今月の目標

ごふん
２０２1 年 5 月 6 日発行
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・保育士等との触れ合いを通して、人との関わりの心地よさを感じられる
ようにする。
・優しく愛のある雰囲気の中で、伸び伸びと身体を動かすことを楽しむ。

お知らせ・お願い

～園での生活が始まりました～
外気浴が気持ちいい季節になりました。入園してから一か月が経ち、最初
は園での慣れない生活に戸惑い、泣いてしまう子もいましたが、今では笑顔
を見せてくれることも増えてきました。自分のお気に入りのおもちゃを見つ
けて遊んだり、保育室の中を自由に動き回ったり、保育士等とのスキンシッ
プを喜んだりして、それぞれが園での楽しみ方をみつけることができてきた
ようです。これからも保護者の皆様と共に、温かく子どもたちの成長を見守
っていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。

○個人面談について
5 月 17 日（月）から 31 日（月）まで、個人面談をおこないます。
面談では、お子さまのご家庭での様子をお聞ききしながら、園での様子をお
話いたします。※

時間厳守でお願いいたします。

○保育参観について
6 月 19 日（土）に予定しております。
※

保護者は 1 名のみでお願いいたします。

○衣服について
５月に入り、暖かくなってきましたので気温の変化で調節のしやすい衣服の
ご準備をお願いいたします。

○集合写真撮影について
集合写真を 5 月１１日（火）に子どもたちと職員のみで撮影します。
服装の指定はございません。お休みされないようにお願いいたします。

今月の予定
3 日（月）憲法記念日

１３日（木）消火避難訓練（火災）

4 日（火）みどりの日

１７日（月）～３１日（月）個人面談

5 日（水）こどもの日

２０日（木）食育クッキング

6 日（木）身体測定

２７日（木）誕生会

１１日（火）集合写真撮影

しらあい
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２０２1 年５月６発行

🌼個人面談について

■5 月 17 日（月）～5 月 31 日（月）■

新年度がスタートして早一か月が経ちました。

時間厳守でお願いします。

最初は泣いていた子どもたちも少しずつ慣れ、好きな玩具を見つけ遊ぶ姿も見ら

面談では、お子さまのご家庭での様子をお聞かせください。

れるようになってきました。天気の良い日には、外に多くでて十分に遊べるよう

園での様子をお知らせします。

にしています。散歩では、散歩先で見かけた、虫やお花に興味をもち「これなあ

🌼保育参観について

に？」「ちょうちょ？」など気になったことを保育士等に聞いたりする姿が見ら

6 月 19 日（土）を予定しています。

れます。身近な環境に親しみ、触れ合う中で、様々なものに興味や関心が持てる

※

ようにしていきたいと思います。また、少しずつ歩ける距離や時間が長くなって

詳細につきましては後日お知らせいたします。

きたので行ける場所を増やして行きたいと思います。
登園時に泣いてしまう子もいますが、一人ひとりのペースで慣れていってくれ
ればと良いなと思います。

保護者 1 名のみでお願いいたします。

🌼衣服について
多めに着替えの準備をお願いいたします。
又、着脱の練習もしたいと思いますのでぴったりタイプではなく

緊張も解れ疲れも出やすい時期なので、体調管理に注意しながら、今月も楽し

余裕のあるものの準備をお願いいたします。

🌼集合写真撮影について

く過ごしていきたいと思います。

5 月 11 日（火）に子どもたちと職員のみで撮影します。
お休みされないようにお願いいたします。
とりさん‼︎

※

園指定のベビーT シャツでの登園をお願いいたします。

おはなきれいね♪

今月の予定
３日（月）

憲法記念日

13 日（木）消火避難訓練（火災）

4 日（水）

みどりの日

1７日（木）〜31 日（月）個人面談

５月の目標

5 日（水）

こどもの日

20 日（木）食育クッキング

・園の生活に慣れ安心して過ごす。

6 日（木）

身体測定

27 日（木）誕生会

（お散歩風景）

・保育士等に見守られながら、自分の好きな遊びをする。
。

１１日（火）

集合写真撮影
※

毎週水曜日は安田式体育遊びを行います。

お知らせ・お願い

びゃくぐん
２０２１年５月６日発行
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★持ち物について
・おしぼりを入れるビニール袋（1 日 1 枚巾着袋に入れて持たせて下さい。
）
・おしぼり（毎日清潔なもの 1 枚）
お手数ですが、こちらのご用意をよろしくお願いします。

きれいな新緑、温かい日差し、外遊びやお散歩が楽しい季節になりました。
入園、進級から 1 ヶ月が経ち新しい環境に少しずつ慣れてきました。お友だ
ちと同じ玩具で遊んだり、顔を見合わせたりとお友だち同士との関わりも増
えてきています。言葉のやりとりも増え「かして」
「いいよ」などの声も聞か
れるようになり保育室がよりにぎやかで楽しそうです。
自分で選んだマークやグループ名も覚えてきて、身支度がスムーズになり
ました。自分で出来ることが少しずつ増え、出来たことを褒めてほしくて態

