保育目標

浜下り

・慰霊の日を知る。
・梅雨時の遊びを工夫して楽しむ。

「海にはどんな生き物がいるかな」と絵
本や図鑑を見たり、浜下りの歌を歌ったり

家庭連絡
・汗をかく季節になりました。着替えを多めに用意してくだ
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・虫刺されが多くなります。とびひ等の皮フ病疾患予防のた

家庭連絡

のペットボトルのバケツと美味しいお弁
当を持って出発！
丁度いい具合に潮も引いた海に、子ども

めに爪はこまめに切りましょう。

たちは靴が濡れるのもへっちゃらで入っ

・尿、ぎょう虫の提出日は 6 月 10 日(木)6 月 11 日(金)で

連絡

ていきました。
「先生、ヤドカリ！」
「カニ

す。

が速いー」とびっくりしていた子もしばら

今月の歌
♪歯を磨きましょう

♪かたつむり

♪あめふりくまのこ

♪あめ ♪時計のうた

くすると、石をひっくり返して「いたいた

♪月桃の花

～」
「どこ行った～？」と探し、
「クモヒト

♪とまと

デ」
「ウミウシ」も見つけることができまし

＝わらべうた＝
♪ちんなんもう

して待ちに待っていた浜下り！！手作り

た。一番盛り上がったのが「ナマコ」
。担任

♪あーみーまーよ

もなかなか触れず、
「キャーキャー」と言っ

♪あみあみふぁーふぁー

ていたのですが、A ちゃんはむんずと掴ん

今月の歌

でみんなが見えるように岩の上へ…。伸び
たり、縮んだりするのを観察していると、

今月のうた

それに刺激を受けて H ちゃんも「かわいい
日

月

火

水

１日
体育 AM

２日
歯科検診
（きりん・うさぎ） 15：00～

木

金

３日

４日

土
５日

ー」と手でスリスリ。
（女の子のほうが強か
った～笑）時間がたつのも忘れて一カ月遅
れの浜下りを楽しみました。その後は、涼
しい木陰でお弁当を食べ、遊具で遊んで大

６日

1３日

７日

1４日

８日
リズム
体育 PM(ぞう)

９日

1５日
体育 AM

1６日

1０日
空手 10:00～
身体測定

1１日
お弁当会
慰霊碑めぐり

1２日

1７日
避難訓練

1８日

１９日

2４日
空手 10:00～

2５日
誕生会
職務会

満足！日焼けもしてますますたくましく
なったぞう組です。

６月の予定
２６日（土）噴煙消毒

（きりん・うさぎ）

給食会議
2０日

2１日
平和集会

2２日
リズム
体育 PM(ぞう)

2３日
慰霊の日
休園

2７日

2８日

２９日
体育 AM

3０日

2６日
噴煙消毒

（きりん・うさぎ）
カリキュラム

６月より新しいお友だちが入ります。

６月のガジマルご意見箱への苦
情、ご意見は０件でした。
・緑の文字は職員研修です。

「これなぁんだ？！がいっぱいだね」

ひよこ組

登園時ずっと泣いていた子もずいぶんと慣れて、担任の
顔を見ると笑顔を見せてくれるようになりました。

あひる組

・
「先生！飛んでるねー！」と元気に泳ぐこいのぼりを見て

「野菜ぎらい返上？」

りす組

嬉しそうな子どもたち。風が止み元気がなくなると「がん
ばれー！」と応援しています。しばらくしてまた風が吹き、

れに見せています。また、ハイハイ、つかまり立ち、よち

みです。

よち歩きと活動範囲も広がり、色々なものに興味津々。口

・あひる組に新しいおもちゃが届きました。

に運び“これなぁんだ？”と感触を確かめ、じっと見つめ

新しいブロックに子どもたちの目もキラキラ。ブロックを

５月に植えたネギが伸びてきたのを指差して「先
生、みーてー！」と教えてくれます。時々水やりも
しているのでネギの生長はとても嬉しいことのよ
うです。
園庭に咲いている花や、トマト、キュウリ、オクラ
などに興味を持つ子も出てきて、じ～っとのぞき込

