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6月の予定
●ひよこ

 晴れたり雨が降ったり、 天気の移り変わりが多い季

節になりました。 体調を崩してしまう子もいましたが、

保育園の環境にもすっかり慣れ、 毎日笑顔がたくさん

見られるようになり、 とても嬉しく思います。 カートに

乗り園周辺をグルっと散歩に行き、 電車が通ると 『ば

いばーい！』 と手を振ったり、 不思議そうにじーっと見

たりするなどそれぞれの反応が可愛らしいです。 また、

お友だちが持っているおもちゃに触ろうとしたり、 顔を

近づけたり、 頭を撫でてみたりと、 お友だちにも少し

ずつ興味が出てきています。 たくさんの刺激を受けな

がら、 引き続き元気に楽しく過ごしていきたいと思い

ます。

●ぺんぎん

 先月は疲れが出てきたのか体調が崩れ、 熱や咳でお

休みする子が多くみられました。 暑い季節が近づいて

いるので体力をつけていきたいですね。 散歩へ出かけ

ることが増え、 長い距離も歩けるようになってきまし

た。 水木公園では山登りをしたりと、 脚力もだいぶつ

いてきました。 最初は公園が怖くて泣いていた子も、

今では自分から遊びを見つけたり、 傾斜がきついとこ

ろにもチャレンジしています。 たくさん遊んだ後にお茶

にしようかと担任が話していると、 そばに来て座って

待っているようになってきました。 生活の流れが分かっ

てきているようで嬉しいです。 雨が続くと部屋での活

動も増えますが、 身体を動かすのが大好きなクラスな

ので、 けがに気を付けながら楽しみたいと思います。

汗をかく季節になりますので、 毎日シャワー用タオル

をお持ちください。

●うさぎ

 ゴールデンウイークのお休みがありましたが、 元気に

笑顔で登園してくれるようになったうさぎ組さん。 クラ

スでは 『ねこのピート』 という絵本が大流行で、 絵本

の時間になると 『ピートがいい！』 とリクエストがあるく

らい人気です。 絵本の途中で出てくる歌を口ずさんで

楽しそうに見てます。 最近は、 みんなで散歩の練習を

頑張っています。 お友だちと手をつないで園周辺を一

周するところからスタートし、 少しずつ上手になり距離

をのばしているところです。 ６月は雨の日が多くなると

思いますが、 室内で楽しめる遊びも見つけながら、

晴れた日は戸外でたくさん体を動かして過ごしていき

たいと思います。

●ことり

 ことり組になってから、 やる気スイッチオンの子ども

たち。 先月からは当番活動も始まり、 朝には野菜の

水やり、 歌を歌う時はちびっ子先生として前に出て歌

うなど頑張っています。 人前で行うことに、 まだ恥ず

かしさはあるものの 『明日はお当番だ！』 と前日から

張り切り 『お水まだやらないの？』 と聞く姿もあり嬉

しく思います。 運動面では鉄棒にぶら下がった状態で

両足を持ち上げることや前向きで平均台を渡ることに

チャレンジし、 自分のペースで頑張っています。 また、

午後に園庭やテラスに出て遊ぶ日を少しずつ増やして

います。 数人で鬼ごっこやままごとをして遊んだり、

砂山や大きな穴を掘ったりと、 お友だちと協力しなが

ら遊べるようになってきました。 天気の良い日は夕方

も外遊びをしていこうと思います。

●はな

 少しずつ暑くなり、 汗でびっしょりになって遊ぶ子ど

もたち。『今日は汗かいたからシャワーする？』とシャワー

も楽しみにしているようです。 プランターにはオクラの

苗を植えました。 毎日お当番さんが張り切って水をあ

げてくれ、 『おおきくなりますように！』 とパワーを送る

姿が可愛いです。 運動では、 ストレッチや手押し車、

両足ジャンプをコツコツやってきた成果が少しずつ出始

め、 ブリッチ ・ 連続前転 ・ 鉄棒 ・ なわとびなどできる

ことが増えてきました。６月は雨の日も多くなりますが、

ホールなどで体を動かして夏を楽しめる体力づくりをし

たり、ゲームや製作をして楽しく過ごしたいと思います。

●つき

 ５月に入り気温も高くなり半袖で遊ぶことも増えてき

ました。 最近では、 散歩先の公園でどろけいや鬼ごっ

