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新年度から 1か月が過ぎ、新しい環境にもだいぶ慣れてきた子どもたち。 

子どもたちも今までの生活環境とは全く違う場所に戸惑う姿を見せながらも、確実に自分の力で生活の 

場をつかんでいっていることを感じます。 

子どもたちにとって、また保護者の方にとって安心して過ごせる成長の場を作り上げていきますので今後と

もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

保護者の皆様へ 

お忙しい中、就労証明書のご提出にご協力いただきありがとうございました。 

今年度より、就労証明書と園児の保育時間申請について変更点がございますのでご確認お願いいたします。 

⦿雇用形態が「有期」の方は、年度内に契約更新がある場合、再度就労証明書のご提出をお願いいたします。 

⦿変則就労の方は保護者の勤務に基づきお預かりいたしますので、勤務表のご提出をお願いいたします。 

⦿固定就労の方は、就労証明書通りのお預かりとなります。 

 

 

0歳児健診の日程は、園医の先生の都合で 

変更になる場合がございます。 

その際は、調整し別途お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

※敬老お招き会中止のお知らせ 

新型コロナウイルス感染拡大のため、敬老お招き会

は中止といたします。 

今後の行事も変更・中止がある場合は 

園だよりにてお知らせいたします。 

日にち 時間 内容 

12 日（火） 13：30～13：40 0 歳児内科健診 

15 日（金） 10：00～10：30 子どもの日 

22 日（金） 10：00～10：15 避難訓練 

26 日（火） 13：30～13：40 0 歳児内科健診 

29 日（金） 10：30～11：00 お誕生会 

日にち 時間 内容 

9 日（火） 13：30～13：40 0 歳児内科健診 

18 日（木） 9：30～10：30 全園児歯科検診 

19 日（金） 10：00～10：15 避難訓練 

21 日（日） 9：30～11：00 敬老お招き会※ 

23 日（火） 13：30～13：40 0 歳児内科健診 

26 日（金） 10：30～11：00 お誕生会 

5月の予定表 

6月の予定表 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、全国を対象に政府から緊急事態宣言が発せられました。 

感染拡大の防止、保育園の機能維持などの観点から、引き続き、保護者の皆さまがお休みの場合は、 

自宅保育をお願いいたします。在宅勤務・自宅待機中の場合も、できる限りご自宅での保育にご協力ください。 



5月の保育 

 

そら組 

【5月の目標】 

・言語での意思疎通が難しい乳児の心情の移り変わりを察知し、 

心身共に心地よい生活ができるよう援助していく 

 

【5月のお楽しみ】 

・鯉のぼりの製作を通して、形や鮮やかな色彩を楽しみながら創造力を養う 

・1歳のお誕生日を迎えるお友だちがいるので、お誕生日会を楽しく過ごす 

 

【先月の子どもたちの姿】 

保育園での生活や保育者にも慣れてきて、毎日ゆったり楽しく過ごすことができました。 

寝返りができなかった子がいつの間にかできるようになったり、たくさん声を出しておしゃべりを 

してくれるようになったり、と日々成長する姿に感動の連続です。 

ミルクをゴクゴクとたくさん飲んで、離乳食もパクパクたくさん食べてたくましいそら組さんです    

  

（記：ウィックラマスーリャ明美・久保 千寿子） 

      

 

だいち組  

【5月の目標】  

・園生活のリズムに慣れ、安心して過ごす 

・保育者と一緒に体を動かすことを楽しむ 

  

【5月のお楽しみ】  

・こいのぼり製作をしよう！ 

・小麦粉粘土で遊ぼう！ 

 

【先月の子どもたちの姿】 

あっという間に進級式から 1ヶ月が過ぎようとしています。お部屋が変わり、初めはちょっぴり戸惑っ

ていた子どもたちも生活リズムに慣れ、積極的に探索活動を楽しんでいます。 

滑り台やマット、段ボールトンネルを使ってサーキットをしたり、追いかけっこをしてたくさん体を動

かしています。牛乳パックで作った車がお気に入りで、運転手さんと押す人に分かれて楽しんでいる姿

が見られます。 

（記：清家幸子） 

 



にじ組 

【5月の目標】 

・保育者や友だちと一緒に関わり、遊ぶことを楽しむ 

・身体を動かす遊びを楽しむ 

 

【5月のお楽しみ】  

・こどもの日 

・こいのぼり製作                            

 

【先月の子どもたちの姿】 

新しい環境にも慣れ、お気に入りのオモチャで遊んで過ごしています。 

お散歩に行くのは難しくなりましたが、室内で製作をしたり、新聞紙や段ボールを使って毎日楽しんで

います。進級式では園長先生からメダルをもらって嬉しそうに笑っていました。 

 

