
5 月の園だより

あおぞら保育園　2019 年 5 月号
７～ 10　身体測定週間
９( 木 ) 　にじいろワークショップ
14( 火 )　手洗い指導 ( ことり )
15( 水 )　一年生を迎える会
15( 水 )　手洗い指導 ( はな )
16( 木 )　春の健康診断
16( 木 )　手洗い指導 ( つき )
17( 金 )　避難訓練
21( 火 )　幼児体育指導
22( 水 )　お誕生日会
24( 金 )　保育参加･懇談会 ( つき )
31( 金 )　保育参加･懇談会 ( ことり )
★一年生を迎える会は、予定を変
　更しています。
★つき組調理保育は、保育参加に
　て行います。

３～７　身体測定週間
６( 木 )　虫歯予防集会
７( 金 )　保育参加･懇談会 ( はな )
12( 水 )　調理保育 ( はな )
13( 木 )　にじいろワークショップ
14( 金 )　避難訓練
17( 月 )　幼児体育指導
19( 水 )　長寿会
20( 木 )　保健指導 ( はな・つき )
21( 金 )　お誕生日会
25( 火 )　こうさくやさん

　今後暑くなる日が増えてきます。
衣服の調節ができるよう、長そで
と半そでの両方をご用意ください。
また、汗をかいたときにはシャワー
をしますので、シャワー用のフェ
イスタオルを 1 枚ご用意ください。
※持ち物には、必ず記名をお願い   
   します。

