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ライオンだより 

担任 本間 衿香 

 

 

今月の目標 

・友達と気持ちを伝え合ったり、自分の力を発揮したりして遊びや活動に取

り組む 

・水遊びや泥遊びなど感触を楽しみながら夏の遊びを楽しむ 

カブトムシの飼育 

 ライオン組のお友達はみんな、生き物が大好きで園庭に出るとハサミ虫や

ありなどを捕まえては観察しています。そんな生き物大好きなライオン組の

お友達に宮里先生からカブトムシの幼虫を頂きました。虫かごを見た瞬間、

「見せて見せて！」と大興奮の子ども達！ 

幼虫の餌は何か、蛹にはいつなるのかなど疑問がどんどん出てくるので自分

たちで図鑑を調べ、疑問に思ったことを解決していました。 

 ６月の始めになると元気に動いていた幼虫が動かなくなり、「どうしたのか

な？」と子ども達もとても心配に・・・ですが次の日の朝にケースの中を見

てみるとなんとさなぎに大変身！！その様子を見て、いよいよカブト虫にな

るんだと期待を膨らませていました。また園庭ではカエルを見つけ、みんな

で名前を付けたり、餌を自分達で集めたりとたくさんの生き物に触れ合い、

命の大切さについて学びを深めています。 

 

 

 

 

時の記念日 

 ６月 10日、時の記念日をみなさんは知っていますか？時の記念日とは日本

で初めて近江神宮で時計装置が使われた日と言われています。 

 ライオン組のお友達は就学に向け、時計を見て自分で行動が出来るように

現在活動中です。そんな子ども達に少しでも時計に興味を持ってもらおうと

記念日に向け、子ども達が大好きなポケモンの時計制作を行いました。自分

で好きなキャラクターを選んだり、数字の位置をみんなで確認し合ったりし

ながらシールを貼り意欲的に制作を行う姿が見られました。完成した後はみ

んなで記念撮影です！保育園でも「○時までに○○をやろう」と時間を意識

した生活ができるように促しています。ご家庭でも時計を見る生活を心がけ、

数字に触れる機会を増やしてあげてください。 

 

   

ラッコだより 

担任 飯田 千晶 

   森田 久美子 

   杉山 優美 

担当 中嶋 彩乃 

今月の目標 

・一人ひとりの健康状態を把握し、夏期の保健衛生に留意しながら沐浴や水遊

びを行う 

・リズムに合わせて手遊びやダンスを楽しむ 

大きくなったよ！ 

 入園してから３ヶ月が経とうとしています。自粛保育にご協力して頂き、１

ヶ月程お家で過ごしていたお友達が元気に登園してきてくれるようになりまし

た。ハイハイができるようになっていたり上手に歩けるようになったり、成長

している姿を沢山見せてくれます。一人遊びを楽し 

む子ども達ですが、最近は先生やお友達に対して 

「どうぞ」と玩具を渡してくれるようになりました。 

「どうぞ」「おいしい」「おはよう」など動作と共に 

話しかけ、言葉のやり取りや理解が進むよう促して 

います。お名前を呼ぶと手を挙げたり返事をして 

くれたりする子も出てきました。出来た時には子 

どもとタッチをして沢山褒め、自信に繋げています。 

     給食おいしいね！ 

 沢山遊んで、発達に合った給食を楽しんでいます。食べる前には必ず、手洗

い・消毒を行い、お食事の歌をみんなで歌ってから、いただきますをしていま

す。良く食べ、良く寝て、ニコニコ笑顔で過ごせるようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

少しずつ日常が戻りつつあり、水遊びにはしゃぐ子ども達の楽しそうな声に癒されます。夏はプ

ール遊びが楽しみですが今年はできる範囲内で夏を満喫できるよう工夫しながらの保育を実践し

て参ります。7月 7日は七夕です。笹飾りは予定通り行います。一年に一度の願い事は密も許さ

れると思いますので、沢山の願い事が叶うよう、皆でお祈りしながら飾ります。7月 6日にはお

家に持ち帰りますので、天の川を見ながらの笹飾りを、子どもと共にお楽しみ下さい。 

今月は皆で植えたじゃが芋掘りがあります。「あったぁー」の声が沢山聞こえるか今からドキド

キしています。様々な体験が子どもの成長の糧となりますよう、できるだけの感染予防をしながら

も、活動は自粛することなく進めて参りたいと思っています。   園 長  渡 部 容 子 
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初期食（5～6ヶ月頃） 

