お知らせ
第 5 回入園式が行われました。

なかよしだより

親子遠足に行ってきます

4 月 1 日（土）第 5 回入園式が 4 階で行われまし

5 月 18 日（木）ゆり、ひまわりぐみは、親子で都

た。今年は、25 名の子ども達が両国・なかよし保

営貸切観光バスに乗って、親子遠足にでかけます。

育園に入園されました。小さな赤ちゃんはお父さん

今年は、お台場の「日本科学未来館」や「お台場海

社会福祉法人悠晴 両国・なかよし保育園

やお母さんに抱っこされて、３歳児は椅子に座って

浜公園」へ行く予定です。レインボーブリッジを見
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保育士たちの手遊びを見たり、職員たちによる「ハ

たり、海浜公園で、美味しいお弁当を食べたりして、

柔らかな陽ざしの下、木々の芽吹きを感じながらお散歩が気持ち良く楽しめる季節となりました。

ンドベル」を聞いたりして楽しみました。今年は土

心に残る素敵な思い出を作ってほしいと思います。

入園や進級で新しい環境となり、不安や戸惑いの姿もあった子ども達でしたが 1 ヵ月が経ち、やっと自分の居場

曜日だったこともあり、在園児さんの歓迎の言葉や

小さいクラスの子ども達もゆりぐみ、

所を見つけ、落ち着いて過ごせるようになってきました。自分の気持ちを精一杯出し、担任に受け止めてもらい、

歌は予めビデオで撮影した映像

ひまわりぐみになると、

安心している姿が見られています。友だちや保育士との関わりの中で、自己発揮して意欲的に過ごせるよう、援助

を見て頂きました。

親子遠足があることに

していきたいと思います。集団生活は、お家にいる時とは違って多くのお友だちや大人との関わりがあります。生

これから始まる保育園生活

期待が持てるといいで

活のリズムも整い、生活面の自立も早く確立していく良さはありますが、まだまだ、ゆったりとした関わりや、自

仲よく楽しく過ごしましょう。

すね。

分だけへの愛情が必要な時期です。ゴールデンウィークはご家族でゆったりと過ごしたリ、楽しい体験をしたりし

どうぞよろしくね。

て子どもたちの心も身体を十分に休ませてほしいと願っています。
この頃はスマホや携帯が普及し、とても便利な時代になりました。子どもの世界でも当たり前のように「ゲーム」
や「ユーチューブ」を楽しむ姿が見られています。じっと画面を見たりしていることで目への影響や心の成長にも

