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今年は、梅雨らしい長雨も降らずに盛夏を迎え、暑い日々が長くなりそうですね。
7 月から始まったプール遊びは連日天気に恵まれ、子どもたちは思い切りプールあそびを楽しんでおりま
す。当ビル裏駐車場は、8 月まで保育園専用としてお借りし、裸足で歩いても安全なバイオクッションを敷
き詰めました。また、これまで毎朝、職員がテントを設置しておりましたが、専用の屋根の設置や門扉の工
事も行う予定です。また、２階保育室にも喚起のための大きな窓設置の工事が始まりました。大都会のビル
の中にある当保育園ですが、自然の空気を感じたり、水や陽の光に触れ遊んだりしながら子どもらしくのび
のびと遊び、様々な体験を通して自己発揮し成長していけるように、今後ともより良い環境作りに努力して
参りたいと思っております。
さて、先日の夏祭りには、お忙しい中多くの皆様にご参加ご協力いただき、無事に終了できました。心よ
り感謝申し上げます。全園児１０７名と卒園児、保護者の皆様が一同に会し、熱く窮屈で、出店に待つ時間
も長くなり、たいへんご迷惑をおかけしたのではないかと思います。そんな中でも子どもたちが、ご家族の
皆様と一緒に夏祭りの雰囲気を感じ、笑顔を見せてくれていたこと大変嬉しく思います。職員たちも、より
良いものにしようと準備に多くの時間を要しておりましたが、内容や進め方等、反省点もあるのではないか
と思います。保護者の皆様のご感想やご意見をアンケートに記入して頂いて、また来年に活かしていけたら
と思います。ご協力をどうぞよろしくお願い致します。今後も保護者の皆様との連携を大切にし、豊かな経
験を通して、子どもたちの成長を支えていきたいと考えております。
暑さで、体力を消耗したり、感染症に罹ってしまったりするお子さんが多くいます。集団生活では、温度
湿度などの環境管理や衛生管理を行ってはいますが、体力を消耗したり、子ども同士の接触の中で感染症が
広がったりしてしまうことがあります。お家で保護者の皆様の愛情のもと、ゆったりと過ごすことが身体や
心を休めることになります。お仕事のお忙しい中ですが、保護者の皆様のお休みに合わせゆっくり過ごす機
会を子どもたちにも作っていただき、子どもたちが元気にこの暑い夏を乗り切っていけますようご協力をお
願致します。

園長
８月の予定

4 日（金） ルネサンススイミング
スクール
7 日（月） 英語あそび

９月の予定
1 日（金） 引き渡し訓練
4 日（月） 英語あそび
8 日（金） ひまわりぐみお泊り保育（５歳児）

10 日（木） 0 歳児健診

～9 日（土）

16 日（水） 避難訓練

14 日（木） 食育集会、0 歳児健診

18 日（金） ルネサンススイミングスクール

15 日（金） おじいちゃん、おばあ

21 日（月） 英語あそび

ちゃんと遊ぼう会（5 歳児）

24 日（木） 食育集会

25 日（月） 英語あそび

25 日（金） ルネサンススイミングスクール

29 日（金） 誕生会

30 日（水） 誕生会

※毎週水曜日は体操指導があります（３，４，５歳児）

31 日（木） プール終い
※16 日、23 日は体操指導はお休みとなります。

おばけと遊ぼう！なつまつり

引き渡し訓練

7 月 29 日（土）夏祭りに大勢の皆様にご参加頂き
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来るかわからない災害に備え、子どもたちが落ち着
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いて、自分の命を守るため、避難訓練を行っており

どたくさんのおばけたちに出会うことはできました

ます。９月１日（金）は、大震災を想定し、保護者

か？

の皆様にお子様を確実に引き渡すため、
「引き渡し訓

子どもたちは、
「ゲゲゲの鬼太郎」を知っている子は

練」を行います。午後３：００に大震災がきた想定

少なかったと思いますが、パパやママたちは、子ど

で、安全確保をしてお迎えを待つことになります。

も時代を思い出し、楽しんでいただけたのではない

「らくらく連絡網」にて避難場所や被害状況なども
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発信致しますので、登録がまだ

