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パンダだより 

担任 萩島 聖子 

 

今月の目標 

・運動会練習を通して、友達や保育者と一緒に十分に体を動かす事を楽しむ 

・経験したことや、感じたことを自分なりに表現しながら制作に取り組む 

ハサミの練習頑張っています！！ 

 6月から、少しずつハサミの練習を始めました。ハサミを使う時のお約束

を覚えたり、ハサミの持ち方を確認したりしながら、練習を進めています。 

まずは一回切りの練習。細く切った紙をチョキンと一回で切る練習から始め、

今は直線を切る練習をしています。8月の制作は 

「ねないこだれだ」の絵本を題材にして、ハサミ 

を使った制作に取り組みました。「線の上～線の上 

～」と呪文のように唱えながら、線からはみ出さ 

ないように集中して紙を切っています。これから 

円形の物を切る練習をしていきます。紙を切る時 

は、ハサミを持つ手を動かすのではなく、紙を持 

つ手を動かしていくのがポイントです。お家でも 

お子さんと一緒にハサミを使った遊びを楽しんで 

ください。 

給食沢山食べてるよ！！ 

 幼稚部になり、お弁当箱から陶器のかわいい食器になりました。食べる時

に一つの食器に手を添えたり持って食べたりということができるようになっ

てきます。食器が変わったのと同時に食事量も増え、個々に合わせて給食量

の調節をすることもできます。 

毎月の食育活動はコロナ禍でも栄養士の先生と相談しながら、今できる活動

を取り入れています。トウモロコシや枝豆などの食材に触れたり、自分達で

実際に調理を体験したりすることで給食にも興味を持ち、子ども達は「今日

のお給食何ですか？」と進んで給食室に訪ねていくようになりました。そし

て体を沢山動かす活動を取り入れ、しっかりお腹を空かせてから、いざ給

食！！給食の準備の時から「もー！おなかすいたよー！」と給食を楽しみに

するようになり、苦手だったお野菜も自ら手を伸ばし食べるようになりまし

た。給食室の先生からも「パンダ組さん好き嫌いなく、沢山食べるようにな

ったね」と褒めて頂いています。「お家では全然食べてくれないのに・・・」

と、保護者の方の声も聞いています。食べてくれない時は少しの工夫で食べ

てくれることもあります。例えば食材を少し小さくしてみたり、盛り付けに

お弁当箱の時使用する可愛いピックやバランを添えてみたりするだけで、子

ども達の気持ちが変わり食べてくれることもあります。子ども達と楽しく食

事をするアイテムとして使ってみて下さい。 

ラッコだより 

担任 飯田 千晶 

   森田 久美子 

   小林 望鈴 

担当 中嶋 彩乃 

今月の目標 

・運動会の練習を通して、運動遊びを楽しむ 

・遊びや生活の中で、歌や手遊びを行い、友達や保育者と触れ合う心地よさを

感じる 

     夏ならではの遊びをたのしんでいるよ！ 

 暑さに負けず、テラスで水遊びをしています。始めは怖がって水に近付かな

い子もいましたが、梅雨が明けてから気温も高くなり毎日水遊びを行ったり、

先生と一緒に少しずつ水を使って遊んだりすることで段々と水に慣れてきまし

た。今では水が入っている桶に手を入れてバシャバシャしたりジョウロや小さ

なバケツに水を入れて自分の足や先生の足に水を掛けたりして遊べるようにな

りました。顔に水がかかっても怖がらなくなり、水の感触や冷たさを楽しみな

がら水遊びを楽しんでいます。 

 

  

 

 

 

 

すいか割りにも参加しました。今年は感染症対策として、ビーチボールのすい

かを用意しました。始めは他のクラスのお友達に見られて緊張している姿も見

られましたが、先生やお友達に応援してもらいながら、手やバットで上手に叩

くことができました。一度上手く出来ると楽しくなり、何度も叩いて楽しむこ

とが出来ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まだまだ暑い日が続きます。水遊びやお散歩などで沢山体を動かし美味しく

