保育参加・個人面談について

なかよし
だより

保育参加・個人面談についてのおたよりを配布しま

当園では、夏の間（7 月、8 月）は当ビル裏の駐車

した。参加ご希望の方は、申し込み用紙に記入して 6

場にプールを設置し全クラス交代で水あそびを行いま

月 9 日（金）までに担任にご提出ください。

す。天気の良い日は、ほぼ毎日行う予定です。7 月 4

保育参加は、入園・進級して園生活を楽しんでいる
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プール、水遊びについて

日のプール開きまでに下記の準備をお願いします。

様子をご覧頂いたり、お子さんと一緒に保育園生活を

・水着（ビキニ型ではないもの）

体験したりして、園生活へのご理解を深めていただく

おむつが外れていない子は、

爽やかな初夏の風が心地よい季節となりました。子どもたちはもうすぐ来る梅雨期の前に、この季節を満喫し

機会となります。また、個人面談では、担任とお子さ

ようと散歩や公園などに出かけ戸外活動を楽しんでいます。急に暑くなり、汗をたくさんかいてしまうお子さん

んの園での様子やお家での様子などを話し合い、お子

・タオル・水泳帽・プールバック

もいますので、水分補給や休息、着替えなどをしっかり行い、梅雨期を健康に元気に過ごせるようにしていきた

さんへの理解を深める機会となればと思っておりま

★4，5 歳児は、今年度も週 1 回ルネサンススイミン

いと思います。

す。皆様のご参加をお待ち

入園・進級を迎えてから 2 か月が過ぎ、各クラスとも生活のリズムが安定してきて担任に愛着を持ち、

しております。

プール専用紙おむつの準備をお願いします。

グスクールに通う予定です。
※詳しくは、担任よりお知らせがありますので、ご確

のびのびと過ごせるようになってきました。保育園で様々な活動を行い、お友だちと触れ合いながら自己発揮し

認ください。

ている子どもたちです。そんな様子を見て頂こうと今月は、保育参加や個人面談も計画しておりますので、この
機会に是非、保育園へ足を運んでいただければと思っております。
ゆり、ひまわりぐみは先月、大型観光バスでお台場の「日本科学未来館」
「お台場海浜公園」へ親子遠足に出か
けてきました。途中からあいにくの雨に見舞われてしまいましたが、子ども達にとって忘れられない楽しい思い
出となりました。保護者の皆様には、お忙しい中ご協力いただきまして、ありがとうございました。
保育園には、季節や伝統を踏まえた行事や、誕生会や食育集会などの毎月の行事があります。来月は、七夕集

梅雨期の保育について
梅雨期は気温・湿度が高くなるため、菌などが繁殖

汗拭きタオル、着替えについて
暑くなり散歩や活動のあとに汗をかいてしまうお

しやすくなります。衛生管理に十分に配慮して元気に 子さんが多く見られています。体操指導の時だけでな
過ごしていきたいと思いますので、下記のご協力をお く、暑い時期は汗拭きタオルを毎日お持ちいただきま

会や夏祭りを予定しています。行事は、子どもたちの成長を促し、生活を豊かにし集団形成にも意義がある物と

願いします。

捉えています。お友だちと協力し合ったり、自分の力を精一杯だしたりする経験がお子さんの成長には、とても

・朝、登園したらお子さんと一緒にうがい・手洗いを な着替えを入れておくように

大切なものになります。また、保護者の方々にもお子さんの成長の節目をみてもらい、子育てに励みを感じてい

すようお願いします。また、ロッカーの中には、十分

行ってから、保育士にお預けください。

してください。

ただける機会となると思います。当園では、保護者の方が参加できる「夏祭り」
、
「運動会」、「発表会」の 3 大行

・おむつ使用のお子さんは、おむつが汚れていないか

事があり、ご家族皆様で楽しんでいただきたいと考えております。お仕事と保育園の行事とで大変お忙しいとは

確認し汚れていた際は交換してからお預けくださ

保育園では毎月、地震や火事に備え、避難訓練を実施

思いますが、年間予定で日程を確認し、ご参加いただければと思っております。

い。

しております。はじめは驚いて、泣いていた子どもた

園長

6 月の予定

7 月の予定

避難訓練

・保育園では、蚊や虫の対策として朝から「液体蚊取 ちですが、少しずつ訓練の意味も理解して放送を聞い
り器」を付けていますが、万全ではありませんので、 て落ち着いて避難しようとしている姿が見らます。
朝、虫よけスプレーなどを塗ってくることをお勧め

