
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 「梅雨の遊び」

これから雨が多くなってきます。
雨だから室内で過ごすのではなく、雨の日

ならではの発見を求めて、積極的に園前など
に出て、雨の季節を楽しんでいきます。

■ 制作紹介 ～ 梅雨の制作 ～

■ 感謝！ 園長 松山 古都子

今月のテーマ 「梅雨の遊び」
これから雨が多くなってきます。
雨だから室内で過ごすのではなく、雨の日

ならではの発見を求めて、積極的に園前など
に出て、雨の季節を楽しんでいきます。

■ 理事のつぶやき 統括理事 松山 美法

2022年度保育テーマ：自分でやってみよう！～達成感を味わう～

うさぎ組 『あじさい』

ハサミに挑戦し、
折り紙をチョキ
チョキ♪

切った折り紙を
テープの上に貼り、
あじさいの完成！

5月中旬からの、新型コロナウイルス感染拡
大による自粛要請等、大変ご迷惑とご心配をお
かけしております。皆さまのあたたかいご対
応・ご協力にあらためて感謝を申し上げます。
まだ、先行きが見えず、不安な日々は続きます
が、少しでも早く通常の生活に戻れるように
願っていきたいと思います。
園では、今まで通りしっかりと感染対策をし

ながら、子どもたちの健康と安全を最優先に保
育を行っていきます！

先月の表紙ページに記入させていただいた
『手づかみ食べ』、お家でも行っていただいて
いるようで、意欲的に食べようとする子たちが
増えてきたように感じます♪ 口元に運ばれて
くるのを待っていた子が、自分のペースで自分
で口に運び、にこやかに食べている姿をみると、

ほっこり、スタッフも笑顔になります。自分で
やってみようと思える環境づくり、本当に大切
ですね！ 最近保育の中で、子どもたちが「出
来ない！」と声にすることが多く、何が出来な
いのか見ていると、リュックを入れられない、
玩具が取れない、ズボンが脱げない、履けない、
Tシャツが脱げない…等々、すぐに諦めてしま
う姿が。その声に耳を傾け、すぐに手伝ってし
まうのではなく、どのようにしたら自分で出来
るのか一緒に考えています。
「ここを支えると出来るかな？」「これはど
う？」「出来たね！」などと、自分で考えてど
うしたら出来るようになるのか、スタッフもど
のように声をかけたら子どもの自信に繋げられ
るのか、日々試行錯誤しています。お家でも、
子どもの出来る！を信じて待つ時間を大切にし
てみてくださいね♪

～続・大人の気合い～

前回のテーマ「大人の気合で子どもは変
わる」を読んで「それならば･･･」と気合を
入れ直してみたご家庭はありましたか(笑)?
書いている側からすれば、読み手に何か

しらの影響を与えるものでありたいので、もし成
功・失敗体験などがありましたら、スタッフまでお
知らせ下さるとうれしいです。
さて、今年もキッズアンガーマネジメントが始ま

り、各園を回遊して授業を行っています。アンガー
授業で切り離せないのが、普段のクラス運営です。
挨拶の仕方に始まり、聞く話すのメリハリ、話を聞
く時の心と体の姿勢、自分の気持ちを伝える言葉の
選び方、声の大きさなどなど、どう育っているのか
が伺えてしまうのです。基本ができていないと授業
どころではなく、そこからか～という年もあります
が、今年のライオン組はどこもすでにいいカンジ！
これも、「積み上げなければ」というスタッフの
「大人の気合」の成果かもしれません。
スモールステップ、大切ですね！

