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保育目標
人間として生きる力を養い、心身ともに
健やかな子どもに育てる。
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誕生会を行いました！！

親子で楽しむ企画！
『幸せの種』発芽チャレンジ！⑥
～やっぱり収穫は楽しい！～

6 月 29 日は、乳児クラス 30 日は、幼児クラス
の誕生会を行いました。４，５，６月生まれの
子どもたちが笑顔で勢ぞろい！
乳児クラスの誕生会では・・・
保育士に抱き上げられる 0 歳児
名前を呼ばれ返事をする 1 歳児
元気に自分で名前を言う 2 歳児
どの子も嬉しそう。保育士の出し物は、
雨の季節の歌や踊り。皆で口ずさみながら
楽しみました。

くじら組が畑に苗を植えに行ってから 23 日。
園庭でのプランター栽培では、キュウリを収穫！早速、子どもたち
と一緒に頂きました。家庭で育ててくださった種でキュウリがなり、
「幸せの笑顔」が広がりました。
畑の苗も恵の雨をもらい、もうすぐ花を咲かせます。畑で実をつ
ける第１号は…？そんなことを考えるのも楽しみの一つですね。
くじら組は、想像画を描きながら、収穫の時を待っています。
ご家庭で収穫ができたら
お知らせくださいね。
（職員に伝えるか、
連絡ノートにて）
収穫祭ができますように…。

らっこ組が世話をしているキュウリ

野菜の想像画（くじら組）

幼児クラスの誕生会のテーマは・・・
「サプライズ＆アットホーム」
。
自粛期間を過ごし、様々な思いで過ごしたみんな。お家で祝うよ
うなあったかさと誰もが喜べるような演出でお祝いをします。
オープニング、誕生児へのバッジ作りで
は、くじら組が大張り切り。年長としての
使命感を感じていました。
子どもにとって“１つ大きくなる”
ということは、大きな喜び。
皆で祝える喜びを毎月積み重ねていきます。

シリーズ『子ども像①』
“子どもを真ん中に”
家庭と園の連携を大切に・・・
クラスから発行された「保育方針」年齢発達に合わ
せた「大切にしたい関わり方」の表は、お読みいただけ
ましたか？
「子ども像」については、園だよりでお伝えさせていた
だきます。

１、よく食べ、よく遊び、よく眠る子ども
しっかりと食べることで身体
をたくさん動かして遊べ、めいっ
ぱい遊んだからこそ心地よい眠
りにつけます。この 3 点は、どれ
も大切。
メリハリのある生活を大事にして
いきたいですね。

《

くじら組は、畑に 150 本の苗を植え
ました。園庭でも各クラスが育てていま
す。プランターや園庭斜面での栽培は、
くじら組
身近に苗の成長が感じられます。
毎日の変化を楽しみながら育て
ていきたいと思います。
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野菜スティック、おいしいな
（めだか組）

7 月 7 日は、
「七夕」
皆さん、玄関の笹に飾ってくださいね。
＊玄関に短冊や折り紙を用意しています。
織姫と彦星（しろくま組）
自由にお使いください。
＊家庭で飾り付けをしたい方は、枝をお持ち帰りくださいね。

絵の具のりでフインガーペイント
をした後、星型の折り紙をのせて
「天の川」製作。（ぺんぎん組）

７月の予定

》

7 日（火）七夕給食
8 日（水）内科検診
＊嘱託医に聞きたいことは、
連絡ノートにご記入ください。
22 日（水）大掃除（弁当の日）
31 日（金）誕生会
＊プール・水遊びについて
引き続き、名古屋市の対応指示を受け、
十分に留意しながらすすめます。
〈乳児クラス〉
水あそびを始めます。
〈幼児クラス〉
プール活動は、週３回までの予定
です。担任に確認してください。
少しでも鼻水や咳症状などが見られる
場合は、実施できません。毎日の体調チ
ェックをよろしくお願いします。
＊今後の状況によって変更する場合は、
玄関掲示板や緊急メールでお伝え
します。ご確認ください。

＊高吉麻由希保育士が退職しました。
（6 月 30 日付け）
＊この間、父母、祖父母の方から消毒や
手作りマスク等をいただきました。
ありがとうございます。感染予防に
努めてまいります！
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