
イルカだより 

担任 松本 萌 

   成澤 由香 

   梅林 悦代 

クラス目標 

・保育者に気持ちを受けとめてもらいながら、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ながら、基本的生活習慣を身につける 

今月の目標 

・保育者と一緒に朝の簡単な準備や衣服の着脱をしようとする 

・遊びの中で友達に興味を持ち、玩具の貸し借りを通して友達と一緒に過ごす

楽しさを味わう 

最近はこんな絵本が好き！ 

 活動前や給食前に先生が絵本の読み聞かせをしてく 

れます。そんなとき、イルカ組のお友達は「おばけが 

いい！」「まーくん読んで！」とリクエストがあります。 

その絵本の題名は、『こわくない こわくない』という 

絵本です。この絵本は、全てのことに対して反対のこと 

を言うまーくんがおばけに会い、おばけに対しても「こ 

わくない」と言う絵本です。子ども達は、色々なおばけ 

が「こわいかこわいか」というのがとてもおも 

しろいようで、笑いながら見ています。今の時 

期の子ども達に共感を持てるお母さん、お父さ 

んもいると思います。是非、本屋さんなどで見 

つけたら読んでみてください。 

英語教室♪ 

イルカ組になってから始まった英語教室。講師のゆりこ先生と一緒に楽しく

英語を学んでいます。ゆりこ先生が「good morning!」と挨拶すると「good 

morning!」と元気良く返事が返せるようになりました。挨拶が終わると、次       

に絵カードや絵本を見ながら、ゆりこ先生の発音を真似して言います。最近は、

『色』をお勉強しています。子ども達は、同じ色を見つけるのが好きで自分の

洋服やクラスに貼ってあるものを見つけると、指さして英語で教えてくれま

す。最後は、みんなで手を繋ぎ「Good bye song」を歌います。他にも、英

語の手遊びを教えてもらったり、セサミストリートの仲間達の人形と一緒に英

語を学んだりと、子ども達自身とても楽しく取り組んでいます。お家でも、色

当てクイズを英語でやってみてくださいね。 
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パンダだより 

担任 萩島 聖子 

 

