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７月の園だより

あっという間に７月に入り、いよいよ夏本番！！夏ならではの昆虫を捕まえたり、
「セミが鳴いて
るよ～！」と教えてくれたり、子ども達も夏の訪れを感じているようです♬
先月は登園自粛要請による家庭保育にご協力頂き、ありがとうございました。まだまだ油断は出
来ない状況なので、引き続き毎日の検温、記入もよろしくお願いします。夏の感染症にも気を付け
ながら、暑い夏を楽しんでいきましょう(*^-^*)

今月の生活目標

・早寝早起き、朝ごはん
・生活リズムを整え、元気に夏を楽しもう！
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９月の行事予定

７日（土）夏祭り

１６日（木）弁当会

１３（金）１４日（土）年長組保育園で

２１日（火）十五夜、団子作り

お泊り会（予定）
１９日（木）内科検診 3,4,5 歳児

※新型コロナウイルスの状況により、

２６日（木）内科検診 0,1,2 歳児

行事が変動する場合がありますので

★８月は弁当会なし

ご理解ください。

園長コーナー
6 ⽉は、緊急事態宣⾔に伴い、6 ⽉ 8 ⽇から 20 ⽇まで浦添内の保育施設等に新型感染症拡⼤防
⽌のため家庭保育及び登園⾃粛の要請にご協⼒ありがとうございました。
今後も、新型コロナウイルスの対応に保護者の皆様にはいろいろと協⼒をお願いする場⾯がある
と思います。勢理客こども園においてもより⼀層感染防⽌対策を⾏ってまいります。ご家庭での感
染対策の徹底と体調管理を引き続きよろしくお願いいたします。
今⽉は、お家で過ごす時間が増えてきたと思いますので、⼦どもとの関わりに必要となる「絵本」
についてお伝えします。
こども園でも毎⽇、絵本を 6〜10 冊程度⼦ども達に読んでいます。絵本を読むことで保育者と⼦
ども同⼠が絵本や物語の世界を楽しみ合い、喜び合う姿が⾒られます。絵本を通して、⼀緒に読ん
で楽しいね、うれしいね、という気持ちで喜び合いながら、気持ちや⾏動を共有することで新たな
感情が⽣み出されているのでないでしょうか。
このことは、「保育所保育指針」の保育内容「⾔葉」の領域おける絵本に関わる項⽬に「絵本や
物語などに親しみ、興味をもって聞き、想像する楽しさを味わう」「絵本や物語などに親しみ、保
育者等や友達と⼼を通させる」というように、絵本や物語の内容を親しむだけなく、読み⼿と聞き
⼿の者同⼠相互作⽤が必要とされる内容となっています。
お家で読み聞かせをしている中でも、⼦ども達はそれぞれに豊かな感情や表情、⾏動が⽣み出さ
れることを理解し、⼦どもから⽣み出されたものを受け⽌めながら読み⼿も豊かな感情や表情、⾏
動をもって絵本を通した⼦どもとのやり取りを展開することでより楽しく絵本読みに取り組める
でしょう。
毎⽉の園だよりで絵本の紹介をしていますが、それは何となく選んだ絵本ではなく、保育年間指
導計画と同じように絵本もこの時期の内容であったり、園での活動に関連している内容だったりし
ている絵本から紹介しております。園だよりの絵本を参考にしていくことで、よりお家で過ごす時
間が楽しくなるのではないでしょうか。

～今月の絵本～
・おつむてんてん ・くっついた ・いないいないばぁ ・おおきなかぶ ・どうぞのいす
・うずらちゃんのかくれんぼ ・どろだんご ・ねずみくんうみへいく ・ぐりとぐらの海水浴
・うみのなかのたんけんたい ・なつですよ ・うみのそこたんけん・おこだでませんように

～今月の歌～
・たなばた ・きらきら星 ・むすんでひらいて ・かたつむり ・あめふりくまのこ
・あめ ・はなぬかじまやー ・ちんちきやまぐわぁー ・なつだよプールだよ
・すいかの名産地 ・せみ ・お星さま ・ハーヌハンドゥイ 夏の樹・星めぐりのうた

