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ライオンだより 

担任 本間 衿香 

 

 

クラス目標 

・集団生活の中で意欲的に活動し、仲間との関わりを通して生きる力の基礎

を培う 

・様々な経験や体験を通して、疑問や発見など事物への関心を深め、自発的

な学びを深める活動に取り組む 

今月の目標 

・新しい環境に慣れ、年長児としての自覚を持ち、身の回りのことを自分で

しようとする 

・新しい保育室に喜び、友達とも積極的にかかわり活動する 

はる、みつけた！ 

 外では、春の訪れが感じられるようになりました。 

園庭遊びが大好きなライオン組のお友達からは遊んでいるとよく「あっ！見

てみて」と声が聞こえてきます。ひらひらと風で落ちてくる桜の花びらを集

めたり、プランターをみんなで協力して動かし、だんご虫やあり、はさみ虫

などを発見したりと春探しにとても夢中です。見つけた昆虫は大きなバケツ

に入れて、みんなで観察をしています。「目はどこにあるんだろう？」「足が

すごく早いよ！」などと驚きや発見がたくさんあり、活動範囲が広がってき

ました。 

 またライオン組となり、一番上のお兄さん、お姉さんになったことを意識

しているようで、小さいお友達のお手伝いも以前よりしてくれるようになり

ました。小さなラッコ組のお友達にも興味を示し、「小さいね、かわいい！」

と積極的に関わりを持っています。 

これからも好きなことを見つけて、園生活の楽しさを感じてほしいと願って

います。 

 

 

 

 

 

 

バチの練習中 

 ライオン組になり、いよいよマーチングの練習が始まります。 

現在はみんなでバチの練習中です。 

 練習方法は床に雑巾を置き、その上をバチで叩きます。先生が両手で「ば

ーなな」と叩いたら子ども達も両手で「ばーなな」と叩きます。初めて挑戦

することなので子ども達はとても集中して練習に励んでいました。難易度を

あげて、「りーんご、ばーなな、いーちご」と叩くと覚えることと、叩くこと

の２つをしなければならないのでとても苦 

戦しているようでしたが必死についていこうと 

努力していました。頑張ったあとはバチを使っ 

てゲームをしました。 

 これから楽しみながらマーチングの練習に取 

り組んで行きます。 

 

 

イルカだより 

担任 松本 萌 

   成澤 由香 

   梅林 悦子 

クラス目標 

・保育者に気持ちを受け止めてもらいながら、自分の思いを言葉で伝えようと

する 

・身の回りのことを自分でしようとする意欲を高め、基本的生活習慣を身に付

ける 

今月の目標 

・新しい環境に慣れ、保育者や友達と遊びを楽しむ 

・春の自然を感じながら戸外遊びを楽しむ 

こんなことをがんばっているよ！  
 ペンギン組の時から、上着をきる、帽子をかぶるなどの外あそびの準備をし

たりエプロンやパジャマを片付ける時に綺麗にたたんだりと、身の回りのこと

を自分でできるように少しずつ取り組んできましたが、イルカ組になりさらに

意欲的になりました。イルカ組に進級し、子ども達なりにお兄さんお姉さんに

なったということを実感しているようです。今年は保育部の最年長さんです。

人の役に立つ喜びをみんなで味わえるように、お当番活動を始めます。給食の

時に、テーブルを拭いたり、みんなのエプロンを配ったりしてもらおうと考え

ています。今なかよし保育園では、おやつの後に清掃活動にも取り組んでいま

す。イルカ組のお友達も、トイレのスリッパを並べる、ゴミを拾うなどに取り

組みます。お家でもお手伝い出来たらたくさんほめてあげてくださいね。 

 