れ、親子で想像の世界を楽しんでみるのもいいです

お済みでない方は、登録をお願い

ね。

します。詳しくは、後日お便りを
配布します。

年長児お泊り保育

虫対策

９月７，８日ひまわりぐみ（年長児）１７名は、姉妹

最近、ニュースでも海外から日本へも怖いアリが入っ

園の四つ木なかよし保育園の年長児１２名と一緒に

てきたとういニュースが聞かれています。夏は様々な

千葉県佐倉市「草笛の丘」へお泊まり保育に出かけま

害虫が活発なってきます。保育園では、年 2 回、業者

す。初めて親元を離れ、多くのお友だちと寝食をとも

による園内消毒を行ったり、夏季期間は、
「電気蚊取り

にし、大自然の中でオリエンテーリングやキャンプフ

器」
、プールや散歩時には、
「ぶら下げるタイプの虫剤」

ァイヤーなどを行い、自分のことは自分で行うことや

の使用などできる対策を行っています。蚊に刺される

生活の規律を守って行動するなどの体験を行います。 と、重症化してしまうお子さんも多くいます。刺され
貴重な体験を通し、子どもたちを成長してくれると思

る前の予防も大切になりますので、再度のお願いです

っております。

が、登園する前には虫よけ剤の使用をお願いします。

ひまわりぐみ保護者の皆様には、

皮膚の弱いお子さんは、洋服などに貼るタイプを使用

８月の４週目夕方より説明会を行

している際は、剥がれた際、誤飲事故に繋がりますの

う予定です。詳しくはお便りでお知らせいたします。 で、必ず職員にお伝えください。
食育集会

夏休みについて

毎月、３，４，５歳児は、食育集会を行っています。 夏休みの予定が決まりましたら、給食の発注や職員体
「食べることは生きること、心も身体も元気いっぱい

制の関係上、早めに担任にお知らせ

笑顔いっぱいに育てる」という、当法人の保育理念の

いただきますようお願い致します。

もと、毎月３，４，５歳児は食育集会を行い、食に関
する様々な体験を行い、学んでおります。その様子は
当保育園のブログにもアップしておりますので、ご覧

保育実習生

ください。お家での食事の時間は、忙しい毎日の中で

8 月 21 日から 9 月 2 日まで、東京児童専門学校の

の唯一の団欒の時間となっているでしょうか。食事の

3 年生が実習に入ります。よろしくお願いします。

時間が楽しいと子どもたちの心は満たされ、食べる意
欲に繋がっていきます。苦手なものがある時は、まず
はおかあさんがその食材を美味しそうに食べる姿を
見せてあげましょう。

各クラスより
ももぐみ（0 歳児）
養護・・・十分なスキンシップで気持ちを満たし、落ち着いて過ごせるようにする。
教育・・・保護者や友だちと一緒に水遊びの楽しさを味わう。
7 月は、毎日暑い日が続きましたが、子どもたちは暑さに負けず、たらいに温水を
入れ、そこにおもちゃを浮かべ遊んだり、水面をたたいた時に飛んでくる水しぶきが
面白く何度も繰り返したリと、水を怖がることなく楽しく遊ぶことができました。

夏まつり楽しみだね

ももぐみでは、夏祭りに向けて「提灯製作」や「踊り提灯製作では、手形足形を取ったり提灯の唐傘おばけの
傘の部分に 5 本の指を使い絵を描き、指につけ、初めての絵の具の感触を楽しんでいた子どもたちでした。踊
りはみんな大好きで「おばけのばけちゃま」の曲がかかると身体を揺らしたり手を叩くなどリズムにあわせ踊
る姿も見られました。お忙しい中、夏祭りへのご参加ありがとうございました。
8 月も、遊びと休息のリズムを考え、夏の遊びを楽しみながら暑い夏を
健康で快適に過ごすことができるように配慮していきたいと思います。
たんぽぽぐみ（1 歳児）
養護・・・一人ひとりの健康に留意し、夏を快適に過ごせるようにする。
教育・・・保育者や友だちと一緒に夏の遊びを楽しむ。
先日はお忙しい中、夏祭りにご参加いただきありがとうございました。お父さん、
お母さんと一緒に盆おどりを踊ったり、模擬店を回ったりして、お祭りの雰囲気を楽しめていましたね。「お
ばけのバケちゃま」のおばけポーズがとても可愛らしく見ている私たち保育士も思わず笑顔になってしまいま
した。7 月から始まったプール、水遊び。始めは室内にビニールプールを出して水に慣れることから始め、7
月中旬以降少しずつ外のプールに行く機会を増やしました。顔に水が掛かるのにはまだ抵抗がありますが、怖
がって泣く事もなく、お尻をつけて座り手足で水をパシャパシャ叩いてしぶきを上げたり、好きな玩具を掴ん
で遊んだりと水に触れることを楽しめるようになってきています。
「大きいプール」
「プール楽しかった」
「パシャパシャする」と外のプールに行くこ
とを期待する声も聴かれるようになってきているので、引き続き水に触れる気持ち
良さや冷たさを感じられるように援助していきます。
8 月は更に暑い日が続きますが、しっかりと水分補給して体調面に気を付けながら
「おばけのバケちゃま」踊ったよ

