
■ 制作紹介 ～ こいのぼり ～

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 「ルールがわかる」
「ひとりで園を出て行かない」「デッキは歩

く」という安全ルールの他、部屋の使い方や食
事やトイレの使い方など、生活や遊びのルール
を伝えていきます。お子さんの安全を守るため
に、園とご家庭で一緒に伝えていきましょう。

まつやま百合ヶ丘保育園
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年齢ごとの発達に応じた制作により、各クラス個性
豊かなこいのぼりが完成しました♪

スタンプ台で
手形と足形を
ぺたっ！

■ 自分たちで！ 園長 北島 未来

■ 理事のつぶやき 理事長 松山岩夫

にじみ絵にチャレンジ！

ハサミを使ってうろこを切ったよ！ 鯉の形に切ることにも挑戦！！

2022年度テーマ ～やってみたいをひきだそう！“子どもを信じて”～

大変恐縮ですが、薄学ながら申し上げさせていた

だきます。世界の三大聖人の一人と称えられている

孔子の教えをまとめたものが『論語』です。かの聖

徳太子が作った十七条憲法の第一条「和をもって貴

しとなし、、」は論語から取り入れられたといわれ

ています。以来、日本の名だたる偉人たちは論語を

学び人格を高めていたようです。また、江戸時代の

寺小屋でも読み、書き、算盤が主流だったそうで、

【読み】は論語を声に出して読んで憶えていたそう

です。ご存じのように、新しく一万円札の顔になる

渋沢栄一も論語の教えが人格形成の基本になったと

のこと。さて、今月から年長児と論語を勉強してい

く中でどんな子に会えるか楽しみです♪みなさんも

興味をもっていただけるとうれしいです。そして、

一日も早くウクライナに平和が戻りますように‼
絵の具と筆を使って色を塗ったよ！

クレヨンやシールで作ったよ！

新年度がスタートし１ヶ月。新入園児のお子さ
んも、進級児のお子さんも新しい生活にスムーズ
に切り替えられたようで、とても穏やかな４月で
した。ご家庭でも新生活に戸惑わないよう接して
くださっているおかげです♪ありがとうございま
す。
新年度動画でもお話しさせていただきましたが、

子どもたちがよりイキイキと主体的に過ごせるよ
う、パンダ・ライオン組では自分たちで話し合い、
日々の活動を決めることにチャレンジしています。
予想通り？自分の思いだけを主張し、話し合い

が成立しなかったり、小競り合いになったり、話
し合いに時間がかかって、外遊びの時間が減って
しまうなんてこともしばしば…。
そんな様子を見て、体を動かして発散させない

とお腹もすかないし、眠れないし、イライラし
ちゃうのでは？(笑)と心配になりクラス担当に声
をかけると「子どもたちがすごく集中しているの
で、このまま部屋で過ごします」との返事が。
それでも、本当に大丈夫かなーと半信半疑で

(笑)様子を見ていると、クラス担当の言う通り、

子どもたちは遊びに没頭し、満足感も高かった
ようで、ランチもモリモリ食べ、午睡もグッス
リ！自分たちで思考をめぐらせ頭をフル回転し、
心も満たされたようで、想像を超えた子どもたち
のイキイキした姿を見ることができました。
この形の保育を行うには、子どもたちはもちろ

ん、まだまだスタッフの課題もたくさんあるので、
子どもたちと一緒に経験しながら学んでいきたい
と思います。

さて、５月には親子レクリエーションを予定し
ています。初年度以来、新型コロナウイルスの状
況を鑑み実施を見送っていましたが、今年度はバ
スでの遠足ではなく、公園でのレクリエーション
を行いたいと思います。この機会に親子はもちろ
んですが、ぜひ他のご家庭とのコミュニケーショ
ンをたくさんはかっていただきたいと思います。
乳児クラスも日常の中で、コミュニケーションを
はかれるようなことを企画中ですので、みんなで
楽しい時間を過ごしましょう！



子どもや保護者 園の動き

1 日

2 月 出欠調査期間

3 火 憲法記念日

4 水 みどりの日

5 木 こどもの日

6 金 出欠調査期間

7 土

8 日

9 月 (幼)生活 (ね)レスト・らん

10 火
発育測定

(ラ)アンガー①
クラス会議

(ね)音あそび

11 水 保菌検査

12 木
避難訓練(竜巻)

(ラ)論語①
保育会議

13 金 (パ)(ラ)スイミング
事故防止委員会

(ね)レスト・らん

14 土 一日勤務

15 日

16 月 月案会議

17 火 (幼)クッキング
クラス会議

(ね)レスト・らん

18 水 英語であそぼう

19 木 歯科検診 経営会議

20 金 親子レクリエーション
安全・衛生チェック

９H勤務
(ね)レスト・らん

21 土

22 日

23 月 避難訓練(不審者)