クラス懇談会ありがとうございました。

影響があるのではないかと心配しています。大人同士もメールやラインで簡単に連絡できて便利になりましたが、

着替えを十分にご準備ください。
急に暑くなったり、寒くなったりして体調を崩して

文字だけの一方的なものは気持ちが伝わらず誤解が生じてしまうこともあるのではないでしょうか。正しい情報や

4 月の懇談会・おやつ参観には多くの皆様にご参加

しまいますね。ロッカーには、長袖、半袖両方入れ

その人の気持ちや思いが伝わらず、信頼関係を作りにくくなってしまうのではないかと感じています。目と目を見

いただきましてありがとうございました。

て置いてください。保育園では気候に合わせて衣服

つめ、言葉を交わすコミュニケーションで信頼関係を作る大切さを今の子どもたちには、伝えていきたいと思って

保護者の皆様と交流を深める機会をとても嬉しく

います。保護者の皆様も育児や仕事に忙しい毎日ですが、スマホに大切なお子さんとのコミュニケーションの時間

思います。この 1 年間の保育園の保育のねらいやク

を奪われないようにしてほしいと願っています。短い時間でも子どもと触れ合い心から笑い合ったり、絵本やお話

ラスの年間目標などご理解いただけましたでしょう

をじっくり読んであげたりし親子一緒に感動の時間を共有することで、お子さんとの絆が生まれてくると思います。

か。

★園児の保護者の方がお仕事を辞められた場合や、

子どもたちは今、人格形成を作る大切な時期を過ごしています。まわりの大人たちもあらためてそのことを考え、

今後もご家庭と保育園とが連携してお子さんの成長

出産休暇・育児休業を取られる場合、保育の支給認

お子さんとの関わりの時間を大切にしてほしいと思います。

を支えて参りたいと思います。お子さんの心身の発

定区分が変更となる場合がありますので、区役所に

達や、お友だちとの関わりなどについて疑問などが

届出が必要です。用紙は保育園にありますので、お

ありましたら、いつでも話し合って、お子さんを見

声掛けください。

つめ、よりよい援助を行っていきたいと思います。

★保育料は、必ず期限までにお支払いください。

園長
5月
2 日（火）

子どもの日お祝い会

9 日（火）

6月

調整を行っていきます。またすべてのものに記名を
お願いします。
墨田区役所からのお知らせ

1 日（木）

0 歳児健診

指定期限までの保育料の納付がない場合は、滞納処

避難訓練

12 日（月）

英語あそび

分を行うことがあります。

11 日（木）

内科健診

15 日（木）

避難訓練

詳しくは、入園係までご連絡ください。

15 日（月）

英語あそび

19 日（月）

0，1 歳児保育参加

18 日（木）

親子遠足

25 日（木）

歯科検診

20 日（火）

2 歳児保育参加

26 日（金）

食育集会

21 日（水）

3 歳児保育参加

バーコードリーダーをお忘れなく！

保育時間について

29 日（月）

英語あそび

22 日（木）

4 歳児保育参加

登園時と降園時には、事務室前のパソコンのバーコ

保護者の皆様の就労申告に合わせ、区から「標準時

31 日（水）

誕生会

23 日（金）

5 歳児保育参加

ードリーダーにカードを通すことをお忘れないよう

間保育」か「短時間保育」の支給認定書が届いてい

29 日（木）

プラネタリウム見学(5 歳児)

お願いします。お忘れになりますと、延長料金がか

ると思いますのでご確認ください。

30 日（金）

誕生会

かることがあります。

「標準時間認定」「短時間認定」にかかわらず、保

また、万が一の避難の際の大事な人数確認になりま

育施設に預けられる時間は、
「就労時間」+「通勤時

すのでお忘れなく通してください。

間」のみとなります。

※毎週水曜日 3，4，5 歳児は
体操指導があります。

担当 子ども施設課入園係

19 日～30 日個人面談（希望者）

※毎週水曜日 3，4，5 歳児は
体操指導があります。
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各クラスから