もも組（０歳児）
★ねらい★
・安全で楽しい雰囲気の中で、水に慣れて遊ぶ
・一人ひとりの健康状態を把握し、体を清潔に保ちながら快適に過ごせるようにする

★たより★
先月は、約２週間登園自粛のご協力ありがとうございました。お休み明けでも、担任の
顔を覚えていたようで、笑顔で駆け寄ってきてくれたり、手遊びやリズムをすると真似っ
こしてくれたり嬉しかったです。ずり這いから四つ這い、つかまり立ちからつたい歩き、
ひとり立ち、
、、そして歩いたりと自分で行きたい所へと動きも活発になってきたもも組さ
んです。その成長ぶりは毎日見逃せないほどです♪
梅雨明けしたらますます暑くなるので、水分補給をこまめに行い、体調に気を付けなが
ら水・砂などの感触や気持ち良さを感じ、楽しく過ごしていきたいです！

すみれ組（０歳児）
★ねらい★
・一人ひとりの体調や生活リズムに合わせ、ゆったり過ごす
・園庭遊びやプール遊びを通して、砂や水に触れることを楽しむ

★たより★
先月は緊急事態宣言に伴い、たくさんの家庭保育のご協力ありがとうございました。最
近のすみれ組の子ども達は、先生が歌う手あそびの歌をノリノリで真似して笑顔がよく見
られます(*^^*)その姿がとっても可愛いです♡また、お友達同士、顔を見合わせて笑い合
ったり触れ合ったりと、友達にも関心をもって関わる姿が見られます！
蒸し暑い日が続くので、水分補給や室温にこまめに気を付けていきながら水あそびや砂
あそびなど、感触あそびを楽しんでいきたいと思います！

たんぽぽ組（１歳児）
★ねらい★
・水遊びなど夏ならではの遊びを楽しみ、夏を味わう
・栄養、休息を十分にとり、暑い時期も快適に過ごす
★たより★
雨の日が続き、子ども達は縁側から雨が降るのをじーっと観察したり「あめ！」と保育
士に伝えに来てくれる姿がとてもかわいいです♡雨が止むと、待ってました！とばかりに
すぐお庭に出てお水遊びが始まります。蛇口で水道の番をしている子、大きな池に水を運
んでいる子、ベンチに座っておなべに水や砂を入れ、ごっこ遊びをしている子、、
、♡みん
な好きな遊びを楽しんでいます(*^-^*)
家庭保育及び、登園自粛のご協力ありがとうございました。朝はイヤーと泣く子もいま
すがすぐに泣き止み、お友達の名前を呼んだり、保育士にギューしたり、ニコニコの子ど
も達です。暑い夏、いっぱいあそんで、食べて、眠って乗り切りましょう♪

さくら組（２歳児）
★ねらい★
・水、砂、泥の感触に触れ、のびのびと体を動かしたり、夏のあそびを楽しむ
・休息や水分補給を取り入れながら暑さに負けずに過ごす
★たより★
６月は約２週間の登園自粛期間もあり、家庭保育のご協力ありがとうございまし
た。休み明けに「おはよう！」と元気な子ども達の声が聞こえ、日常が戻ってきま
したね。ベランダに植えているキュウリが休みの間に数本実っていて成長に気付い
た子ども達も大喜び！！収穫して食べられる日を楽しみにしています。また、トマ
トやオクラもすくすく育っていて、子ども達も水やりを交代でお手伝いしてくれて
ますよ～♬
梅雨も明けると本格的な夏が来ますね！暑さに負けず毎日元気いっぱい遊ぶ
さくらさん。汗をかいたら着替えて気持ちよく過ごしたり、水分補給をこまめに行
いながら戸外遊びや散歩を楽しんでいきたいと思います。
再度繰り返しになりますが・・・
朝の食事、ごはん（主食）、魚や肉、卵などの（主菜）
、野菜や海藻等の（汁物）
バランスの良い食事をお願いします☆彡

ゆり組（３歳児）
★ねらい★
・夏の季節ならではの遊びや行事を楽しむ
・身近な動植物に興味を持ち、積極的に関わる
★たより★
登園自粛要請へのご協力ありがとうございました。自粛明けの子ども達は、
「おはよう！」と元気に登園！久しぶりにお友達に会えてとっても嬉しそう。
沢山の笑顔が見れて私たち保育士もホッコリ元気をもらってます。２階での環境に
も慣れ、お手伝いや当番活動をお友達と楽しんでいます♪
また、屋上の畑に植えた野菜が大きくなってきて、
「花が咲いてるよ！」
「キュウ
リが大きくなってる！」「ピーマン、ナスもできてる！」
「スイカが昨日より大きく
なってるー！」と毎日屋上に上がり観察、日々の成長を楽しみにしているゆり組っ
こ達です☆彡保護者の皆さんも子ども達からの報告お楽しみに～^^♪
これからが夏本番！子ども達の体調を見て、休息や水分補給を行いながら夏なら
ではの遊びを楽しんでいきたいと思います。毎日忘れずに、体温表に記入もよろし
くお願いします。