ゴックン期。飲み込めるような柔らか

さ。パパやママのご飯を食べたそうに

していたり、ミルクをたっぷり飲んで

も4時間もせずに次を欲しがったりす

るようならゴックン期のサインです。 

後期食（９～１１ヶ月頃） 
モグモグかみ期。歯茎でつぶせる硬

さ。柔らかい物を、舌と上あごでつぶ

して飲み込めるようになり、さらに口

角を左右に締めるような動きが見ら

れたらモグモグかみ期の準備が整っ

たサインです。 

完了食（１２ヶ月頃～） 
カミカミ期。歯茎で噛める硬さ。バ

ナナくらいの硬さの物をしっかり噛

んで食べられるようになったら、い

よいよカミカミ期です。食べる意欲

が増し、食べ物をつかんで口に運ぶ

行動が見られるようになります。 

中期食（７～８ヶ月頃） 
モグモグつぶし期。舌でつぶせる硬

さ。口を閉じて食べ物を飲み込むの

が上手になり、トロトロ状態にしな

くても食べ物が多くなってきたらモ

グモグ期のサインです。 



★水分補給のポイント★ 

 梅雨が終わり、いよいよ夏が始まると、熱中症にかかりやすくなります。体内の水

分が不足すると、体温調節ができなくなったり、筋肉の痙攣を起こしたりする場合が

あります。水分補給のポイントをしっかりと抑え、熱中症を予防しましょう。 

① のどが渇いていなくても、こまめに水分補給をしましょう。 

② 一度にたくさん飲みこまず、少しずつ飲みましょう。 

③ 冷たいものはゆっくり飲みましょう。 

④ 糖分の多い清涼飲料水の飲みすぎに注意しましょう。 

★水あそびを楽しんでいます★ 

 今年度は、新型コロナウイルス感染予防対策としてプール遊びは行いませんが、子ど 

もたちは水遊びを楽しんでいます。安全に気を付けて水遊びを楽しんでいきたいと思い 

ます。体調不良等で水遊びを希望されない場合は、担任までお申し出ください。 

 

給食だより          保健だより 

 

７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 

★なかよし夏祭りについて 

 ７月１３日（月）は、なかよし夏祭りを 

行います。今年は感染予防の為、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楽しみにし 

ていてください。ＤＶＤも販売予定です。 

★水遊びについて 

 今年度プール遊びは中止と致します。天気 

のいい日には水遊びや泥んこ遊びを行いま 

す。汚れてもいい服とフェイスタオルをビニ 

ール袋に入れ、どろんこ遊び用と記入の上、 

お持ち下さい。 

★カレー作り・じゃがいも掘りについて 

 ７月１５日（水）はじゃがいも掘り、１６ 

日（木）はカレー作りを行います。全クラス 

１４日（火）までにエプロン、三角巾、マス 

ク、ラッコ組以外のお友達は、軍手、スコッ 

プのご用意もお願い致します。 

持ち物には必ず記名をお願い致します。 

★お盆協力期間について 

 ８月１３日（木）から１５日（土）まで、 

お盆協力期間とし、合同保育になります。家 

庭での保育にご協力ください。夏ならではの 

家庭の遊びをお楽しみください。 

★送迎時の門の施錠について 

 防犯上の観点により、送迎の際、門を最後 

まで閉め、手動での施錠をお願い致します。 

また、玄関の電子施錠も必ず保護者の方が解 

除するようお願い致します。 

★集金日について 

 毎月の集金は、集金日を２日間設けており 

ますのでその日にお忘れなくお持ち下さい。 

集金日にお休みする等ありましたら、職員に 

お伝えの上、期日までにお持ち下さい。 

      ８月の予定 
１日（土）  避難訓練 

３日（月）  保育士体験→中止 

１７日（月） 音楽指導 

１９日（水） 保育士体験→中止 

食育活動（流しそうめん中止） 

２２日（土） なかよし広場 

２５日（火） 大根の種まき 

２７日（木） 誕生日会 

３１日（月） プール納め→中止 

 