給食が食べられるよう心掛けていきます。お昼は沢山寝て暑さに負けず残暑を

乗りきっていきます。 

九月は防災月間ですが、近年は災害が突然起こる事が多くなった気がします。どんな事が起こるか予想が付かない災害

に対し、何を準備すればいいか迷う所ですが、どんな時もまず水と食料、ライフラインをあてにしない生活が数日できる

ように、というのが基本になるでしょうか。公的機関で防災倉庫をよく見かけますが、園でも災害に備え防災倉庫に必需

品を備蓄しています。担当職員が点検をし、時には保存食をおやつで食べる体験をしたり、ご家族に配布したりして防災

意識を高めて頂く為にも利用しています。新型コロナウィルス感染対策で家にいる事が多くなり、最近我が家の備蓄品の

点検をしました。そして「火を使わないでご飯」、おかずなど期限の近い物を体験してみました。見た目はとても面倒く

さそうだったのですが、実際に使う事を考え、説明書どおりにやってみました。思ったより簡単に、炊き立てご飯とおか

ずが出来上がり、想像以上に美味しく食べられ、よく考えて作られている事に感心しました。ただ残ったゴミの始末はど

うにかならないものかと悩み処です。次は一番心配なトイレ。いろいろ買い込んであってもなかなか体験する気になれず

期限もないので元の場所に戻し、今回の点検は終了しました。園でも毎月の避難訓練は欠かさず行っていますが、非常用

トイレ用品の使い方も体験に入れていこうと考えています。先々に何が起こるか解らない昨今、コロナ禍の中でも普通の

生活がおくれる有難みを感じつつ、できることなら災害などないように願うばかりです   園 長 渡 部 容 子    

 

 

 

 

 

 

 

 

９月は防災週間があります。 

緑の野菜は苦

手な子が多か

ったけど食べ

られるように

なったよ！ 

食育を通して友

達と助け合うこ

とも自然と出来

るようになりま

した。 

いつもと違うスイカ割り。ビ

ーチボールは叩くと跳ね上が

ることを発見！！ 



 ８月は、パンダ組さんで「とうもろこしの皮むき」を行いました。とう

もろこしをパンダ組さんが手で持つと、ライオン組さんが皮むきをしたと

きよりも大きく見え、３年間の子どもの成長が感じられます。 

とうもろこしの粒の数は、必ず偶数になっているようです。また、とう

もろこしの先端にはひげが生えていますが、すべて種子につながっている

ので、「ひげの数＝とうもろこしの粒の数」となっています。つまり、ひげ

が多いとうもろこしほど、中の粒もたくさんあるということになります。

偶数と言われると子どもたちにはまだ難しいですが、とうもろこしの秘密

を子どもたちと話しながら、楽しいおやつの時間になりました。 

 

給食だより          保健だより 

 

９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 

★寄付物について 

９月は全クラスBOXティッシュ1箱の寄付を皆様

にお願いしております。記名をして担任にお渡し下

さい。ご協力宜しくお願いします。 

★防災週間について 

８月３０日（日）から９月５日（土）は、防災週間 

です。９月１日（火）から 5日 17 時まで災害用 

伝言ダイヤルに録音を入れておきます。入園のしお

りを参考に「１７１」に電話をし、録音を確認して

みて下さい。日々の訓練が万が一の時の防災対策に

なります。是非ご体験ください。 

★運動会練習について 

16日は、谷塚文化センターにて運動会の練習を行 

います。8 時半までに登園のご協力をお願い致しま 

す。8時半を過ぎる場合は、9 時までに谷塚文化セ 

ンター３階ホールまでお連れください。 

★衣替えについて 

10月から衣替えとなります。9月 30 日（水） 

にお預かりしている洋服を一度返却します。持ち帰

り用に大きな袋に記名をして 9 月 2９日（火）ま

でにお持ちください。また、幼稚部の保護者の方は、

夏の園服を洗濯、修繕して頂き、10月 5 日（月）

までに担任にお渡し下さい。 

★消毒について 

玄関の消毒が、足踏み式になりました。消毒の際は、

足でペダルを踏みご利用ください。 

★マスク着用について 

送迎時の際は、保護者の方はマスク着用の上園にお

入りください。 

★運動会について 

運動会は、例年通り両新田小学校で行う予定です。

雨天の場合は体育館に人数制限があり、0 歳・1 歳

は中止、２～5 歳で実施します。ご理解、ご協力の

程宜しくお願い致します。 

★シリコンゴムの使用について 

小さなお子さんの髪の毛を結ぶために使用してい

るシリコン製のヘアゴムですが、落ちやすく、見つ

けづらい欠点があります。小さな子ども達の誤食に

繋がり危険ですので、保育園での使用は控えて下さ

い。 

★体操教室について 

9 月からてっちゃん先生の代理として国分剛先生

が担当致します。講師都合により、体操教室が月曜

日に変更となります。ご理解、ご協力の程よろしく

お願い致します。 

5 歳児   ９:３０～１０:１０ 

4 歳児  １０:１０～１０:４５ 

３歳児  １０:４５～１１:２０ 

 

