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10～14 身体測定週間
11(火) 春の健康診断(全園児)
13(木) にじいろワークショップ
14(金) 避難訓練
17(月) 保健指導(ことり)
18(火) 保健指導(はな)
19(水) こうさくやさん
21(金) 保健指導(つき)
25(火) 幼児体育指導
26(水) お誕生日会
27(木) 調理保育(つき)

１～４ 身体測定週間
８(火) 虫歯予防集会
10(木) 保健指導（はな・つき)
14(月) 幼児体育指導
17(木) 調理保育(はな)
18(金) 避難訓練
25(金) お誕生日会
30(水) にじいろワークショップ

※新型コロナウィルスの感染状況によ　

　　り、 今後も行事予定の変更がある可

　　能性があります。 その都度ご連絡さ

　　せていただきます。

5月の予定

●ひよこ
 新年度がスタートして、 早一ヵ月が過ぎました。 一人

ひとりのペースで、 新しい環境にも少しずつ慣れてき

て、 担任にも、 「ニコッ！」 と可愛らしい笑顔を見せて

くれるようになりました。 お部屋で好きなおもちゃを

見つけて遊んだり、 園庭やテラスに出て外気浴をする

などゆったりと過ごしました。 ５月も、 散歩や園庭に

出て、 春の心地よい風を感じながら過ごしていきたい

と思います。 慣れない集団生活から体調を崩し易い

時期なので、 保護者の方と連絡を取り合いながら体

調管理に気を付け、 気持ちよく生活できるように心が

けていきたいと思います。

●ぺんぎん
  ぺんぎん組になって１ヶ月が経ちました。 少しずつ泣

き声が笑い声へと変わり、 園生活にもだいぶ慣れて

きてくれたのかなと嬉しく思います。 ぺんぎん組のお

友だちは、 カートでの散歩が特に大好き。 電車を見た

りお花を見たり、 歌をうたいながら散歩を楽しんでい

ます。 歌詞をたどたどしく口ずさむ姿がなんともいえ

ず可愛いです。 4 月は初めての製作で手形スタンプ

の桜、 タンポで鯉のぼりを作りました。 初めてでした

があまり嫌がらずに作ることができました。 これから

も初めての体験にたくさんチャレンジしていきたいと思

います。 保育園で過ごす時間が長くなり疲れが出て

くる頃だと思います。 休息と活動のバランスを上手に

とりながら元気に過ごしていきましょう。

●うさぎ
 うさぎ組がスタートして、 1 か月が経ちました。

リュックを背負って階段を上る姿がとても可愛いく、 新

しい部屋とおもちゃに目をキラキラさせ、 「これであそ

びたい」 「これもつかっていい？」 と楽しんでいる子ど

もたちです。

 手をつないで散歩に行くのも少しずつ上手になり、

電車を見に行ったり、 近くの公園に行き 「いっしょに

てをつなごうよ」 と誘い合う姿がとても微笑ましいで

す。 5 月もいろいろな場所に散歩に行き、 たくさんご

飯も食べて体力をつけていこうと思います。

●ことり
 入園、 進級して一ヶ月。 新しい部屋や 「ことりぐみ

さん」 の呼びかけにも慣れ、 新しい玩具や個人用の

クレヨン ・ 自由画帳にワクワク感が高まっている子ども

たちです。 気持ちはすっかりお兄さんお姉さんですが、

まだまだ甘えたい気持ちもいっぱいです。 「だっこし

てー」 と前から後ろから抱きついてみたり、 「えほんよ

んで」 とちょこんと膝の上に座ったり。 そんな姿も可

愛いみんなです。

 ことり組になって初めての体育指導では、 姿勢に気

をつけて一人ずつ 「おはようございます。 よろしくお

願いします」 とあいさつをすることにも挑戦しました。

ドキドキした表情を見せつつも、 活動がはじまると 「や

る気スイッチオン！」。 鉄棒やマット運動にも意欲的でし

た。 体育指導は月一回ですが、 クラスの活動でも定

期的に練習して様々な動きを楽しみながらできるよう

になればと思います。 今後も子どもたちの 「やりたい」

「できた」 を上手く引き出せるような新しい活動を増

やしていく予定です。

●はな
　進級したことを喜び、「はな組さん！」 と呼ばれると 「は

い！」と嬉しそうに返事をする子どもたち。 部屋ではルー

ルを確認しながら正しい使い方で遊べるよう練習中で

す。 それぞれ好きな玩具で遊んだり、 道具箱からハサ