イルカ組で人気の手遊び♪  
 イルカ組のお友達は、手遊びや歌が大好きです。 

手遊びはいつも絵本や紙芝居の読み聞かせの前に行っていますが、  

おままごとやブロックなど、お部屋で遊んでいる時も子どもたち同 

士で歌ったり、口ずさんでいたりする姿が見られます。 

イルカ組のみんなが特に好きな手遊びが、「ミックスジュース」と 

「グーグーチョキチョキパーパーパー」と言う手遊びです。 

「ミックスジュース」は１０人のインディアンという童謡に合わせて 

♪リンゴ、リンゴ、リンゴのほっぺ ブドウ、ブドウ、ブドウのおめめ 

 イチゴ、イチゴ、イチゴのおはな お口はチェリー チュッ！ 

 ぐるぐるぐるぐるぐるぐるまぜて ×3  ミックスジュースのできあがり 
と言う手遊びです。最後に完成！というと子どもたち同士で乾杯の真似 

をしています。お口はチェリーのあとのチュッという投げキッスが 

ポイントで、とても可愛らしいです。 

「グーグーチョキチョキパーパーパー」はごんべえさんのあかちゃんの 

歌に合わせて、 
♪グーグーチョキチョキパーパーパー×3 ♪ 

グーチョキパーチョキじゃんけんぽん！と最後にじゃんけんをします。 

この手遊びを行い始めてから、少しずつじゃんけんのルールを 

分かるようになってきました。是非、ご家族でも楽しんでみて下さい。 

 温かな日差しの散歩道には、つくしやふきのとうが顔を出し子ども達のげんきな足音を心待ちにしているかのようで

す。園庭の桜もまだまだと入園してくる子供たちを待ってくれているかのようにきれいな花を咲かせています。 

 ご進級、ご入園おめでとうございます。新しいおともだち１６名を迎えて令和２年度のスタートです。進級した子ども

達はそれぞれのクラスで担任の先生と、楽しい会話を弾ませ、お兄さんお姉さんになったことが嬉しそうに笑顔いっぱい

です。今年は、去年度末からの自粛体制で、色々とご協力をいただくことが多いかと思います。職員一同子どもの健やか

な成長のため努めてまいります。今年度も例年に変わらぬご支援を心よりお願い申し上げます。 

今年度のお便りは、各クラスの様子をお届けしてまいります。ブログやホームページなども併せて、保育の様子を感じ

ていただければ幸いです。                                 園長 渡部 容子 
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～月間目標～ 園での給食に慣れ、供食の楽しさを知る 

 今日から新しいお友達も含め、また保育園での給食が始まります。好き嫌いや偏食は、

初めてみる食べ物の、見た目、におい、味、場所、おともだち、様々な要因で出来るこ

とがあります。個人差もあると思いますが、焦らず、ゆっくりと、いつも通りのお子さ

んであることが出来るよう、職員で尽くしていきたいと思います。 

～ミルクくずもちの作り方～ 園児４人分 

牛乳 …300ｍL 

片栗粉…50g 

砂糖 …30g 

 

 

 

～４月の旬の食材～ 

新たまねぎ 春キャベツ たらのめ うど たけのこ いちご まだい たちうお 

にしん わかめ 

冬の間にエネルギーを蓄えた、「芽」と「根」には栄養がたくさん入っています。 

 

～五大栄養素の働き～ 

 五大栄養素はバランスよくとることが大切です。 

 ・たんぱく質…身体を作る 

 ・脂質   …効率の良いエネルギー源となる 

 ・炭水化物 …すぐにエネルギー源となる、脳の唯一のエネルギー源 

 ・ビタミン …身体の調子を整える 

 ・ミネラル …骨や歯などを作る 

 