クラス目標 

・基本的生活習慣を身に付け、自分で身の回りのことをできるようにする 

・みんなで一つの事に取り組む楽しさを感じる 

今月の目標 

・カタツムリの飼育を通して、梅雨の季節の虫に関心を持つ 

・自分のやりたいこと、お願いしたいことを友達や保育士に言葉で伝える 

シール貼り 

幼稚部進級し、毎朝子ども達が楽しみにしているのが、出

席ノートにシールを貼っていく事です。今日は何のシール

にしようかなぁとわくわくしながら登園してきます。同じ 

シールを集めている子もいれば、違うシールを規則的に集 

めている子もいます。シール帳だけ見ても個性が光ります。子ども達と日付の確

認、曜日の確認をしながら、日にちの感覚を身に付けていく取り組みです。シー

ルを貼る場所と日付が違う場合はご家庭でも支援をお願い致します。 

お着替え 

ピカピカの大きな園服を着ている子ども達、初々しくてとっても可愛い姿です。

ボタンに苦戦しながらも一生懸命自分で頑張ろうとしています。まだまだ練習中

で園服の着脱に時間がかかり、ついつい手を出してやってあげたくなりますが、

ここはぐっと我慢して、♪ボタンのトンネルく～ぐって～♪とお歌を歌ってあげ

ると、子ども達は楽しみながらボタンの練習をしています。 

朝は忙しくてやってあげてしまいがちですが、夜なら少し 

余裕もできるかと思います。お家のパジャマをボタン付きの 

ものにしてあげると自然に身に付いてくるのでお勧めです。 

体操教室 

 パンダ組になってからスタートしたてっちゃん先生の体操教室。少しずつ体操

のルールが分かり、はじまりの挨拶も上手できるようになりました。今は両足ジ

ャンプの練習中。両足そろえて縄を飛び越したり、跳び箱の踏み切り板（保育園

ではロイター板と呼んでます）から跳び箱まで両足でジャンプしたりしています。

体操の回数を重ねる度に、前回できなかった事が出来るようになり、お友達同士

でも「おぉ～！！出来たねー！」と拍手を送り合っています。 
 

＜ロイター板＞ 

ここから跳び箱まで両

足でジャンプ。高い所

に飛び乗るには、少し

勇気が必要！ 

＜まるたマット＞ 

ここに両手をつい

て、前転！！ポイン

トは回る時におへ

そを見ること。 

りんかちゃ

ん、とても上

手に前転が出

来るようにな

りました 

音楽に合わせながら単語を真

似します♪ 

「グーチョキパーでなにつくろ

う」の英語バージョン手遊び！ 

さつま芋の苗を植えました！ 

パンダ組のお友達へ 

6 月からはハサミの練習やダンスの

練習を始めます。お外で一緒に遊ぶ

のも楽しみにしています！！ 

 通勤途中で、金平糖のようなかわいい蕾
つぼみ

から咲くカルミアの花を見つけ、母の自慢だった実家の庭のカルミアも

見頃かなと思いをはせました。 

 皆様のご協力をいただきまして、緊急事態宣言も解除され、子ども達が元気に登園できるようになったことを大変

嬉しく、また職員一同感謝いたしております。とは言え、まだまだ予断は許されず新生活様式に従い、引き続きの感

染症予防対策に注意しながらの保育が続きますが、ご理解、ご協力の程、宜しくお願いいたします。 

 自粛期間中でお友達の登園が少ない日でしたが、園では予定通りさつま芋の苗を植え付け、しっかり根付き、秋に

は皆でワクワクしながら、芋掘り、ホカホカの焼き芋会が出来ることを楽しみにしています。 

園 長  渡 部 容 子 



 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

６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 
諸連絡 

★尿検査について 
今年度の尿検査は幼稚部のみを対象に６月から 

７月にかけて実施いたします。実施園児には結 

果のお手紙をお渡しします。 

★七夕について 
６月３日（水）に七夕の短冊を配布します。お 

子様のお願い事を記入して６月１２日（金）ま 

でに担任にお渡し下さい。素敵な願い事を楽し 

みにしています。 

★汗拭きタオルについて 
気温が高くなり、日中汗をかくことが多くなっ 

てきました。ラッコ組以外のクラスは、毎日汗 

拭きタオルを通園バックに入れてください。ま 

た、保育部のパジャマやタオルケットも汗をか 

いたらその都度お持ち帰りいただきますので洗 

濯をお願いいたします。 

翌日、お忘れなくお持ちください。 

★水遊びについて 
今年度プール遊びは中止と致します。 

変わりに、天気のいい日には水遊びや泥んこ遊 

びを行う予定しています。汚れてもいい服をビ 

ニール袋に入れ、どろんこ遊び用と記入の上、 

お持ちください。 

★行事予定変更のお知らせ 
6 月 3 日（水）消防署見学…延期 

6 月 13 日（土）保育参加…延期 

6 月 18 日（木）地域交流バイキング…中止 

★夏祭りについて 
7 月 11 日（土）→7 月１３日（月）に延期 

今年は感染症予防の為、イルカ～ライオン組園

児のみで行います。夏祭りの様子はホームペー

ジに載せますのでご覧ください。夏祭りの様子

はホームページにのせていきますので、お楽し

みに♪ 

 

７月の予定 
１日（水）  プール開き→中止 

６日（月）  七夕 クラス交流 

９日（木）  避難訓練（総合） 

１０日（金） 引き取り訓練→延期 

１３日（月） 夏祭り 

１５日（水） じゃがいも掘り 

１６日（木） カレーパーティー 

２０日（月） 地域交流会→中止 

３０日（木） 誕生日会 

月 火 水 木 金 土 日 

１ 

衣替え 

音楽指導 

(3～5歳) 

２ 

 

３ 

※消防署見学 

→延期 

４ 

食育活動 

→きぬさやむき   

５ 

体操教室 

(3～5歳) 

６ ７ 

休園日 

８ ９ 

英語教室 

(2～5歳) 

プチ体操教室 

(2 歳) 

10 

避難訓練 

クラス交流  

11  12 

体操教室 

(3～5歳) 

13 

※保育参加事業  

→延期 

14 

休園日 

15 16 

 英語教室 

(2～5歳)  

17 18 

※地域交流 

バイキング 

→中止 

19 

体操教室 

(3～5歳) 

20 21 

父の日 

休園日 

22 23 

英語教室 

(2～5歳)  

24 25 26 

体操教室 

(3～5歳) 

★集金 

27 28 

休園 

29 

誕生日会 

→4・5・6 月 

生まれ合同で 

行います 

30 

英語教室 

(2～5歳) 

★集金 

 

  

  

