝食は必ずとりましょう。

○朝、必ず検温をして、健康状態をよく見てください。

熱のあるときや体調の悪いときは入水できません。

○雨天、気温の低い日、強風、行事のある日等はプー

ルに入りません。

○耳あかをとり、手足の爪を短く切りましょう。

○病気にかかっている人は、早く治療をしておきま

しょう。特に健康面で心配なことがありましたら、

事前にご相談ください。

○入水後は非常に疲れますので、休養をしっかりと

るなどして、体調管理に気をつけましょう。

7 月 3 日はプール開き (予定 )です

子どもたちの心待ち

にしていたプール開

きの時期がやってき

ました。安全に気を

つけながら、水に親

しむことの楽しさを

子どもたちに学んで

もらいたいと考えて

います。

プールでのお願い

衣替えについて

日に日に暑くなり、

子どもたちも水を触ったり

汗をかいたりして、着替えをする回

数が増えています。園にある服を夏

服にして、十分な着替えの用意をお

願いします。またこの機会に、名前が

消えていないか確認しておいてくだ

さい。

あおぞらカーニバル

あおぞらカーニバルに向け
て、つき組のおばけ屋敷や、
その他のクラスでも踊りの
練習などがはじまります。

7 月８日 ( 土 )
午後 4:00 ～ 6:15
　　　　　　( 予定 )

あじさいの色
 梅雨といえばあじさいの季節。保育園の玄関脇の通路にもきれいな
あじさいが植えられています。雨の日を美しく彩るあじさいには、青
系と赤系の花がありますが、どうしてでしょう？それは、土壌に含ま
れる成分によって色が変わるからです。酸性の土壌では　青系、アル
カリ性の土壌では赤系になります。日本は火山地帯で雨も多く弱酸性
の土壌なので青系が主流ですが、ヨーロッパではアルカリ性の土壌の
ため大半が赤系です。色鮮やかな青系のあじさいや、色の変化するあ
じさいは日本独特のものなのです。

あじさいの色が変身！
あじさいを酢の入った水（酸性）
や灰汁（あく :アルカリ性）に
つける。色が変化する様子を観
察しよう。

お願い

 ご家庭にある不要になった古

タオル・古布がありましたら、

保育園までお持ちください。

ご協力お願いいたします。やって
 みてね！