（記：五十嵐 咲耶） 

 

 

幼児クラス（ゆめ組・ひかり組・みらい組） 

 

4月からゆめ組（3歳児）、ひかり組（4歳児）、みらい組（5歳児）は、 

1つの大きなクラス「幼児クラス」としてスタートしました。少人数、縦割り保育の良さを生かし 

笑顔の絶えない、素敵なクラスにできるよう努力してまいります。 

今年度から、お絵かきや塗り絵、折り紙など自分たちの作った作品を保管する棚をひとりひとりに 

作りました。子どもたちは毎週持ち帰ります。 

それから、毎朝おあつまりの時には、リズム遊びやダンスを取り入れています。 

聴いたり、見たり、動いたりしてひとりひとりの表現力を培っています。 

4月から「さんぽ」や「ぶんぶんぶん」の曲にあわせて生き生き活動しています。 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 



ゆめ組（3歳児） 

【5月の目標】 

・安心感を持って好きな遊びを楽しむ 

・保育者や友だちと一緒にいろいろな活動に参加し、楽しむ 

 

【先月の子どもたちの姿】 

新しい保育室に変わり、最初の数日は、ロッカーの場所やおもちゃの場所、トイレの場所に慣れない様

子でしたが、2週目には、すっかり慣れ、クレヨンやのりの使い方もしっかり理解することができまし

た。子どもたちは、絵本や図鑑をソファでゆったりみたり、パズル、塗り絵を楽しんでいる様子がよく

見られます。 

 

英語活動：今年度から新たにライティングの時間が加わりました。 

子どもたちは、しっかり椅子に座って、クレヨンで色を塗ったり、線をなぞったり、ギアン先生の話す

ことにいっしょうけんめいに耳を傾けています！ 

 

年齢別活動：週 1回行っています。先月、今月は、折り紙がテーマで乗り物やお花を折っています。 

先日子どもたちは、自分で折った車を嬉しそうに空中で走らせていました！ 

 

ひかり組（4歳児） 

【今月の目標】 

・好きな遊びを保育者や友だちと楽しむ 

・必要なことや出来事を保育者や友だちに伝える 

 

【先月の子どもたちの姿】 

新しい保育室に変わり、少し緊張しているように思われましたが、2週目からは、笑顔がよく見られ

るようになりました。保育者にも自分から話しかけてくれるようになり、嬉しく思っています。 

本やパズルが大好きで、静かに落ち着いて取り組んでいます。朝のおあつまりでは、大きな声でお

名前を言ってくれます。とてもかっこいいので小さいクラスのお友だちから「すごい！」という空

気が伝わってきます。 

毎朝、おあつまりの時には、よく保育者とペアになってみんなにお手本をみせてくれます！ 

 

英語活動：今年度から新たにライティングの時間が加わりました。 

いっしょうけんめいギアン先生の言うことに耳を傾け、色を塗ったり、線をなぞったりしています！ 

 

年齢別活動：みらい組さんと週 1 回行っていきます。先月は、いろいろな形に切った折り紙をのり

で貼り合わせて、好きなものを表現しました。考える力の取り組みを促します。パステルカラーを

多く使い、画用紙いっぱいにかわいく表現できました！ 

 



みらい組（5歳児） 

【5月の目標】 

・好きな遊びを楽しみながら友だちとの関わりを深める 

・友だちと思いや考えを伝え合いながら遊びや生活を進める 

 

【先月の子どもたちの姿】 

入園から 1 か月が経ちました。新しい環境にも数日で慣れ、昼食後には、ランチルームやにじ組さ

んにお手伝いに行ってくれたり観葉植物にお水をあげたりしてくれています！ 

また、自分の気持ちや考えをしっかりと保育者に伝えてきてくれます！ 

お絵かきでは、プリンセスの塗り絵をとてもきれいに塗って見せてくれます！ 

 

英語活動：今年度から新たにライティングの時間が加わりました。クレヨンでプリントに色を塗っ

たり、線をなぞったり、自分の顔のパーツを描いたりして楽しく取り組んでいます！みらい組さん

には、より発展的なものを今後用意する予定です。 

 

年齢別活動：週 1 行っています。いろいろな形に切った折り紙をのりで貼り合わせて好きなものを

表現しました。考える力の取り組みを促します。かわいいお家をたくさん作って見せてくれました。 

 

（記：加藤 美紀） 

先月のイベント 

4月 3日は進級式でした       

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、クラスを分けて行いました。 

進級した子どもたちは、一つ大きくなったことを喜んでいました！ 

一人ひとりメダルをもらい、とても誇らしげでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5月のほけん 

国内外で新型コロナウイルスによる感染症が猛威を振るい、いまだに終息の見通しが立っておりません。 

千葉県は全国的に見ても感染者数の多い県です。知らないうちに感染し、広めてしまわぬよう、不要不急の

外出は控え、マスク着用、手洗い・うがい・消毒の徹底を行いましょう。 

すでに感染拡大防止のため、保護者の皆様にはご協力いただいておりますが、引き続きご協力をお願いい

たします。 

 