夏ならではの遊びを十分に楽しみたいと思います。

ちゅーりっぷぐみ（2 歳児）
養護・・生活習慣が身に付き、簡単な身支度を進んで自分から行おうとする。
教育・・夏ならではの遊びを十分に楽しめるよう約束事を一緒に確認したり環境を整え危険のないようにする。
先日は夏祭りにご参加いただきありがとうございました。少し怖かったおばけにも提灯製作やおばけのバケ
ちゃまの踊りを通して、少しづつおばけにも親しみを持つ姿が見られました。子どもたちが選ぶ絵本もおばけ
の絵本が増えてきて、
「こわいねー」
「やさしいんじゃない？などとお話する姿がとてもかわいかったです。
7 月は天気の良い日が続き、たくさんプールに入ることができました。
「きょうはなにするのー？」と活動
を楽しみにしているちゅーりっぷぐみの子どもたち。「今日もプール入るよー」と声を掛けると「やったー」
と意欲的に水着に着替え、難しい帽子も上手にかぶることができるようになりま
した。プール前の約束も子どもたちから言えるようになってきて「走らないんだ
よね」
「歩くんだよ」と子ども同士話す姿も見られるようになってきています。
保育士の話を聞きながら、座って一斉にバタ足をしたり、顔や頭に水をかけたり
うつ伏せになってワニに変身したりと毎日大はしゃぎでプールを楽しんでいます。
8 月もプール遊びを中心に楽しく元気に過ごしていきたいと思います。

お約束を守って遊ぼうね

すみれぐみ（3 歳児）
養護・・・夏の生活の仕方がわかり、身の回りのことを自分でしようとする。
教育・・・気の合う友だちと関わりながらいろいろな遊びを楽しむ。
お忙しい中、夏祭りにご参加いただきありがとうございました。絵本やおばけの製作
などを通したたくさんの種類のおばけを知ったり、自分なりのおばけをイメージしたり
と期待を持ちたくさんの種類のおばけを知ったり、自分なりのおばけをイメージしたり

水の感触きもちいい！

と期待を持ちながら活動に取り組んでいた子どもたち。当日も少し
怖がりながらも楽しむ表情は満足気でした。
7 月はプール遊びをたくさん行うことができました。
「今日もプール入る？」
「プールって気持ちいいよね」
と水鉄砲やペットボトルシャワーなど玩具を使って遊んだり、お風呂屋ごっこをして遊んだりと汗を流す気持ち良
さを感じることができました。一人で水着が着れるようになったり、脱いだ服を畳めるようになったりとプール活
動を通し、子どもたちの成長する姿をたくさん見ることができました。できたことは大いに褒め、自信に繋げてい
けるような促しを行っていきたいと思います。来月は集団ゲームなど友だちと関わりながら遊ぶ機会を多く持ち、
ルールを守る大切さや楽しさを感じながら遊べるようにしていきます。
ゆりぐみ（4 歳児）
養護・・・夏の生活の仕方がわかり、身の周りのことを自ら進んで行えることにする。
教育・・・夏ならではの遊びを十分に味わい楽しむ。
7 月から始まったプール遊びを毎日楽しみにしている子どもたち。園ではグループを２つ
に分け、水慣れの段階が同じくらいの子どもたち同士が一緒に活動しています。得意な子ど
もたちはお互いに水を掛け合って全身ずぶ濡れになって遊び、水が苦手な子どもたちはその

水に慣れたよ

姿に刺激を受けてか顔に水がかかることに慣れてきました。ルネサンスも毎週楽しみにしており、終わると笑顔で
その日の内容や頑張ったことを教えてくれます。プールでできることが増えていくことが嬉しいようで、自信に繋
がっているのを感じます。製作活動では、夏祭りに向けて期待を持ちながら活動に取り組んできました。子どもた
ちの自信作を一緒に見つけていただけましたか。今年のテーマ「おばけ」だったので、準備を始めててから毎日の
ように絵本や紙芝居を通して「おばけの世界」に触れてきました。
最初は怖いがかりのイメージだったようですが、いまでは「かわいい。面白い。不思議。
」と子どもたちそれぞれ
が世界観を広げ楽しむようにました 8 月はますます暑くなりことでしょう。健康面に配慮しながら引き続き水遊び
を楽しむとともに子どもたちの好きな自然にも触れる機会を作り夏を楽しみたいと思います。
ひまわりぐみ（5 歳児）
養護・・・夏ならではの豊かな体験を通して、自らの心の成長を感じ、自信が持てるようにする。
教育・・・全身を使いながら水の気持ち良さを味わい、夏ならではの遊びを楽しむ。
先日は、夏祭りにご参加いただきましてありがとうございました。今年は、
「おばけと遊ぼう」のテーマに沿って、
おばけの絵本や物語、お神輿・提灯・おばけ屋敷製作、盆踊りなどを楽しみました。色々な種類のおばけやお話を
知り、ちょっぴり怖いけど、面白かったり、可愛かったりもするおばけが大好きになった子どもたちです。また、
皆で考えを出し合い、時間をかけて作ったお神輿は、練習から「かっこいいところを見せたい！」と重さに負けな
い元気で頑張って担いでいました。当日は、緊張感のある中で神輿担ぎをやり遂げ、年長児として立派な姿を見せ
てくれました。夏祭りの取り組みを通して得た自信や
達成感を今後の生活にも繋げていきたいと思います。7 月から始まったプール遊
では、友だちと水を掛け合ったり、玩具を使って遊んだりと毎日大はしゃぎで楽
しんでいます。8 月は夏の遊びをより発展させ、充実したプール活動
を行っていきます。

お神輿頑担ぎがんばったね

