
1．健康でたくましい子 2．人を思いやることのできる子 3．自分で考え行動できる子

地域に根ざした子どもの園 ～子どものパラダイスめざして～

今月のテーマ 「楽しい保育園」
新入園児だけでなく、継続児も新たな環境

に慣れるよう、園とご家庭で協力していきま
しょう。

■ 制作紹介
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■ ご入園・ご進級おめでとうございます！ 園長 松山 古都子

■ 理事のつぶやき 創設者 松山美法

～大人の気合いで子どもは変わる～
前回は「一体どうなってる？」と幼

児の箸の話をしました。あの後「激変」
ほとんどの幼児が箸を使って落ち着い
て食事をしているではありませんか。
背中を丸め、皿に口をつけてかきこむ
姿は消え、美しい姿勢で顔つきまでがキリリと見
えます。保護者が？園が？あの後どのような対応
をしたのかは知りませんが、何かがあったはず。
大人の気持ちしだい（気合い）で子どもはこんな
に変わるのですね。
子どもの気持ちを尊重することは大切ですが、

放任にならないように注意が必要です。「ねえみ
んな、温室のように無理に咲かすのでもないし、
かといって野原のように野生のまま放置しておく
ものでもないし、自然に成長して自然に咲くべき
ものに適当な栄養を与えるのが私たちの仕事で
しょう」、これは座右の銘のひとつ、野口雨情さ
んの言葉です。
今年も宜しくお願いします。

今月のテーマ 「楽しい保育園」
新入園児だけでなく、継続児も新たな環境

に慣れるよう、園とご家庭で協力していきま
しょう。

2022年度保育テーマ：自分でやってみよう！～達成感を味わう～

＜玄関ディスプレイ＞
春夏秋冬をイメージして、3月に卒園した

うさぎ組との思い出を飾りました♪

＜さくら＞
ひよこ組が花
紙を丸めたよ。

＜落葉＞
ひよこ組の手・
足形スタンプ

＜花火＞
ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰの芯
の先を線上に切
り広げてあひる
組がスタンプ

＜雪だるま＞
あひる組が紙
粘土を丸めて
どんぐりの目
をつけたよ！

新入園児の皆様、ご入園おめでとうございま
す。そして在園時の皆様、ご進級おめでとうご
ざいます。今年度は、ひよこ組５名、あひるぐ
みに１名の新入園児を迎え、１９名でスタート
いたします。職員とともに大きな家族！小規模
保育園だからこそのアットホームな環境の中、
保護者の皆様のご協力をいただきながら、子ど
もたちの成長の手助けができたらと思います。
今年度の保育テーマは、自分でやってみよ

う！～達成感を味わう～ と決まりました。
昨年度テーマを振り返りをしている際、スタッ
フより子どもたち自身が何かをやりたい！とか
これなら自分でできる！というような、スタッ
フ側の環境設定が弱かったという反省が多数上
がりました。子どもたちの視線の先に何がある
のか、今何に興味を示しているのか、子どもた

ちの日々の気づきを大切に、そして子どもたち
自身の自分でやりたいという気持ちを育んでい
けるような環境づくりをしていくことで達成感
を味わい、自信に繋がるように関わっていきた
いと思います。
また、職員テーマは「一日一褒」です。こち

らもみんなで話し合いました。良いことも悪い
ことも、気兼ねなく伝えあえる関係っていい
ね！と、相手の立場にたってお互いを思いやる
気持ちだったり、声に出して相手に伝える大切
さなどなど、話し合った結果、私たち大人も子
どもたちと一緒で褒められると嬉しい！ 意欲
も高まる♪ ということで、このテーマに決ま
りました。私も毎日褒めてもらえるのかな？
ちょっと楽しみです。（笑）
今年度もよろしくお願いいたします。
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■ 2022年度保育テーマ 「自分ででやってみよう！ ～達成感を味わう～」 ■