まつやま松並保育園
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子どもや保護者 園の動き

1 水 保菌検査

2 木 OJT会議、経営会議

3 金 親子レクリエーション（延期） ９H勤務

4 土

5 日

6 月

7 火 ちゃん誕生会

8 水 尿検査

9 木 くん誕生会 保育会議

10 金 発育測定 ねっこ会議

11 土
一日勤務

アイギス研修
12 日

13 月 避難訓練週間

14 火 歯科検診 事務会議

15 水 絵本貸し出し ケース会議

16 木 経営会議

17 金 月案会議

18 土

19 日

20 月 安全・衛生チェック

21 火 保育会議

22 水

23 木 くん誕生会

24 金 ９H勤務

25 土

26 日

27 月 園長・リーダー会議

28 火

29 水 内科健診 職員健康診断

30 木 経営会議
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身の回りのことに興味を示しやってみようとするあひる組。うまくできず悔しい気持ちの時もあり

ますが、担当スタッフと一緒に「右足♪左足♪」と楽しく着脱等することで一つひとつ覚えてきて、

自分でできた際には拍手をしたり嬉しそうな姿が見られています。

引き続き、「一緒にやってみようか？」と子どもたちの気持ちに寄り添い、きっかけ作りを大切に

することで、子どもたちが「できた！」と達成感を味わえるようにしていきます！

（あひる組担当）

■ 2022年度保育テーマ 「自分でやってみよう！ ～達成感を味わう～」 ■

歯科検診・内科健診

6月14日（火） 歯科検診
河合歯科 河合弘行先生

６月２９日（水） 内科健診
えのもと小児科 榎本 啓典先生

〇上記健診日に受けられなかった場合は、
1ヶ月以内に直接受診していただくことに
なります。

〇お子さんのことで医師に聞きたいことなど
ありましたら、事前にクラス担当にお知ら
せください。

親子レクリエーション

６月３日（金）→ 秋頃に延期

尿検査

６月１日（水）→ 6月８日（水）

当日採尿できた方のみの提出で大丈夫です。
詳細は、キッズリーにて発信させていただ
きます。

コロナウイルス感染拡大の為、延期させて
いただきます。日程決定次第キッズリーに
て発信させていただきます。
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ひよこ・あひる組にお願い

七夕について

短冊をインフォメーションに設置しま

すので、お子さんと一緒に願い事を書い

てお持ちください。

短冊配布：６月１７日(金)

〆切：６月２４日(金)

七夕飾りをご家庭でおこさんと
一緒に作ってみてください♪

夏まつりについて

昨年同様、夏まつりは中止となります。

保育の中で『夏まつりあそび』を行い、

行事を楽しみます。

朝の準備時、３点セット内にタオルを

追加して用意をお願いいたします。

暑い日には、水あそびや沐浴（シャワー）

をして汗を流します。

昼寝の際に汗ばむ季節となってきました。子ど
もたちがぐっすりと眠れるよう、ご用意をお願
いします。

綿

ポリエステル

マイクロ
ファイバー

〇〇〇〇

カバーをかければOK

※名前も中央に忘れずに！

綿毛布もしくはタオルケットの
用意をお願いします

問題点①

子どもたちの“まねる”対象としての

“顔”を経験する機会が減っていること。

うれしかった時には、

「やったー！」といつも以上に

表現する

問題点②

赤ちゃんが喜怒哀楽の“顔”を学べず、相手の

気持ちがわからない。

マスクを外すということだけでなく、意識的に

表情を見せる♪

参考：NHKおはよう日本HPより

家族の中で、表情を見せる

ボディランゲージを活用

ほけんだより

マスク生活の影響について
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野菜の栽培をしています♪

あひる組

ラディッシュ

まつやま保育園グループ

今年度に入り、当法人のバスケットボー
ルチームの活動も徐々に活発になってきま
した。先日は社会人チームと チーム合同
で大会に参加し、熱戦を繰り広げました！
ご興味がある方は、ぜひお声がけくださ
い！

★卒園児も活躍中★

まつやま保育園の畑の一部を借りて

サツマイモを育てています！

うさぎ組

ミニトマト

秋には収穫し

て食べられる

ことを

楽しみに♪



■ 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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