ひまわり組（４歳児）
★ねらい★
・夏ならではの遊びを友達や保育者と一緒に楽しむ
・シシマイ練習やちょうちん作りを通して、夏祭りへの期待感を持つ
★たより★
先月は、２週間に及ぶ家庭保育にご協力いただきありがとうございました。２週間
ぶりにクラス全員が登園し、再会した子ども達は嬉しくて仕方ない様子で、見ている
私たち担任もホッコリしました♡
そして今月からいよいよ夏祭りに向けて、本格的にシシマイの練習が始まります
よ～！前よりも足が上がるようになっていたり、太鼓の音に少しずつ合わせられる
ようになったりなど、、
、さすがチューバーひまわり組！やる気に満ち溢れ、頼もしく
かっこいい姿が見られますよ♪同時にちょうちん作りも始まりますが、時間を見つ
けながら夏ならではのあそびもどんどん楽しんでいきたいと思うので、元気に過ご
せるよう家庭でもパワーを送ってあげてくださいねー(^^♪
※家庭での爪切り、シラミチェックもよろしくお願いします‼

年長組（５歳児）
★ねらい★
・夏祭りに向け、意欲的に取り組む
・自分の力を十分に発揮して運動やあそびに取り組む
★たより★
先月は、家庭保育のご協力ありがとうございました。
文章でもお伝えしましたが、コロナウイルス感染拡大防止の為残念ですが、年長キ
ャンプを見送るという判断になりました。コロナウイルスの状況を見ながら、自然体
験等の経験や活動ができればいいな～と考えておりますので、その時はまたご協力
のほどよろしくお願いします！ご家庭でも、週末を利用して川や海など、さまざまな
自然体験を楽しんでみてください♪
さて、年長組は夏祭りに向けて意欲的に取り組んでいる最中です。シシマイ練習を
行う中で体力を使うので、引き続きご家庭でも早寝早起き朝ごはんをしっかり行い、
子ども達が力一杯シシマイ練習に取り組めるようよろしくお願いします☆
年長さんは今月からお昼寝がなくなります。体調面や体力、子ども達の様子を見な
がら、暑さも本格的になってくると思うので、熱中症や脱水等に気を付けながら過ご
していきたいと思います。今月も楽しむぞ～！！

♡先月のありがとう♡
もも組

すみれ組

名前を呼ぶと手を上げたり、ニコッと笑っ
たり、かわいい姿いっぱい見せてくれて
ありがとう♡

よく笑い、よく食べ、よく眠ってパワフル
全開のえいるくん！１日１日えいるの成
長を見られて嬉しいです。ありがとう♡

たんぽぽ組

さくら組

登園自粛、家庭保育のご協力ありがとう
ございました！コロナに負けずがんば
るぞー(*^▽^*)

登園自粛期間中たくさんのご協力ありが
とうございました！元気な子ども達にま
た会えて嬉しいです♡

ゆり組

ひまわり組

雑巾がけをはりきってやってくれる
ゆり組っこ。お部屋はピッカピカ☆体は
チューバーに！いつもありがとう♡

家庭保育と合わせてシシマイ製作にもご
協力頂きありがとうございました！無事
全員完成し、大喜びな子ども達です♡

年長組
年長組で飼っているトカゲのモーモー。お部屋が汚れて
いたら掃除したり、エサをあげたりと、綺麗に過ごしやす
くしてくれてありがとう♡

☆１歳☆
・あらかき なつさん
・ひが ゆずきさん
・うえはら あいきさん
☆３歳☆
・ちねん ひろとさん
・ちねん りゅうとさん
・たさと そうまさん
・くになか きあさん

☆２歳☆
・はやし らいとさん
・またよし さらさん
・きんじょう きょうかさん

７月生まれのお友達☆
お誕生日おめでとう！！

☆５歳☆
・なかむら つむぎさん
・しまぶくろ あいみさん

☆４歳☆
・しんじょう なつきさん
・いしかわ みおなさん
・よへな きょうさん

☆６歳☆
・とうま りくとさん