月 火 水 木 金 土 日 

  

  

  

１ 

※プール開き 

→中止 

歯科検診 

９：００～ 

２ 

音楽指導 

（幼稚部）  

３ 

体操教室 

（幼稚部）  

４ ５ 

休園日 

６ 

個別面談週間 

クラス交流 

七夕持ち帰り 

７ 

英語教室 

（２～５歳） 

８ 

清掃活動（園内） 

9 

避難訓練 

10 

体操教室 

（幼稚部）  

11 

※夏祭り 

→延期 

12 

休園日 

13 

夏祭り９：４０～ 

14 
英語教室（２～５歳） 
プチ体操教室（２歳） 

★軍手、スコップ 

マスク、 

三角巾、 

エプロン 

15 

じゃがいも掘り  

16 

カレー作り 
 

17 

体操教室 

（幼稚部）  

18 19 

休園日 

20 

※地域交流会 

→中止 

21 

英語教室 

（２～５歳） 

22 23 

海の日（休園日） 

24 

スポーツの日 

（休園日） 

25 26 

休園日 

27 

★集金日 

28 

英語教室 

（２～５歳） 

29  30 

誕生日会 

★集金日 

31 

体操教室 

（幼稚部）  

 

 

♪おいかわみのるくん 

（２歳） 

♪にしのななちゃん（５歳） 

♪さかいうみくん（５歳） 

♪かいせみつきちゃん（２歳） ♪いけべこうえいくん（３歳） 

♪たけうちらいきくん（４歳） 

♪しんむら 

たくやくん（４歳） 

♪なかやまみこちゃん（１歳） 

♪あかつまなちゃん 

（３歳） 

♪いしかわかいくん 

（６歳） 

 

♪あでいやすれん 

 うるじーばやるちゃん

（５歳） 

♪まつおかあらたくん（６歳） 

★絹さや剥きのお手伝いをしてもらいました★ 

 ６月は、幼稚部さんに絹さや剥きのお手伝いをしてもらいました。「端をポ

キッと折ると、ピーっと筋がとれるよ。」とやってみせると、「ほんとだ！」「長

い筋がとれたよ！」と、嬉しそうにみせてくれました。終わった絹さやは、自

分たちで給食室に持っていきました。 

 パンダ組、キリン組、ライオン組で、各クラス別日に行ったので、自分たち

で剥いた絹さやが給食で出た日はより一層おいしく感じたようで、「これ、パ

ンダ組さんがお手伝いした絹さやだよ！」と何度も教えてくれました。 

 今月は別日で行いましたが、７月はカレーライスをみんなで作って食べま

す。年齢ごとにできることを分けてお手伝いしてもらいますが、ライオン組は

包丁のお手伝いもしてもらうので、かっこいい姿をパンダ組、キリン組にみせ

てもらい、来年のカレー作りにも、意欲を繋げてもらいたいと思っています。 

★虫刺されに注意★ 

 夏になり、虫刺されの増える時期となりました。草加なかよし保育園では、虫刺さ

れ対策として、お散歩や、外遊び活動前に虫よけスプレーを使用しています。 

 

●幼稚部  … サラテクト（アース） 

●イルカ  … サラテクトミスト（アース） 

●ペンギン … サラテクトミスト（アース） 

●ラッコ  … 天使のスキンベープ（フマキラー） 

 

園で虫に刺された場合は、かゆみを抑え、皮膚疾患を予防するため、ムヒを使用し

ます。肌の弱いお子さんや、ラッコ組、ペンギン組のお子さんに関しましては、ベビ

ームヒを使用します。また、掻きこわしや舐めてしまう部位の虫刺されには、絆創膏

やムヒパッチで対応致します。お家からの絆創膏やムヒパッチの貼り直しは基本的に

は行っていませんのでご了承ください。これらに関しまして、万が一使用を希望され

ない方は、職員までお知らせください。 

 