お願い

●ひよこ
　1 ヶ月が過ぎて少しずつ保育園に慣れてきたよう

です。 朝は少し泣いてしまうお友だちもいますが、

ベビーカーで散歩をしたり、 ミルクを飲んだり、 離乳

食が食べられるようになってきました。 保育士の顔

を覚えてくれているのか話しかけると笑顔で応えて

くれる姿もみられます。 にーっと笑ってくれると、 こ

ちらも心がほっこりします。 そんな穏やかなやり取り

を日々楽しんでいます。

　これからは、 気候も過ごしやすくなりますので、

体調や個々に合わせて近くへお散歩に行くなど楽し

みを広げていきたいと思います。

●ぺんぎん
　４月はじめは泣き声いっぱいのお部屋でしたが、 み

んな少しずつ慣れてきて笑顔をたくさん見せてくれる

ようになりました。 それぞれ好きな玩具を見つけお

部屋でも戸外でも楽しんでいます。 特に大好きなの

が外遊び。 「早く靴を履かせて！」 と自分の靴を持っ

てきて可愛くアピール。 元気に外へ飛び出していく

みんなです。 ボールを転がし追いかける子、 砂場の

中でダイナミックに砂遊びをする子、 階段上りから

の滑り台にチャレンジする子と遊びも様々です。 遊

び、 食事、 睡眠と生活リズムも安定して過ごせるよ

うになってきました。

　５月は長いお休み明けでの登園になりますので、

少しずついつものペースに戻っていけるよう関わって

いきたいと思います。 そして、 引き続き外でたくさ

ん身体を動かして遊んでいきたいと思います。

●うさぎ
　うさぎ組になって 1 ヶ月が過ぎ、 新しい生活にも

慣れてきたようで、 少しずつ担任にも甘えてみたり

心を開いてくれるようになりました。 リュックを誇らし

げに背負う姿がなんとも可愛らしい子どもたち。 「う

さぎ組さん！」 の声かけにも大きな声で返事をしてく

れるようになりました。 お散歩では 「あっ、ちゅうりっ

ぷ！」 「ちょうちょ！」 などいろいろな自然の発見を楽

しみ、 公園ではお友だちと一緒に遊具にもどんどん

挑戦するようになりました。

　これからの時期、 暑い日も続き疲れも出てくるの

で、 体調面に気をつけながら、 たくさん身体を動か

し、 楽しく伸び伸びと過ごしていきたいと思います。

●ことり
　ことり組になり、 一ヶ月が過ぎました。 こうさくや

さん、 体育指導、 菜園活動などの新しい活動に目

をキラキラ輝かせている子どもたちです。 こうさくや

さんでは、 講師の先生の説明を静かに聞き、 製作

が始まると集中してクレヨンで素材に色を付けたり、

できたものを嬉しそうに教えてくれました。 体育指

　先日親子レクリエーションでは、たくさんのご家庭

にご参加いただきありがとうございました。集合時間

の伝え間違え等でご不便、ご迷惑をおかけしたことを

深くお詫び申し上げます。今年の親子レクリエーショ

ンはいかがでしたか？親御さんと一緒で、子どもたち

は本当に楽しそうでしたね。今後も参加して良かった

と思っていただける行事を行っていきますのでお楽し

みに。

親子レクリエーション

導では、 あいさつを一人ずつ元気な声で言うこと

ができました。 たくさん褒められて自信が付き、 そ

の後の準備体操も張り切り、 やる気満々なことり

組さんでした。 そして、 みんなで大切にお世話をし

ているじゃがいもの芽も次々と出てきました。 「大き

くなりますように･･･」 とじゃがいもに話しかけ、 毎

日順番で水やりをして成長を観察しています。 収穫

したじゃがいもで調理保育をすることも楽しみです。

　暑くなってきたので、 水分補給をしながらたくさん

遊んで、 元気に過ごしていきたいと思います。

●はな
　はな組になり１ヶ月が経ちました。 ４月からほぼ毎

日のように柔軟体操や縄とび、 鉄棒を一生懸命取

り組んでいます。 「きのうよりできるようになったよ！

みててね！」 と嬉しそうに報告してくれます。 そして４

月はみんなが楽しみにしていたチューリップ畑に行き

ました。 長い距離でしたが、 疲れた素振りを見せる

ことなく 「さいた～さいた～♪」 とチューリップのう

たを歌い、 とても楽しんでいました。 外で食べたお

弁当も良い思い出になったようで、 帰り道に 「次は

○○公園で…」 とお弁当を食べる場所を話し合って

いる姿が可愛らしかったです。

　4 月から 『にじいろワークショップ』 が始まりました。

初めは緊張して固まっていましたが、 作ることが大

好きな子どもたちは大はしゃぎで取り組んでいまし

た。 また、 お当番活動も白衣を着て配膳をするよう

になりました。 ボタンに苦戦していますが、 また１つ

お兄さんお姉さんになれたことが嬉しいようです。

　少しずつ暑くなり、 疲れも出てくる時期ですので、

水分補給をしっかり行いながら体調面に気をつけて

元気に過ごしていきたいと思います。

　●つき
　４月はチューリップ畑に行きました。 「この色好き！」

などと話しながら見ている子どもたち。 一通り見る

と 「お腹すいたね～」 とお弁当のことで頭がいっ

ぱいの様子。 チューリップを見ながらおやつを食べ

たり、お天気の中食べたお弁当もおいしかったです。

次の週にははな組の時に作ったこいのぼりも見てき

来ました。 「どこにあるかな？」 と、 みんなで探し、

見つけると声をそろえて 「あったー！」 と嬉しそうでし

た。 そして、 4 月からスタートした配膳も上手になっ

てきたり、 朝礼や避難訓練でも見本として意欲的に

頑張るつき組。 これからも様々なことに挑戦して成

長していくのが楽しみです。

　５月には保育参加 ・懇談会があります。 今の子ど

もたちの姿をご覧いただき、 成長を喜び合える楽し

い場になればと思います。 お忙しい中だとは思いま

すが、 保育園生活での親子の思い出の一つとして、

多くの皆様のご参加お待ちしております。

　４月 28 日 ( 日 ) ～ 5 月 6
日 ( 月 ) まで、保育園はお休
みです。

　楽しませてくれたサクラの花が散り、 新緑の葉たち
にバトンタッチされ、 園庭や公園の木々が明るくなっ
てきました。 早いもので新年度がスタートして 1 ヶ月が
過ぎ、 新しいお友だちも泣き顔から少しずつ遊ぶ楽し
さを知り、 かわいらしい笑顔をのぞかせてくれるように
なってきました。
　そんな中、 先日保育園の大きな行事の一つ、 親
子レクリエーションが行われました。 保護者の皆様に
はお忙しい中ご参加いただきありがとうございました。
『イースター』 をテーマに親子で楽しめるゲームやブース
ご用意させていただきましたがいかがでしたでしょうか？
この行事を通じて、 保育園の雰囲気を少しでも感じ
てくださっていたら嬉しいです。 当日は体調不良で欠
席するお友だちが多く、 全員参加にならなかったのは
残念でしたが、 参加していた子どもたちの顔は、 笑
顔でいっぱいでした。 きっと何をするかではなく、 大好
きなお父さんお母さんに見守られながら楽しめることが
一番なのでしょうね。 これからも子どもたちの笑顔を大
切に保育してまいりますので、 どうぞよろしくお願いい
たします。