また、持ち物につきましては必ず記名をご確認ください。
※オムツの補充につきましては、しばらくはこちらからお声掛けします。
※棚の中を確認し、着替えの衣替えをお願いします。
★集合写真撮影について
5 月 11 日（火）にクラス写真を子どもたちと職員のみで撮影します。
お休みされないようにお願いします。ベビーＴシャツでの登園をお願いします。
★個人面談について

5 月 17 日（月）～5 月 31 日（月）

度や言葉で保育士等に知らせにきてくれることも多くなりました。また、安

時間厳守でお願いします。面談ではお子さまのご家庭の様子をお聞かせください。

田式体育遊びでは、平均台の上をかにさん歩きで渡ったりマットの上をジャ

園での様子をお伝えします。

ンプしたり全身運動を楽しんでいます。積極的に体を動かし、取り組む姿が
見られ嬉しく思います。

★保育参観について
6 月 19 日（土）を予定しています。※保護者 1 名のみでお願いします。

子どもの様子を見ながら水分補給や衣服の調節などで体調管理を心掛け
楽しく過ごせるようにしていきたいと思います。

詳細につきましては後日お知らせ致します。
★消毒について
ご家庭での手洗い・うがい、園の玄関先での手指消毒のご協力をお願いします。

今月の予定
食育クッキング
こいのぼり製作

たけのこのを触ったり持ったり、皮をむいた
りもしたよ！

今月の目標
・周りの保育士等や友達と関わりながら、一緒に遊ぶことを楽しむ。

３日（月）憲法記念日

１３日（木）消火避難訓練（火災）

４日（火）みどりの日

１７日（月）～３１日（月）個人面談

５日（水）こどもの日

２０日（木）食育クッキング

６日（木）身体測定

２７日（木）誕生会

１１日（火）集合写真撮影
※

毎週水曜日は、安田式体育遊びを行います。

お知らせ・お願い

あさぎ
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室見ガーデン保育園

◎個人面談について
時間に遅れないようお願いいたします。
お家での様子をお聞きしながら、園での様子をお話ししたいと思います。

◎保育参観について

～入園式から１ヶ月～
新年度が始まり、あっという間に 1 ヶ月が経ちました。入園当初はお父さんお
母さんと離れる際に泣いている姿も見られましたが、今では笑顔でハイタッチし
て、お家の方を見送る姿が増えてきました。
朝の活動が始まる前には毎朝園庭でキッズ体操をしています。回るところでは
大きな声で「へい！」と掛け声をかけ、友達と一緒に楽しく身体を動かし元気い
っぱいのあさぎ組です。
こいのぼり製作ではにじみ絵をしました。四角に折った和紙の四つ角に絵具を
付け「何色にしようかな～」と自分の好きな色を選び、色が混ざる様子を楽しん
でいました。しっぽの部分はハサミで切り込みを入れ、そ～っとそ～っと集中し
ながら切る姿が印象的でした。いろんな色の模様がついた素敵なこいのぼりがお
よいでお部屋がとってもにぎやかでした。お絵描きあそびが大好きで、一人一冊
ある自由画帳を喜び、自分でページをめくってのびのび描き「〇〇の絵を描いた」
「これは○○してるところ」などたくさん教えてくれました。

６月１９日（土）に予定しております。

※保護者 1 名のみ

◎集合写真の撮影について
５月１１日（木）に子どもたちと職員のみで集合写真の撮影を行いますので、
お休みのないようお願いいたします。

◎週末持ち帰るもの
・帽子

・上靴

・上靴入れ

・布団

・エプロン

◎登園時間について
朝の活動にスムーズに参加できるように出来るだけ 9 時 10 分までの登園
をお願いいたします。

◎シール帳について
シール帳の各月におたより欄があります。毎月、月末にお子様の様子を記入
しますので、ご覧ください。また、何かありましたら、そちらのおたより欄
に記入をお願いいたします。

※

園に履いてくる靴下は白でお願いいたします。

今月の予定

今月の目標
・園生活に慣れてきて、身の回りのことを自分でしようとする。
・グループ活動を通して、友達との関わり方を知る。

３日（月）憲法記念日

１３日（木）消火避難訓練（火災）

４日（火）みどりの日

１７日（月）～３１日（月）

５日（水）子どもの日

２０日（木）食育クッキング

６日（木）身体測定

２５日（火）スイミング

１１日（火）集合写真撮影・スイミング
※

２７日（木）誕生会

毎週水曜日は、安田式体育遊びをおこないます。

個人面談

こんぺき
２０２１年 5 月 6 日発行

お知らせ・お願い
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✿爪が伸びている子が目立ちます。
土日で切って、月曜日(週初め)には短い状態で登園させてください。
✿個人面談について✿

◆色々な活動に取り組んでいます！◆

■5 月 17 日(月)～5 月 31 日(月)■

時間厳守でお願いいたします。
面談では、子どものご家庭での様子をお聞かせください。

進級してあっという間に 1 カ月が過ぎました。子ども達は、初めて保育室やロ
ッカーの場所が変わって戸惑う姿も見られましたが、以前から憧れていた“こん
ぺき組”になり、毎日元気に登園してくれて嬉しく思います。
さて、進級してからたくさんの製作に取り組んでいます。クレパスを使っての
色塗り、マーカーできゅうりのいぼいぼを表現したり、紙・ストローを使ってみ
んなで装飾作りをしました。どの活動もすぐには終わらない内容でしたが、子ど