ゴールデンウィークの
出欠調査について

5/2(月)・6(金)の出欠を確認させて

いただきます。

食材の発注等の調整がありますので、

4/8に発信するアンケートに全家庭ご

回答いただきますよう、よろしくお願

いします。

今年度のメイン保育テーマは『自分でやってみよう！』です。昨年度のテーマの

振り返りの際に、「子どもたちが達成感を味わえるような関わりを十分に行えない

時があった」とスタッフから声が…。今年度は子どもたちが様々なことに挑戦でき

るように関わり、子どもたちの「できた！」を大切にしていきます！

（ひよこ組担当 ）

子どもや保護者 園の動き

1 金 辞令交付式

2 土 一日勤務

3 日

4 月

5 火 OJT会議

6 水 保菌検査

7 木 くん誕生会

8 金 発育測定

9 土

10 日

11 月 避難訓練週間

12 火 事務会議

13 水 絵本貸し出し 食育会議

14 木 経営会議

15 金

16 土

17 日

18 月 月案会議

19 火

20 水
安全・衛生チェック

看護師会議

21 木 保育会議

22 金
９H勤務

園長リーダー会議

23 土

24 日

25 月 くん誕生会 ケース会議

26 火

27 水

28 木 くん誕生会（30日） 経営会議

29 金 昭和の日

30 土

※今年度の出欠調査期間

GW：5/2・5/6

お盆：8/12・8/15～8/16

年末：12/27～12/28

年始：1/4～1/5

『新型コロナウイルス感染拡大防止の

ための行動指針』に基づいて実施の判

断をさせていただきます。

保育参加について

配布させて頂いた『保育参加申請書』に

参加希望日を記入し、4/２２(金)までに

スタッフにお渡しください。

※園の都合により希望日にお受けできな

い場合があります。ご了承ください。



33

『新型コロナウイルス感染拡大防止の

ための行動指針』に基づいて実施させ

ていただきます。

毎朝、受け入れ後に
ロールマットを行っています！

～効果～

脱力をすることで体の緊張を緩めたり、血

行を促し、体のゆがみを軽減する。

お家でも時間のある時に保護者の方の足の上にお

子さんを乗せ、膝を立てることで同じような効果

があります。（オススメの時間は朝一です！）

ロールマットの上で
ばんざい！背骨を

ゆらゆら～

ほけんだより

☆登園前の体調チェック☆

□発熱はない？
(37.5℃以上は受け入れできません)

□顔色は良い？

□咳や鼻水はひどくない？

□発疹や蕁麻疹はできてない？

□機嫌は良い？

□傷や怪我はない？

□爪は伸びてない？

□排便は？色や形状は？

□朝食はしっかり食べた？

□夜はぐっすり眠れた？

★他にも気になることがあればお伝えください。

内服や使用している薬が
ある場合は、薬の名前を
Kidslyに入力してください。

新しい職員の紹介

☆９時頃登園の子は日中行っています！

新しいお友だちの紹介

ひよこ組

あひる組

明るい“笑顔と挨拶”をモッ
トーに日々頑張りたいと思い
ます！
よろしくお願いいたします！

親子レクリエーション

6月３日(金) 午前中

親子レクリエーションとクラス
懇談会を計画しています。







６
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卒園式

修了式

自分で歩いて
証書を受け取るよ！

ドキドキするけど
進級が楽しみだね！

卒園記念品

統括理事 松山美法
社会福祉功労者表彰

3/5（土）「龍ケ崎市社会福祉大会」にお

いて、保育園の民営化及び運営、地域へ向

けたアンガーマネジメント講座や子育て講

座などを継続的に実施するなど、地域の福

祉に貢献したことが評価されました。

また一つ大きくなったよ♪

少し緊張しなが
らの園長からの
証書授与

外ではひよこ組と
あひる組がお見送り♪

立派に成長した
姿を見せること
ができました！

卒園児の保護者の皆様

から電車のおもちゃを

いただきました。

子どもたちと大切に使

わせていただきます。

2022年度新人研修

新採用職員1１名が９日間の研修を行い

ました。4/1から山ゆり会の一員としてス

タートします。



■ 先月のアルバム ■

P1：園長のお話

理事のつぶやき

P2：スケジュール

P3：園からのお知らせ

P4：ひよこ組

P5：あひる組

P6：うさぎ組

P7：先月は…

P8：先月のアルバム
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