月 火 水 木 金 土 日 
 

１ 

英語指導（２～５歳） 

２ 

音楽指導（幼稚部） 

３ ４ 

清掃活動 

クラス交流（2～5歳） 

５ ６ 

休園日 

７ 

体操指導（幼稚部） 
 

８ 

英語指導（２～５歳） 

プチ体操教室（２歳） 

９ 

★母子手帳 

10 

健康診断 

11 
 

12  13 

休園日 

14 

体操指導（幼稚部） 
 

15 
英語指導（２～５歳） 

食育活動 

（アイスクリームバイキング） 

16 
運動会練習・音楽指導

（幼稚部） 

（谷塚文化センター8:：30 登園） 

17 

避難訓練 

敬老の日お祝い 

18 
 

19 20 

休園日 

21 

敬老の日（休園日） 

22 

秋分の日（休園日） 

23 24 25 
 

26 27 

休園日 

28 

体操指導（幼稚部） 

★集金 

29 

英語指導（2～5 歳） 

プチ体操教室（２歳） 

30 

洋服持ち帰り 

誕生日会 

★集金 

10月の予定 

 

1 日（木）  衣替え         

       お月見会    

11 日（日） 運動会 

15 日（木） 交通安全教室→延期 

16 日（金） 手洗い指導 

21 日（水） 避難訓練 

22 日（木） クラス交流 

28 日（水） 誕生日会 

29 日（木） ハロウィン（保護者ボランティアなし） 

♪おかもとりんちゃん（５歳） ♪あおきゆいちゃん（２歳） 
♪いけべ 

ふづきちゃん（６歳） 

 

♪みしま 

えなちゃん（１歳） 

 

 

 自粛期間が明け、保育園のお友達もたくさん登

園してきていますが、給食の時間のコロナ対策

は今も継続しています。前と横のお友達との間

には仕切りがあります。透明な板で仕切られて

いるのでお顔は見えている状態で、今まで通り

楽しい食事の時間を過ごしています。ライオン

組さんは全員同じ方向を向いて食べています

が、食べ終わってからはまたマスクを着け、お

友達とのお話を楽しんでいます。 

★スイカ割りを楽しみました★ 

 今年度は、新型コロナウイル 

ス対策のため、流しそうめんは 

中止となりましたが、おやつで 

スイカとそうめんを食べました。 

対策をしていく中でも、子ども 

たちの楽しい思い出はたくさん 

残せるよう計画していきます。 

 

 新型コロナウイルスも、一時は収束しかかりましたが、まだまだ感染は止まっ

ていません。引き続き、新型コロナウイルスに関しましては、風邪やインフルエ

ンザと同様に、まずはマスク着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒

等により、感染経路を断つような努力をお願い致します。 

 また、先月お願いしました「安全・安心メール」のご登録の確認もよろしくお

願い致します。毎月、避難訓練の日にはメールの配信をしております。登録後に

メールが届くかどうかもご確認お願い致します。（9月１７日予定） 
 

●安心安全メールの登録方法● 

   草加市では犯罪発生状況の他、事故や災害など様々な 

情報を配信しています。お仕事中でも手軽にリアルタイ 

ムな情報が手に入ります。是非ご活用下さい。 

QRコードを読み取り、空メールを送信して下さい。 

（草加なかよし保育園施設 ID： e0onw3 ） 

＜健康診断のお知らせ＞ 日時：９月１０日（木） 
  健康診断前に、予防接種・罹患表・かかりつけ病院調査票を再度お返し致し

ますので、新たに接種した予防接種やかかった病気を記載して提出してくださ

い。 

  母子手帳は、前日の９月９日（水）に回収しますので、登園時に直接職員に

手渡しをお願いします。 

  園医にきいておきたいことがあれば、メモ等で担任までお知らせください。 

 玄関に新型コロナウイルス対策

として、新しく超音波噴霧器を設置

しました。お子様の送迎の際は、玄

関に設置してある足踏みのアルコ

ール消毒液や手指用消毒液をたっ

ぷりと使用し、引き続き消毒をお願

い致します。 

●９月１日は防災の日● 

  ９月１日は防災の日です。この日から一週間は防災週間とされています。園

では、火災、地震、不審者対応等、月に一度様々なパターンを想定しての避難

訓練を行っています。ご家庭でも非常時持ち出し品、避難する場所、避難経路、

家族がはぐれた場合の連絡方法や集合場所など、確認して備えましょう。 

https://illustimage.com/?id=7032