～朝食と生活リズムの関係～ 

 朝食をしっかりと食べることで、胃腸が刺激され排便の習慣も身に付くようになりま

す。朝ごはんを食べるためには、朝ギリギリまで寝ていると食欲がでない為、早寝・早

起きが大切です。毎日３食決まった時間に食事をとることで規則正しい生活習慣が身に

付き、子どもの健やかな成長と生活リズムが確立します。 

～月間目標～ 新しい環境の中で、安定して過ごす 

 新しい環境や生活が始まり、緊張したり、不安があったりで、心身ともに疲れやすい時期で

す。熱が出たり、食欲が落ちたり、寝つきが悪くなったりするお子さんもいます。睡眠と栄養

を十分にとり、その日の疲れはその日に取れるようにしましょう。 

～お世話になる園医の先生の紹介～ 

＜内科健診＞ みなみ草加クリニック 白井 将志 先生 

＜歯科検診＞ 村山歯科医院     村山 一之 先生 

 草加なかよし保育園では、体調不良児型保育を行っております。体調不良児型保育、お薬の

お預かりに関しましては「入園のしおり」に詳しく記載してありますので確認し、職員に相談

の上ご利用ください。 

～令和２年度ほけん行事年間予定～ 

 ５月８日（金）   手洗い指導（幼稚部） ５月１１日（月）  歯磨き指導（幼稚部） 

 ５月１３日（水）  歯科検診（全園児） 

 ９月１０日（木）  健康診断（全園児） 

 １０月１６日（金） 手洗い指導（幼稚部） 

 ３月１１日（木）  健康診断（全園児） 

身体測定 
  ・幼稚部…６月、９月、12 月、３月、お誕生日月 

  ・保育部…毎月 

～新型コロナウイルス感染対策について～ 

行政から通知がありましたのでおらせ致します。 

 保育所登園にあたっては、登園前に体温を測定してください。咳や風邪などに似た症状があ

る場合も登園は控えましょう。登園時、園でも検温させていただき 37.5℃以上ある場合は利

用できません。また、過去に発熱等があった場合は解熱後 24 時間以上が経過し、呼吸器症状

が改善傾向となるまでは同様の扱いとなります。 

また別紙のお便りの通り、４月からも家庭保育の協力を継続いたします。また本件に関して

は、変更や追加のお知らせが多くなっております。 今後とも、連絡が続くものと思われます

が、ご協力の程よろしくお願いします。 

 まだまだ感染が拡大しています。不要不急の外出は避け、手洗い・消毒・換気を徹底し、 

感染予防に努めましょう。 

 

給食だより          保健だより 

 

4月の予定・おたんじょうびのお友達 ★持ち物♪誕生日のお友達 
5月の予定 

７日（木）  音楽指導 

       母の日製作持ち帰り 

８日（金）  手洗い指導 

１０日（日） 親子遠足 

１１日（月） 歯磨き指導 

       清掃活動 

11 日（月）～１５（金） 個別面談週間 

１３日（水） 歯科検診 

１４日（木） さつまいもの苗植え付け 

２０日（水） 避難訓練 

２１日（木） 食育活動 

２８日（木） 誕生日会 

２９日（金） 洋服持ち帰り 

 

諸連絡 
★寄付物について 

 各クラス 

で使用するものですので、寄付のご協力

をお願い致します。雑巾２枚、ティッシ

ュ１箱、液体洗剤１袋、ビニール袋１０

０枚入りＡ４サイズ程度（幼稚部は手付

きの物、保育部は吊り下げ式）※全て記

名をして職員にお渡しください。 

★クラス懇談会について 

４月 13 日（月）より順次クラス懇談

会を１７時から１８時で実施致します。

新しいクラスになり初めての顔合わせと

なります。万章お繰り合わせの上、ご出

席ください。幼稚部はライオン組、保育

部はイルカ組の保育室で行います。 

★ホームページについて 

園のホームページではブログや動画で

子ども達の日々の生活の様子を紹介して

います。年間行事予定表も載せてありま

す。予定や諸連絡についても、随時掲載

していきますのでご確認ください。 

★書類について 

集金や書類などの提出は、個人情報保

護やトラブル防止の為、必ず職員へ手渡

しをお願いします。施錠書庫にて管理致

します。 
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入園式 

 

５ 

 

６ 

種まき 

鯉幟掲揚式 

７ 

英語教室 

８ 

 

 

 

 

9 

音楽指導 

10 

体操教室 

11 12 

13 

清掃活動・避難訓練 

ライオン組懇談会 

14 

キリン組懇談会 

英語教室 

プチ体操教室 

15 

パンダ組懇談会 

16 

イルカ組懇談会 

17 

ペンギン組懇談会 

体操教室 

18 19 

20 

ラッコ組懇談会 

21 

英語教室 

22 23 24 

体操教室 

25 26 

27 

★集金日 

28 

英語教室 

29  30 

誕生日会 

鯉幟持ち帰り 

★集金日 

 

  

  

♪たにぐちりおなちゃん 

♪本間先生 ♪おざわゆうとくん 

1. 鍋に、片栗粉と砂糖を入れてよく混ぜ、少しずつ牛乳

を加える。 

2. 火にかけて中火でとろみがつくまで混ぜながら加熱

し、固まってきたら弱火でよく練り混ぜる。 

3. 容器に移し、冷やし固める。 

4. きなこや黒蜜などをお好みでかけ出来上がり。 

♪いわむらかなでくん 

♪たなかだいちくん ♪みうらさなちゃん ♪ひらおゆうすけくん 

♪ほそかわれんとくん 

♪おばなりゅうたくん 

♪ふるしょうみおちゃん 
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