いざという時のために、「自分の身体は自分で守る」

します。また、散歩や戸外活動の際は前日にはお知

という合言葉をしっかりと覚えています。

1 日（木） 0 歳児健診

3 日（月） 英語あそび

らせ致しますので、対策をお願い致します。貼るタ

避難訓練の計画は、
「入園のしおり」P15 をご覧くだ

12 日（月） 英語あそび

4 日（火） プール開き

イプの虫よけは万が一剥がれた時、誤食に繋がって

さい。

15 日（木） 避難訓練

7 日（金） 七夕集会

しまう可能性がありますので、避けるようにお願い

19 日（月） ０，１歳児保育参加

10 日（月） 英語あそび

19 日（月）～30 日（金）

14 日（金） 避難訓練

個人面談

します。
園内環境整備について

ホームページのご案内

20 日（火） 2 歳児保育参加

20 日（木） 食育集会

21 日（水） 3 歳児保育参加

27 日（木） 誕生会

張替え工事を行いました。全体が木目調になり子ども の写真を不定期更新で UP しています。時々チェック

22 日（木） 食育集会

29 日（土） 夏まつり

たちも長い一日を落ち着いて過ごせるようになりま

してみてくださいね。「両国・なかよし保育園」で検

した。

索すると当保育園のトップページが出てきますので、

4 歳児保育参加
23 日（金） 5 歳児保育参加
26 日（月） 英語あそび

5 月の連休中に保育室内のロッカー、棚などの色の

また、7 月には、保育室内の窓設置工事を予定して
※毎週水曜日３，４，５歳児は体操指導があります。

当保育園では、ホームページに園の様子や給食など

そこをクリックしてください。子どもたちが活動して

おります。ビルの周りに足場が組まれ、保護者の皆様 いる様子がご覧いただけます。

29 日（木） プラネタリウム見学（5 歳児）

には、大変ご迷惑をおかけすると思います。詳しくは

30 日（金） 誕生会

近くなりましたら、お知らせします。

各クラスから

すみれぐみ（3 歳児）

ももぐみ（0 歳児）

養護・・・身の回りのことを自分で行おうとする気持ちを受け止め、できた喜びを感じられるようにする。

養護・・・梅雨期の健康に気をつけ、快適に過ごせるようにする。

教育・・・梅雨期の自然に触れ、保育者や友だちと一緒にいろいろなあそびを楽しむ。

教育・・・保育者と一緒に好きな場所で探索活動を楽しむ。

先日は遠足ごっこを行いました。リュックを作り、中にはお弁当や水筒、好きなものをクレヨンで描いて遊

入園から 2 か月経ち、はいはいやつかまりたち、伝い歩きができるようになった子もいて、少しずつ子ども

びました。梅干し弁当やたこさんウィンナー、ミックスジュースなどお友だちと交換しながら食べる子、長縄

たちの行動範囲が広がり探索活動を楽しむようになりました。

電車に乗り切符を持って乗るなど園内遠足をとても楽しんでいたすみれさん。お兄さんお姉さんが遠足から帰

お天気の良い日には散歩に出て、心地よい風を感じながら外気浴を楽しみ、視覚、聴覚、蝕覚、嗅覚で自然や

っ

ってくると、
「僕たちも遠足行って来たんだよ」と満足げな子ども達でした。

季節を感じて、子どもたちの感性を育んでいけるよう援助しました。

また、散歩を多く取り入れることのできた 5 月。虫のような葉を見つけじっく

お部屋では、友だちの存在に関心を持ち、近くに移動して集まり、おも

り観察する姿や元気いっぱい保育者と走り回ったり、隅田川の流れが大きく揺れ

遊ぶ姿も見られています。

ているのを見つめ、「クジラがいるかも」「海の魚がみんなでやっているんだよ」

6 月は梅雨期になり雨天などで室内で過ごす機会が多くなることが
予想されますが、子どもたちの様子を考慮しながらお天気の良い日に

お友だちが大好き！

と友だちと話し合ったりと、心地よい気候の中、楽しく過ごすことができました。
隅田川テラスでかけっこ

6 月は梅雨期ならではの活動を取入れていきたいと思います。 担任

は、なるべく戸外へ散歩に出かけ季節を感じていきたいと思います。

ゆりぐみ（4 歳児）

また、冷房や除湿機などの調整を適切に行い、こまめに換気や衣類調

養護・・・天候に応じた生活のしかたや身の回りの必要なことを知り、自分できるようにする。