園での様子をお伝えします。
✿保育参観について✿
6 月 19 日(土)を予定しています。
※

保護者 1 名のみでお願いいたします。

詳細につきましては、後日お知らせいたします。
✿集合写真撮影について✿

も達は集中して取り組み、完成した時には“やったー！！！”と歓声を上げてい

5 月 11 日(火)に、子ども達と職員のみで撮影します。

ました。様々な活動を通して、集中力や最後までやり遂げる力を養い、お友達と

お休みされないようお願いいたします。

協力することの楽しさを、子ども達に伝えていきたいと思っています。

※

また、先日持ち帰ったこいのぼりの製作も、子ども達の意見を取り入れながら

白の靴下を履いてきてください。

✿尿検査について✿

活動を進めました。決められた物を作るだけでなく、自分たちで考えて製作活動

5 月 31 日(月)に検査キットを配布しますので、必ず 6 月 1 日(火)に提

ができるようにしていきます！

出してください。

5 月も楽しい活動に取り組み、私も子ども達と一緒に楽しみます。

5 月の予定
5 月の目標
・園生活の流れが分かり、自分たちで考えながら行動できるようになる。

3 日（月）憲法記念日

１３日（木）消火避難訓練（火災）

環境の中での過ごし方や生活の流れが分かり、見通しを持って生活した

4 日（火）みどりの日

１７日（月）～３１日（月）個人面談

5 日（水）こどもの日

２０日（木）食育クッキング

6 日（木）身体測定

２５日（火）スイミング

り、身の回りのことを自分で行ったりする。
シール帳について
・新しい環境の中での過ごし方や生活の流れが分かり、見通しを持って

シール帳の各月におたより欄があります。毎月、月末にお子様の様子を記入し

生活したり、身の回りのことを自分で行ったりする。

ますので、ご覧ください。また、何かありましたら、そちらのおたより欄に記
入をお願いいたします。

・新しい環境の中での過ごし方や生活の流れが分かり、見通しを持って
生活したり、身の回りのことを自分で行ったりする。

１１日（火）集合写真撮影

２７日（木）誕生会

スイミング
※毎週水曜日は、安田式体育遊びを行います

今月の目標

ぐんじょう
２０２１年５月６日発行
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健康な生活の仕方を知り、身の回りのことを進んでする。

お知らせ・お願い
・個人面談について

ぐんじょう組さんではあかグループ、あおグループ、みどりグループ、ぴん

5 月 17 日～３１日までで個人面談を予定しております。

くグループの４つのグループがあり、グループごとにお当番活動に取り組んで

時間に遅れないようお願いいたします。

います。みんなの前に立ちお手本となって朝の会をしたり、廊下掃除を行って

お家での様子をお聞かせください。園での様子もお伝えします。

います。お当番がくるのを楽しみに待っているぐんじょう組さん！お当番の日

・保育参観について

はとても張り切っていて頼もしい姿が見られます。お当番の内容もこれから増

6 月 19 日（土）に保育参観を予定しております。

やしていきたいと考えています。

※保護者 1 名のみ

みんで春を探しに図鑑を持って戸外散歩にも行ってきました。保育園を出た

・尿検査について

瞬間から「この花の名前なんだろう」
「先生あれ見て」
「こんなの見つけたよ」

４、５歳児のみ尿検査があります。

と視野を広げながら様々なものに興味津々の子どもたち。すぐに自分の図鑑で

5 月 31 日（月）に配布しますので、6 月 1 日（火）に必ず持ってきてください。

調べて友だちや保育士と共有していました。分からないことを自分で調べて分

・写真撮影について

かったときのこどもたちの反応がすごくよかったです。保育園に帰ってきたら

5 月 11 日（火）に子どもたちと職員のみで写真撮影を行いますので、

「楽しかった！」「また行きたい！」と言っていました。

お休みのないようお願いいたします。※白靴下を必ず履いてきてください。

食育クッキングでは、春ならではの食材であるたけのこを包丁で切ることに
挑戦しました。たけのこを触ってみたり匂いをかいだり興味津々な子どもたち

今月の予定

でした。包丁を使ったことがある子が多く、とても上手に切ることができてい
ました。次の日にみんなが切ったたけのこがたけのこご飯になりました。前日

３日（月）憲法記念日

１３日（木）消火避難訓練（火災）

から楽しみにしていた子どもたち。自分たちで切ったたけのこはより一層美味

４日（火）みどりの日

２０日（木）食育クッキング

しかったようでとても嬉しそうにおかわりもして食べていました。

５日（水）こどもの日

２５日（火）スイミング

６日（木）身体測定

２７日（木）誕生会

１１日（火）スイミング、集合写真撮影
※毎週水曜日に安田式体育遊びをおこないます。
※17 日（月）～31 日（月）個人面談