ミを出して製作を楽しむ子もいます。 戸外では春の自

然を探したり、 バナナおにごっこやドロケイなどのルー

ルのある遊びも楽しんでいます。 先日、 チューリップ

畑に行きました。 「紫のチューリップもあるんだね！」 「き

れい！」 と目をキラキラさせていましたがしばらくすると、

「どこで遊ぶの？」 とウズウズしてきたようで、 グラウ

ンドに行き元気いっぱい遊んできました。 遠い道のり

もがんばって歩くことができました。

　少しずつ暑くなり、 疲れも出てくる時期になるので、

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月は天気の良い日が続き、 桜を見に行ったり春の

自然を感じることができました。 そして、 みんなで初

めてチューリップ畑まで、 散歩にも行きました。 チュー

リップが見えてくると、 「さいた～さいた～」 と歌を口

ずさむ子どもたち。 はな組の時に作ったこいのぼりも

気持ちよさそうに泳いでいるのを見ることができ、 とっ

ても嬉しそうでした。 お弁当を保育園のテラスで食べ

られることを楽しみに、 最後までがんばって歩いてい

ました。

　先月から朝礼が始まり、 お話を聞いたり柔軟体操や

マラソンなどを張り切って行っています。 　

　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元気に過ごしていきた

いと思います。 たくさん散歩に出かけ、 運動をしてい

きながら、 体力作りをしていきたいと思います。

　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。

保育園を支えていただいている方々

保育園は職員の他に、多くの方に支えられて運営しています。

 健診の他、日々の様々な病気・ケガについても、看護師を通して相談にのって
いただいています。

嘱託医 内　科　松崎　潤 先生 (双葉クリニック院長 )
歯　科　井上　雄温 先生 (井上歯科医院院長 )

 子どもたちから大人気の長屋先生です。毎月の幼児体育指導の他、職員を対象
とした体育指導研修も行っていただいています。

体育指導 長屋　あゆみ 先生(幼児活動研究会株式会社)

 東京家政大学・東京純心大学非常勤講師、芸術による教育の会講師、その他保
育園・幼稚園でワークショップを手がけて来られました。

にじいろワークショップ 松澤　綾子 先生

 心理・発達相談員の観点から、日々の保育へのアドバイスをいただいています。
また、職員を対象とした発達心理に関わる研修も行っていただいています。

心理・発達相談 澤井　晴乃 先生(NPO法人かけはし)
黒葛真理子 先生(チャイルドフッドラボ)
中塚　 誠  先生
原田　 文  先生　

 子どもの自然な笑顔を撮影するのがとても上手なプロカメラマンです。事務所
は相模原にあり、いつも行事のたびに車でお越しいただいています。

カメラマン 宮本　圭さん(OUTDOOR STUDIO)

こうさくやさん 辻　蔵人 先生

 青空の下、 子どもたちの作ったこいのぼりが園庭で元気
よく泳ぎ心地よさを感じます。
 今年度はいつものように子どもたちの元気な泣き声とともに
スタートできたことを嬉しく感じつつ、 早いもので 1 ヶ月が過
ぎました。 新しいお友だちも泣き声から可愛い笑顔をのぞ
かせてくれるようになり、 進級したお友だちはひとまわり大き
くなった姿を見せてくれています。 日々の活動の中で 「先
生見ててね〇〇ができるよ、 すごいでしょ」 と目をキラキラ
させて自分のできることを伝えようとする姿をよく見かけるよう
になりました。 できる自分を見てほしい、 認めてほしいととて
も意欲的です。 大人が褒めて認めてあげることこそが子ど
もたちの大きな自信へとつながります。 いろいろなことに挑
戦し、 もしも上手くいかず失敗しても、 大丈夫、 また挑戦
しようと安心して思える場を作っていきたいと思います。
 今後、 子どもたちの成長の大きなステップとなる園の行事
ですが、 今年度も変更を余儀なくされるかもしれませんが、
できないではなくできる工夫をしていきます。 保護者の皆様
にはご協力をよろしくお願いいたします。

 廃材を使った立体彫刻家主催のワークショップです。社会や日常生活から出る
廃材を用いたワークショップを開催していただいています。

クラスより