をし、子ども達が快適に過ごせるようにしていきたいと思います。

教育・・・自分の気持ちを言葉に表しながら、友だちと一緒に遊ぶことを楽しむ。

担任

先日はお忙しい中、親子遠足に参加していただき、ありがとうございました。

たんぽぽぐみ（1 歳児）

何日も前から「明日が遠足？」と聞いては当日を心待ちにしていた子どもたち。最後は雨に降られてしまいま

養護・・・梅雨期を快適に過ごせるようにする。

したが、公園でお弁当を食べ、海を満喫し、笑顔あふれる一日となりました。翌週「アシモ凄かったね！」
「お

教育・・・保育者に見守られながら、探索活動や好きなあそびを楽しむ。

やつ交換が楽しかった！」友だちとの会話を楽しみながら、賑やかに思い出画を描いてくれました。完成しま

5 月は保育者や友だちとの関わりが増え、安心して園生活を送る姿が多く

したら、飾りますので、楽しみにしていてください。

見られました。お天気が良い日も続き、戸外で思い切り身体を動かし、汗を
たくさんかきました。午睡時に一定時間安心して眠れる子が増えたり、室内

進級当初に比べると、子どもたちとの信頼関係が築けてきたように思います。
あじさいスタンプ「ギュパッ」

あそびで自分の好きな遊びを探して楽しんだりと落ち着いて過ごしていました。

いろいろなことを理解し 4 歳児として頑張ろうとする姿をたくさん見せてくれ
ているゆりぐみの子どもたちです。これから梅雨期に入ると室内で過ごす時間

6 月は梅雨期に入ります。梅雨の晴れ間には戸外に出掛けて散歩も楽しみ

が多くなってきますが、環境設定を考えながら、また新しい遊びや少し難しく

たいと考えています。子ども一人ひとりの体調や室内調節などに十分留意し

「挑戦したい！」と思えるような活動を楽しみたいと思います。

て、快適に過ごしていきたいと思っています。

ひまわりぐみ（5 歳児）
担任

担任

真剣に筆を使って表現したよ

養護・・・梅雨期の衛生や室温・湿度に留意し、健康で快適に過ごせるようにする。
室内あそび「バスごっこ」の歌にのせて

ちゅーりっぷぐみ（2 歳児）

教育・・自分の思いを伝えたり、相手の考えを聞いたりしながら生活や遊びを進め友だちとの関わりを深める
先日は、親子遠足にご参加いただきましてありがとうございました。皆で大型バスに乗ったり、
「日本科学未

養護・・・室温、湿度を調整し快適に過ごせるようにする。

来館」で地球のジオラマやロボットを見て、地球・宇宙・科学の神秘さや不思議さに触れたり、
「海浜公園」で

教育・・・友だちと関わり、共通の遊具で楽しく遊ぶ。

美味しいお弁当を食べ、貝殻拾いや水遊びをしたりお家の方や友だちと一緒に楽しく充実した一日を過ごせた

ちゅーりっぷぐみがスタートしてあっという間に 2 か月が経ちました。朝の歌や季節の歌を嬉しそうに歌って

と思います。6 月には、プラネタリウム見学を予定していますので、さらに神秘的な世界観への興味・関心

います。お散歩が大好きなちゅーりっぷぐみは、
「今日どこ行くの？」と保育士に聞く子や「早く行こうよ」と

を深められるようにしていきたいと思っています。

楽しみにしている子が多く、帽子を被り上手に 1 列に並んで待っています。散歩先では、元気に走り回った

並ぶのが上手になったよ。

ひまわりぐみでは、5 月中旬より、食育活動の一環としてトマト・きゅうり・

りかくれんぼをしたりする姿があります。

なすの苗を植え、栽培活動を始めました。友だちと協力して植えた苗に毎朝一生

ブランコや滑り台も楽しみ「順番だよ」と

懸命「げんきにおおきくなってね」と声を掛けながら水遣りをしている子どもた

お友だち同士のやり取りも見られます。

ち。苗の背が少し伸び、花が咲いたことに気付くと「はっぱがふえたよ」
「はなが

暑い日が続きますが水分補給をしっかりし

きいろになったよ」と子ども同士で伝え合い、大喜びしていました。引き続き、

たくさん戸外に出る機会を作っていきたい

皆気持ちを込めて、大切な野菜を育てていきたいと思います。また、これから梅

と思います。

雨期に入り、不安定な天気が続くと思いますが、機会を見つけてお散歩に出かけ
担任

レインボーブリッチだよ

たり、室内で遊びを工夫させたりしていきます。
担任

