
7 月の予定

８月の予定

１(金) プール開き

４(月) 幼児体育指導

４～８ 身体測定週間

７(木) お誕生日会＆七夕集会

９(土) あおぞらカーニバル

11(月) 保健指導(つき)

12(火) 調理保育(つき)

13(水) 保健指導(ことり)

14(木) 保健指導(はな)

　　　 ０歳児健診

15(金) 調理保育(ことり)

　　　 保護者懇談会(つき)

19(火) こうさくやさん

22(金) 夏を楽しむ会

25(月) 避難訓練

27(水) にじいろワークショップ

１～５ 身体測定週間

18(木) 避難訓練

23(火) 幼児体育指導

24(水) にじいろワークショップ

26(金) お誕生日会

31(水) プール納め

あおぞら保育園　2022年７月号

７月の園だより

　暑さも日々増していき、本格的な夏がやってきまし

た。

　ここから、子どもたちが心待ちにしている行事がい

くつもはじまります。未だに新型コロナウィルス感染

症は終息ならずの状況ですが、東京都の感染者数は減

少しつつあります。このまま良い方向に向かう事を願

いつつ、これからの行事は少しずつ以前のような形に

近づけていければと考えております。

　まず最初の大きな行事、あおぞらカーニバルですが、

今年度も感染対策を行いながら全クラスが参加できる

形での開催を考えております。短い時間にはなります

が、親子で楽しいひと時を過ごしていただければと思

います。

　カーニバルのメインとなる年長さんによるおばけ屋

敷は、それぞれ子どもたちが思い描く個性豊かなおば

けたちが勢揃いします。今回のテーマは『おどろかす』

です。あらゆる場所からおばけが飛び出し驚かしてく

れるようです。本来でしたら皆さんに見ていただきた

いところではありますが、今回はおばけが登場するお

ばけ屋敷は年長さんの保護者のみとさせていただいき、

それ以外の保護者の皆様は、おばけたちには会えませ

んが、おばけ屋敷の中をご覧いただき雰囲気を味わい

ながら子どもたちの頑張りを知っていただけたらと思

います。

●ひよこ
　保育園に入園して３か月が経ち、新しいものや場所

にたくさん興味を持っているひよこ組さん。カートに

乗り駅へ行ったり園周辺をお散歩しています。周りを

よく観察してみたり、カートの揺れが心地よくて少し

寝てみたりとそれぞれ楽しんでいます。電車を見に行

くと、最初は反応がありませんでしたが、次第に音が

聞こえるだけでも反応する子も出てきました。電車が

通ると声を出して喜んだり、「ばいばい」と手を振る

子もいてとても可愛いです。７月は水に触れたり、沐

浴を通して汗を流し、心地よく過ごせるようにしてい

きたいと思います。また、暑い日が続きますので、タ

オルや着替えの補充をよろしくお願いします。

●ぺんぎん
　梅雨空の合間にも暑く晴天の日があったりと、体調

管理が難しい時期ですね。雨の日はお部屋にて製作で

お花紙を手で丸めたり、絵の具を手に付けてペタペタ

自由に紙にペイントするなど、いろいろ感触を楽しみ

ました。雨が降っていない日は園庭やお散歩に出て、

みんなが大好きな外遊びをしました。駅や園周辺、近

場の公園にたくさん出かけ、いろいろな植物や虫を見

たり触れたりしています。「まてまて～！」と追いか

けると全身を使って一生懸命走ったり、遊具にも自分

から挑戦するなど、たくさん身体を動かして元気に遊

びました。

　いよいよ夏本番。今月から水遊びが始まります。汗

をかいたらシャワーも浴びたいと思いますので、お手

数ですが毎日フェイスタオルのご用意をよろしくお願

いいたします。

●うさぎ
　6 月は新しいことにトライしたうさぎ組さん。製作

では絵の具で七夕のための染紙をしました。和紙を三

角に折って、タライの絵の具にチョンチョンとつけて

から広げると、色がついていて「わ～」の歓声と「やっ

てみたい」の声で溢れていました。やる気満々な様子

が素敵でした。テラスではシャボン玉や、ポックリ、

三輪車に挑戦。回数を重ねるたびに上手になり、楽し

さがわかるようになりますね。なぜかポックリを「ア

ルパカ」と呼んでいるのが可愛らしかったです。ホー

ルでは感覚遊具に乗りました。ゆらゆらと揺らしたり、

ぐるぐると回しても怖がらずにみんな楽しんでくれま

した。7 月は水遊びがはじまります。体調を整えて楽

しく過ごしていきたいと思います。

●ことり
　公園に行くと、遊具はもちろんですが何があるかな

と探索遊びに夢中のことり組。見つけたのは虫や木の

実、面白い色の石や葉っぱ、木の枝などなど。遊び始

めると夢中になり、あっという間に帰る時間になるこ

ともあり、「あれ？遊具で遊ばなかったね」という日

もよくあります。いろいろな発見ができた6月でした。

　今月はいよいよプールが始まります。今年から幼児

の大きいプールにデビューする子どもたち。たくさん

の水や、使ったことのない玩具など、興味津々になる

ことでしょう。楽しい半面、危険も多いプールですの

で事前にしっかりお約束をして安全に楽しみたいと思

います。また、7 月は調理保育も行う予定です。こち

らも初エプロンデビューです。今から「持ってきても

いい？」という子もいるほどで、いろいろな初めてが

今から楽しみです。

●はな
　6 月は七夕飾りや夏の製作をみんなで作りました。

夏の製作では冒険をテーマに自分たちでオリジナルの

探検隊を作りました。毛糸を使って糸通しでボートを

作り、顔や髪の毛はハサミを使って自分の好きな髪型

を作りました。みんなの個性がたくさん出ているので