たり、棚の上の物を取ろうとしたり、毎日のようにタンス

お友だちや保育者と協力しながら自分の身長よりも高く積

んでいる姿はかわいいですよ。植物や野菜にも興味

の引き出しを開け閉めして、中に入っているものを引っ張

み上げてみたり、タイヤ付きのブロックにはしごを付け消

り出しています。一番驚かされたのは引き出しの中に入り

防車にしてみたり、色んなアイディアが出てきて遊びの幅

が出てきたことで、これからは少しずつ苦手なお野
菜も食べられるようになるといいなぁ。

込んでいる子もいました。予想外の行動に保育士もびっく

も広がってきています。これからもどんなアイディアが出

りさせられることもありますが、きっと子どもたちは色々

てきてどんな遊びへと繋がっていくのか楽しみです。

絵本の読み聞かせを楽しむ子、車のおもちゃでよく遊ぶ
子、曲に合わせ体を揺らす子、シャボン玉やそれを吹く保
育士の顔を見て大笑いする子と可愛らしい表情をそれぞ
：

「楽しいことい～っぱい！！」

再び風に乗って高く舞い上がるこいのぼりに、
「やったー！
良かったね」と五月の風に一喜一憂するかわいいあひるぐ

な遊びを通して大きくなっていくんだろうな・・・と子ど
もたちの成長を日々感じています。

「休日のできごと」

クラスだより
「やさしさの伝染」

うさぎ組

月曜日 Y ちゃんが登園してきて
保育士：「おはよう！Y ちゃん。
」

ぞう組

Y ちゃん：
「おはよう。先生あのね、Y お休みの日にね、ママ

「今日は○○当番だ！」
「くつ箱も先に掃除しとくね」
とお当番の仕事も覚えて頼もしいぞう組。

「おおきくなぁーれ！！」

きりん組

友だちがお休みしていると「○○グループ２人しかいな
いよ」
「大変そうだから手伝ってあげるよ」と優しい声が
聞こえてきます。
ある日、友だちと言い合いをして泣いてしまった K く

４月に苗植えをしたきゅうり。葉っぱも茎もぐんぐん

とキングス見に行ったの。
」
保育士：「琉球ゴールデンキングスの試合見たの？」
Y ちゃん：
「うん！そう！でも昨日はキングスが少し負けちゃ
った。パパは岸本が好きなの。Y はゴーディーが好

伸びて「こんなに大きくなってるよー」
「すごーい！」と
目を大きくさせています。

き！」
保育士：「岸本選手かっこいいよねー！ゴーディーってあの

ん。大丈夫かなぁ？と様子を見ていたら A くんが「K く

先日、きゅうり１本を初収穫。きゅうりを手にすると、

ん大丈夫？どうした？A が一緒に遊ぶから泣くなよー」

においをかいで「いいにおい！」と言う子もいました。

Y ちゃん：「ゴーディーは本物だよ。歩いたり動いてるの。
」

と声をかけていました。

そしてサッと塩もみしたきゅうりを「おいしいねー」と

保育士：「先生も近くで見たことあるよ！かわいいよね。
」

それを聞いた他のお友だちも「K くん大丈夫？」
「おいで

いただきました。

Y ちゃん：
「うん！昨日はねゴーディーいなかったんだー。前

ー」と笑いあって遊びはじめました。

きゅうりの周りにはゴーヤー、オクラ、トマトも栽培。

はキングスに居たから、
写真も一緒に撮ったことあ

「花が咲いている！」「緑のトマトができてるよ」など

るんだよー！」と嬉しそうに話す Y ちゃんでした。

優しい A くんの言葉、気持ちが伝わったようです。
まだまだお互いの気持ちの行き違いから言葉使いも乱暴
になったり、ケンカになったりもありますが、どんどん優
しさが広がっていけるようにこれからも見守り、寄り添
っていきたいと思います。

お人形（マスコット）さんの？」

日々生長の変化を楽しんでいます。もうひとつ気になる
生長が…。ネギです。
「ネギの芽が出てるー」
「まだ出て

うさぎ組になってお休みの日の出来事も上手に話してくれて

こなーい」などネギを囲んでおしゃべりもまた楽しい時

います。

間です。水やりも頑張りまーす！おおきくおおきくなぁ
ーれ！！

りすぐみだより

子育てのヒント

しゃぼん玉あそびをしました★
フゥ～っと一生懸命に吹く姿もとっ

『意欲はチャンス』

ても可愛いりす組さんです(^^)

体育指導を通して感じたことや、
保育に携わって感じていることに
子どもが「やりたい」「やってみたい」
と言ったときは大きなチャンスというのがあります。
子どもは真似をすることが大好きです。
体育あそびでもボールを使ったり、鉄棒でぶ

大人や他者の真似をしながら成長しています。

ら下がり、丸太から落ちないようにバランスを
取ったり楽しく身体を動かしましたよ～♩

子どもが「やりたい」と言ったときには、
可能な限りさせてあげてみてください。
しかし、大抵の大人の気持ちとしては
「あ～失敗するだろうな…」
「面倒くさいな…」「危ないからな～」
だと思います。
腕にグンと力を入れて、ぶら下がり～！！

きっとこの気持ちみんな共感できますよね…

ボールを入れてお腹も大きくなっちゃった！！

でも、その時チャレンジしたことが

クレヨンでグルグル描きやシールを貼っ
てカタツムリを作りました。
「でんでんむし

後々子どもたちを大きく成長させてくれます。

むし～♩」と歌いながら集中して取り組ん

子どもたちの自分でできることが増えていきます。

でいました。細かい作業も上手になり、手

「成功したことで得る自信」

先も少しずつ器用になってきています★

バランス～～！！

「失敗からの学び」
運動も学びもまずは意欲を育むところからです。

副園長

川原 亨一