すみれぐみ（3 歳児）

ももぐみ（0 歳児）

養護・・・一人ひとりの子どもが快適に生活できるようにする。

保育のねらい

教育・・・戸外で十分に身体を動かして遊ぶことを楽しむ。

養護・・・生活リズムの慣れ、安心して過ごせるようにする。

すみれぐみでの生活がスタートし、早 1 ヵ月が経ちました。

教育・・・発達に応じ、身体を動かして遊ぶことを十分に楽しむ。

4 月当初は環境の変化に落ち着かない子ども達でしたが、徐々に生活にも慣れ、

入園して早くも 1 ヵ月。最初は環境に戸惑い、不安で泣いてい

レールを皆で繋げて長い線路を作って遊ぶ姿やままごと遊びを通して

た子どもたちでしたが、少しずつ保育園での生活や保育者に慣れ、

友だちと関わる姿が見られるようになってきました。

日に日に笑顔を見せてくれることが増えてきました。

また、新たに始った体操指導では、準備運動時バナナのポーズやスー

保育室では、周りの様子をじっと観察して興味ある玩具に手を

パーマンのポーズを取って楽しんでいます。英語遊びでは音楽

伸ばして遊んだり、ずり這いやよちよち歩きで探索をしたりしてい

に合わせて身体を動かし、天気や数字の英語を笑顔で口にする姿

ます。

が見られました。

「あー」と声を出して自分の気持ちを主張する姿も見られたりして

今月は戸外に出掛ける機会を多く設け、かけっこ等の運動遊びや固定遊具

います。

を使った遊びを十分に楽しめるようにしていきたいと思います。
担任

お座りして遊べるよ。

バナナポーズ

担任

ゆりぐみ（4 歳児）

たんぽぽぐみ（1 歳児）

養護・・・一人ひとりの思いや要求を受け止め、安心して過ごせるようにする。

養護・・・生活のリズムを整え無理なく過ごせるようにする。

教育・・・友だちや保育士と一緒にルールを守って簡単なゲーム遊びを楽しむ。

教育・・・楽しい雰囲気の中で、安心して自分の遊びを見つけ

先日はお忙しい中、懇談会にご参加いただきありがとうございました。

園生活を楽しむ。

保護者の皆さまから子どもたちのことを伺ったり、また園での様子をお伝えしたりする機会となり、とても良
い時間を持つことができました。

先日はお忙しい中、懇談会にご参加頂きありがとうございました。

ゆりぐみになり 1 ヵ月が経ちました。新しいクラスや環境にも少しず

4 月は、新しい保育園生活に不安になる子や泣いてしまう子も多か

つ慣れ始め、友だちや新しい保育士と笑顔で過ごし、お当番活動を楽

ったのですが、徐々に保育園や保育士に慣れ、笑顔で玩具に興味を

しみにしたり、給食時の配膳を上手に行ったりと、頼もしい姿が見ら

桜の花も見たよ。

ち遊ぶ姿も見られるようになりました。散歩では、月齢の高い子た

れています。散歩先では、桜や暖かい風から春を感じて来ました。室

ちは元気よく歩きまわり、月齢の低い子たちは春の風を感じながら、

内では、
「はないちもんめ」
「ドンじゃんけんポン」
「ハンカチ落とし」

外気浴を楽しみました。

等、新しい遊びを知り、身体をたくさん動かして遊ぶ機会が増えてい

5 月は、体調に気をつけながら過ごしやすい季節を楽しみ、外の世界にも

ます。5 月はますます気候が良くなり、戸外活動が楽しい季節になっ

興味を広げていきたいと思います。

てきます。子どもたちが十分楽しめる様々な活動を入れていきたいと
思います。
担任

春風、気持ちいいね。

担任

ひまわりぐみ（5 歳児）

ちゅーりっぷぐみ（2 歳児）

養護・・・一人ひとりが自分の気持ちを安心して表すことができるようにする。

養護・・・気持ちに寄り添い、安心して生活ができるようにする。

教育・・・自分の役割を考えながら、グループ活動や当番活動に意欲的に取り組む。

教育・・・簡単な身の回りの事を自分でしようとする。

季節の自然物に興味を持ち、関心を広げる。

児童遊園へお散歩に行きました。自分で帽子を被り、靴下と靴を履いて準備をし、

ひまわりぐみでの生活が始まり、あっという間に 1 ヵ月が経ちました。子どもたちは、新しい生活の仕方を

お友だちと手を繋いで歩くことも上手になり

覚え、自分で出来ることを進んで行いながら意欲的に過ごしています。

ました。

二分音符・四分音符・八分音符のリズム打ちや鍵盤ハーモニカの取り組

公園に着いてからも、草花に目を向けたり、石を集めたり、かけっ

みを行ったり、筆を使って絵を描いたりと色々なことに挑戦する中で、

こをしたりと自分の好きな遊びを見つけて楽しんでいます。

年長児クラスへ進級した喜びを感じ、楽しく活動しています。天気の良い

5 月も戸外に出て、春の気候を感じながら身体を動かす機会をつく

日には、お散歩に出かけ、花や昆虫を観察し図鑑で調べたり、暖かな陽ざ

りたいと思います。

しを浴びながらお友だちと元気いっぱい走り回って遊んだり、十分に体を
動かしたりすることができました。5 月も引き続き、友だちや保育者と
楽しくのびのびと過ごせるようにしていきたいと思います。

児童遊園でヨーイドン！

担任

先日は、懇談会にご参加いただきましてありがとうございました。 担任

鍵盤ハーモニカに集中してます