ぜひ見てみてください。

　そして、みんながとても楽しみにしていた調理保育

がありました。今回はクッキーを作りました。その日

の朝はやる気満々で登園してきた子どもたち。話もよ

く聞いて頑張っていました。クッキーの生地の型抜き

では、味の違う生地を混ぜてみたり、いろいろな型を

取っては嬉しそうに見せてくれました。自分たちで

作ったクッキーは、とてもおいしかった様子で、中に

は「ママにプレゼントする！」と言う子もいて楽しい

思い出になりました。

　７月からいよいよプールが始まります。気温が高い

日には「今日プールはいる？」と今からワクワクして

いる子どもたちです。ルールを守りながら安全に、み

んなで楽しんでいきたいと思います。

●つき
　もうすぐあおぞらカーニバルですね。衣装も装飾も

一つずつ、子どもたちと製作して、毎日少しずつ準備

を進めていきました。今年は、つき組・はな組の二つ

のお部屋に分かれて子どもたちがどこかに隠れて、保

護者の皆様を驚かします。今年度も、事前におばけや

しきについての紹介を動画で撮影しました。動きやこ

とばを覚え、たくさん練習もしてきました。お家の人

に来てもらうことをとても楽しみにしています。

　そして、カーニバルが終わると、みんなが待ちに待っ

たプール遊びになります。去年よりも成長して水に対

する恐怖感も少なくなってきたので、みんながどのよ

うにしてプール遊びをするか楽しみにしています。

プール遊びで疲れも出やすくなる時期なので、水分補

給をこまめにとり、休息をしっかりとりたいと思いま

す。ご家庭でも体調管理をお願いします。

　また、運動会の踊り・組体操・跳び箱の練習も少し

ずつ始まります。盛りだくさんですが、毎日楽しく過

ごしていく予定です。

　

下着 ( パンツ ) の貸し出しについて
　保育園では、衛生面を考慮して下着 (パンツ )

の貸し出しはせず、新品をお渡しします。保護者

の皆様は、保育園よりお渡しする『貸し出しカード』

に記載されている同じサイズの下着を新たにご購

入いただき、1週間以内に保育園までご返却いた

だきますようお願いいたします。

 ９月１日(木）に受け渡し

訓練を行います。時間等の

詳細は、後日おたよりにて

お知らせいたします。

受け渡し訓練

　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。また、

門扉の開閉時は、御面倒でもカ

ラビナをおかけください。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、雨天時は足元が滑り

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
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　現在まで使用して参りました生活記録表（チェックボード）ですが、保護者の方より個人情報等が保
護されていないとのご指摘をいただきました。また、改正個人情報保護法（令和 4年 4月 1日）の施行
を受け、検討した結果、7月より登園時は『登園時伝達カード』に、降園時の記録表は形式を、それぞ
れ変更いたします。突然の変更でご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をどうぞよろしくお願
い申し上げます。

登降園時の
　生活記録表変更のお知らせ

登園時

1 日 1枚ご利用ください。

●全クラス記入

　→必ずご記入ください。

●必要な御家庭のみ記入

●ひよこ組のみ記入

　→登園前ミルクの最終摂取時間と量

※伝達は担任に伝えておきたいことがあ

　ればご記入ください。ノートでも可。

※カードを忘れた場合は、登園時に職員

　までお声掛けください。

※1か月分のカードを各御家庭に配布

　いたします。カードがなくなりま

　したら、その都度お渡ししますので、

　職員までお声掛けください。

登園時伝達カードの記入例

降園時

○×△ ○

×△□○

　お迎えの際、各クラスのチェック

ボードの『伝達特記事項』の欄をご

確認ください。『○』のチェックがあ

る場合は、職員より伝達があります

ので、職員までお声掛けください。

『○』の記入がない場合は、個別の伝

達事項はありません。

　また、『保護者の方へお知らせ』は

クラスよりお知らせがある場合、記

載します。『今日の活動』はその日の

クラスの様子を記載しますので、毎

日ご確認をお願いいたします。

お迎えに来る方 父　母　(　　　　)

全　半　少　未

時

必要な場合

○印を記入

分

時 分

頃

cc

お迎えの時間

軽食

朝食

ミルク

睡眠

検温

排便

プール

児童名

伝達

降
園

登
園
ま
で
の
生
活

○または

×を記入

時

① ②

分

　 : 　～　 : 　 　 : 　～　 : 　

度 分
自宅服薬
(○印を記入 )

体調により入れない
場合は×印を記入

夏期

クラス

　　月　　　日

(０～５)

登園時伝達カード

○ ×

５ あお そらえもん

16 30

○

○

６ 30

６ 15 200

21 00 ６ 00

○

36 ５

×

（例） ・便が出ていません
　   ・本日の連絡先を変更
　　 ・鼻水が出ています

その日の日付

その日のお迎えの
人が変更の場合、
連絡先

便が出たら○
出ていなければ×
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