♪(６歳)すぎぞのみなとくん 

♪(４歳)たなかそういちくん 

♪(３歳)すずき 

さとしくん 

♪(５歳)しみず 

ひなちゃん 

♪(５歳)てらじまたくみくん ♪(２歳)ふじしたこうせいくん 

♪(３歳)きしえまちゃん 

♪(３歳)くわばらまなちゃん 

マスクの寄付をいただきました 

ペンギン組のほそかわれんとくんのお母様より、大

人用マスクの寄付をいただきました。仲町町会より

大人用マスクの寄付をいただきました。寄付をいた

だいたマスクは、保育活動で大切に使わせて頂きま

す。誠にありがとうございました。 

給食だより 

＜月間目標＞ 給食の身支度をきちんとする 

みなさん食事の前には部屋を整えたり、手を洗っ

たりして備えていると思います。 

草加なかよし保育園の幼稚部のお友達は通常、給

食の配膳時にマスクを着用しています。配膳時にキ

リン組、ライオン組のお部屋に行くと、先生が盛り

付けてくれたものを、お当番さんが運んでくれてい

ます。みんな手はお膝の上、お口もチャックで、穏

やかな給食の時間を過ごします。 

保育部さんの子ども達も、毎日先生と一緒に手を

洗う可愛らしい準備姿が見られます。 

現在は、新型コロナウイルスの対策として、給食

の時間は個別で机を用意したり、向かい合わないよ

う同じ方向を向いたりして食べています。 

 給食の身支度の中には、マスクのような形に見え

る準備だけでなく、手洗いも含まれます。食事前の

手洗いは「さぁ、これから食事ですよ。」という合

図にもなり、とても大切です。「おなかすいたね。

おいしいごはんを食べようね。」と、優しく言葉掛

けをし、食事を楽しい時間にしましょう。 

ほけんだより 
★手洗い指導を行いました★ 

５月は、手洗いを正しく行えるよう先生と一

緒に練習しました。 

手洗い場に貼ってある「手をきちんと洗えて

いるかな？」という正しい手洗い方法を確認し

ながら行いました。５回数えるところは、子ど

も達同士で数えながら行う姿が見られました。 

手洗いは、新型コロナウイルス対策としても

有効です。ご家庭でもぜひ、お子様と一緒に３

０秒手洗いに取り組みましょう。小さいお子様

は、手洗いが不十分であることも多いと思いま

すので保護者の方が仕上げをしてあげま

しょう。 

＜むし歯にならないために＞ 

① 甘いものを好きにしない食習慣 

 甘味は、赤ちゃんのときから本能的に好む味です。子どもの求めるままにはや

いうちから与えてしまうと、甘味への欲求はエスカレートしやすくなります。さ

つまいも、かぼちゃ、にんじん等から甘味をとれるようにしましょう。 

② 不規則におやつをあげない 

 ごはんやお菓子（特に砂糖）を食べると、口の中のむし歯菌が活発に活動し、「酸」

を出します。歯は酸に弱いので、歯が溶け始め、これがむし歯の原因となります。

その後、唾液によって酸が中和され、歯の表面がもとに戻っていきます。おやつ

の時間を決めずに１日に何度もお菓子を食べたりジュースを飲んだりしている

と、唾液が歯を修復する作用が追い付かなくなり、都度歯はむし歯菌に溶かされ

て、むし歯ができてしまいます。３回の食事をしっかりとれるようにしていきま

しょう。 

 

さつまいもの苗を植えました 
 秋のさつまいも掘り、やきいも会に向けて、さつまいもの苗を植えました。苗

の茎を折らないように、そっと土の上に置き、やさしく土を被せることを園長先

生に教えていただきました。保育部は先生と一生懸命に、幼稚部はそれぞれで工

夫しながら上手に植えることができました。 

 

♪(４歳)ひろたゆいちゃん 

６
６月４日～１０日は 歯の健康習慣 ６月４日は６４歯（むし歯）の日 
歯の役割は、食べ物をかむ際や言葉を発する際、一語一語の発音を助ける役割もあり

ます。おいしくい味わい食べ物の栄養を消化吸収するためには、健康な歯が必要です。

むし歯により、噛むときに痛みを生じたり、噛みにくくなったりすると固い食べ物を

避けるようになり偏食になったり顎の十分な発達を妨げたりします。乳歯の下ではも

う永久歯の準備が始まっています。乳児の時から歯を大切にしましょう。 

幼稚部の食事の様子 

保育部の食事の様子 