こなど、 自分たちでルールを話し合って決めるという

場面が増えてきました。 逃げる人の人数を数えて鬼の

人数を決め、 『とりあえず２人でやってみよう！多かった

ら鬼増やそう！』 と、 提案する姿が見られるようになっ

てきました。 菜園活動では、ナスの苗を植えました。『お

おきくなーれ』 と願いを込めて、 毎朝お当番さんに水

やりのお仕事をしてもらい大切に育てています。 『ナス

食べられるかなぁ～』 という子も多いので、 美味しく

食べられるように調理方法も考えていきたいと思いま

す。 そして、 少しずつあおぞらカーニバルのおばけや

しきに向けての話し合いも始めています。 子どもたち

のイメージに合うような衣装や装飾を一緒に考えてい

き、 一からみんなで作り上げていくことを経験できる

ようにしていきたいと思います。

7月の予定

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)
11(金) ０歳児健診
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

１(木) プール開き
５(月) 幼児体育指導
５～９ 身体測定週間
７(水) お誕生日会＆七夕集会
10(土) あおぞらカーニバル
13(火) 保健指導(ことり)
14(水) 保健指導(はな)
15(木) 保健指導(つき)
　　　 調理保育(ことり)
16(金) 夏を楽しむ会
20(火) こうさくやさん
28(水) 調理保育(つき)
29(木) 避難訓練
30(金) にじいろワークショップ

 雨上がりの水たまりに映る青空と子どもたちの元気な姿、
この季節ならではの景色を微笑ましく感じます。 新しい生
活にも少しずつ慣れ、 自分なりのリズムが作れるようになっ
てきた子どもたちです。 日々周りに刺激を受けながら、 あら
ゆることに挑戦しようとする姿をあちらこちらで見かけます。 が
んばって挑戦したものの思い通りにできず悔し涙する子、 で
きたことが嬉しく、 それを周りの人に共感して欲しくて大声
で教えてくれる子と様々です。できたできないの成果ではなく、
何かに向かってやろうとするその気持ちこそが大切だと思い
ます。 子どもたちにとってこの小さな積み重ねの経験が大き
な力となり、 大切な土台になっていくのだと思います。
 まだコロナ禍が続きますが、 年長さんは７月のカーニバルに
向けて毎日楽しそうにおばけ屋敷の構想を練っているようで
す。 カーニバルを開催できる状況であることを祈りつつ、 どん
なおばけさんたちが登場するのか楽しみにしたいと思います。
今月も子どもたちが元気に思う存分活動できるよう見守っ
てまいります。

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

　　　　　　　　　　　　　　  日付 ： 7月 10 日 ( 土 )

　　　　　　　　　　　　　時間 ：午後４:00( 予定 )

　　　　　　　　　　　　　場所 ：あおぞら保育園駐車場

  今年度は、規模を縮小して開催いたします。野外で楽しんでいた

だけるゲームを予定しています。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始

まります。詳細は後日おたよりを配布いたします。

○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。

7 月１日はプール開き (予定 )です

子どもたちが
心待ちにして
いるプール開
きの時期にな
ります。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

 保育園の前の道路をお子さまが一人で

歩く姿や、転んでケガをして登園される

お子さまが増えてきています。駐車場・

駐輪場と保育園門扉の往来の際は、必ず

お子さまの手を離さぬようご協力をお願

いします。急な飛び出し等もありますの

で、お車をご利用されるご家庭は徐行運

転にもにご協力をお願いします。なお、

梅雨時期は足元が滑りやすくなりますの

で、十分お気を付けください。 

送迎について