⦿送迎時・登園時は必ずマスクの着用をお願いいたします 

⦿登園時に平熱より高い体温、37.5℃以上ある場合、保育士へお声がけください 

⦿概ね 37.5℃の発熱（平熱でも風邪症状がある場合）で、お迎え連絡をいたします 

⦿服薬中、風邪症状、呼吸器症状がある場合、登園はできません（持病の服薬の場合はご相談ください） 

 

保育園全職員、出勤時に検温を行い、発熱・風邪症状が認められる場合は出勤停止としております。 

保護者の皆様も発熱・風邪症状が認められる場合、送迎は控え、可能な限りお子さまと一緒にご自宅でご静

養をお願いいたします。 

 

※保護者参加行事も新型コロナウイルスの影響で、内容の変更・中止になる場合がございます。 

  その際は、園だよりの行事表にてお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



★端午の節句について★ 

「端午」とは、月の初めの午（うま）の日、5日のことをいいます。 

昔、中国で 5月 5日に行われていた病気や厄災を祓う重五（ちょうご）という節句と、田植えの時期に農家

で厄除けとして蓬（よもぎ）や菖蒲（しょうぶ）を飾る日本の行事とが結びつき、端午の節句が始まったといわ

れています。端午の節句には、鯉のぼりをあげ、柏餅を食べ、菖蒲湯に入るなどして男の子の成長を祝いま

す。柏餅には、柏は若い芽が生長するまで古い葉が落ちないことから、後継ぎが絶えないようにという意味

があります。 

 

★それぞれの由来と習慣★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★子どもたちの咀嚼力をつけるために★ 

 

鎧や兜 

自分の命を守る象徴として

考えられ、男の子の事故や

病気、災害などから守って

くれますように、という願い

があります。 

 

五月人形 

人形のモデルになっている

人物の様に成長して欲しい

という願いがあります。 

 

粽 

粽は中国から伝わってきた食べ物です。中国の屈

原という人が 5月 5日に亡くなった事を偲んで

お供えするようになったことから、5月 5日に粽

を作って災いを除ける風習ができ、端午の節句と

共に日本に伝わりました。 

 

柏餅 

江戸時代に生まれた日本の

お菓子です。柏の葉は次の

新芽が出るまで落ちないこ

とから、子孫繁栄の象徴で

す。 

 

鯉のぼり 

中国の古事「登竜門」にちな

み、立身出世の象徴として、

男の子の出世や成長を願

い、飾られます。 

 

菖蒲湯 

中国で、季節の変わり目に体調を崩しやすいとして菖蒲湯に入る

風習があります。春から夏へと季節が変わる頃に、日本へと伝わっ

たものとされています。また、日本には古来から「五月忌み」と言っ

て菖蒲の葉や蓬を軒に挿し、邪気を払う風習があり、菖蒲には厄

災の力があると考えられてきました。 

 

【乳幼児期】 

乳幼児期に正しい摂食、咀嚼、嚥下を獲得することで健

全に口腔、鼻腔が発育し、鼻呼吸が可能になると言われ

ています。近年、顎が小さく歯並びが悪い子も目立って

います。乳歯より大きな永久歯が生えるためには、乳歯

列の段階で歯と歯の空間が出来る事が必要です。そのた

めにも、よく噛むこと「前歯がぶり」が大切です。離乳食

の段階から上唇を上手に使えるような食材選びや大き

さ、固さを日頃から子どもの意欲に合わせていくことが

とても大切です。 

【ポイント】 

1.子どもの下唇にスプーンを軽く置きます 

2.自ら上唇が閉じるのを待ち、閉じたところで、スプー

ンを抜きます。 

※上唇に押し当てることや、口の奥に入れてはいけません 

【前歯がぶり】 

3～5 歳児では自分で噛みちぎれる大きさにカットする

ことが「前歯がぶり」を実践できるだけではなく、食べ物

を口の奥へ送りこむための舌の機能も同時に備わって

きます。家庭でも特に柔らかい食材（芋類、豆腐等）は、

あえて子どもが一口量で食べられない大きさで提供す

ると歯でかぶりつかなければならず、この時その子ども

にとっての適正な一口量を覚え、誤嚥の危険はほとんど

なくなります。 

 

【ポイント】 

1.椅子の座り方や足が閉じられているか確認しましょう 

2.足が床について食べているか確認しましょう 

※正座でも良いです。 