24 火 (り)野外調理 (ね)レスト・らん

25 水
布団乾燥

(パ)野外調理
OJT-Y会議

26 木 (ラ)野外調理 (ね)レスト・らん

27 金
(パ)(ラ)スイミング
尿検査 容器配付

園長・リーダー会議
理事会

(ね)リズムあそび

28 土

29 日

30 月

31 火 (ね)レスト・らん
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■ 職員コラム ■

うさぎ組担当の です。百合ケ丘保育園の雰囲気にも慣れ、毎日子どもたちと楽しく過ごしてい

ます。仕事を覚えることには必死ですが、このコロナ禍でも楽しみにしていることがあります。それ

は、祭りの季節の夏に「神輿」を担ぐことです！(笑)楽しい場所が大好きな私は６月頃からワクワク

しています！楽しいことは一人ひとりそれぞれだと思うので、子どもたちとも、自分が楽しいと思え

ることを共有できたらなと思っています。入職してまだ間もないですが、楽しい場所を提供できる保

育をしていきたいです。 （２歳児うさぎ組担当）

5/19 歯科検診

５月１９日（木） １４：４５～
河合歯科医院 河合 弘行先生

6/1 尿検査

* 容器配付：5月27日（金）
* 容器回収：6月 １日（水）※対象：全園児

5/20 親子レクリエーション

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。

〇上記検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。

〇家庭保育の際も園に来ていただければ、

受診可能です。ご予定を確認ください。

コロナ禍で今年も入園式はYouTube配信と

なってしまいました。親子レクリエーションを

通して、保護者の方々がお顔を合わせ、交流を

図り、親子で楽しい時間を過ごしましょう♪

中央黒内公園で、レクリエーションやお弁当を

食べて交流を深められたらと思います。

期日：5月20日(金)
対象：りす・パンダ・ライオン組の

お子さんと保護者の方一名
時間：9：00～13：00予定

※お弁当持参、雨天中止
集合場所：まつやま百合ケ丘保育園

or 中央黒内公園
※現地解散

後日、園に集合して歩いていくか、

現地集合か希望をとりたいと思います。

全クラス対象です。乳児クラスは、当日採尿でき
た方のみの提出で大丈夫です。（再提出も不要）
詳細は、後日kidslyにて発信させていただきます。
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食育だより

百合ケ丘 保育日誌

論語・アンガーが始まります！

●キッズアンガーマネジメント(講師 松山美法)

◎講師より

「園ではケンカやトラ

ブルがよく起こります

が、時にはお友だちや

職員に手をあげたり、

園の備品に八つ当たり

する姿も。子どものう

ちに『上手な怒り方』を身に付け、一生の宝にして

もらえたらと思っています。子どもの怒り方は家庭

のコピーと言われています。保護者の皆さんもアン

ガーマネジメントを学んでみませんか？」

● 論語 (講師 松山岩夫)
今月より論語の素読

が始まります。素読は
脳の活性化になると大
脳生理学でも証明され
ているそうです。
意味が理解できなくて
も読むことで脳を刺激し
ます。素読には論語が最適だと言われています。
◎講師より
「環境と体調をしっかり整え、感染防止に努めます。
今年も子どもたちの才能発見が楽しみです。」

安全・安心な野菜探し♪

■食の大切さ

体は食べたものから作られます。
その食材の質についても、常に考えています！

■ 今後…

可能なところから、生産者さんの顔の見える野菜
を取り入れていきたいと思います！
食材の紹介も行っていく予定ですので、お楽しみ
に♪

■ 農家さん探し
現在、農薬を使わずに野菜栽
培をされている農家さんを探
しています。
これまで３か所の農家さんに
見学に行かせていただきまし
た！

保護者の皆さまも、お知り合
いの農家さんがいらっしゃれ
ば、教えて下さい♪

子どもたちと一緒に毎日を楽しみながら、
笑顔溢れる保育をしていきたいと思いま
す。どうぞよろしくお願いします。

新しい職員の紹介

（０歳児ひよこ組担当）

保育参加の申請について

随時受付中です！！
参加お持ちしています！！

参加について未定の方は、わかり次第担当
まで申請書をお渡しください。例年年度末に
なると混雑してしまうため、早めの参加がお
すすめです！

楽しみに待ってるよ♪
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パンダ・ライオン組の活躍！

辞令交付式

年中・年長児になり、当番や園の仕事を張り

切って取り組んでくれています。

〈花の水やり〉
率先して行い、職員の手伝いもしてくれます。

〈買い物〉
園長にお金をもらい
先日はジョイフル本田
まで種の買い出しへ。

進級式

〈お知らせ配布〉
ライオン組は豊年太鼓
の練習が始まるので、
園舎周りの一軒一軒に
手紙を配りました。

理事長から辞令の交付を受け、職員一同 心新たに
４年目のスタートを切りました！

新しいクラスでの
一年がスタートしました。

寄付の感謝

牛乳パックと古布のたくさんの寄付、どうも
ありがとうございました！！早速活用させてい
ただいています。

元気に返事をする
子どもたち。
やる気マンマンです！

牛乳パックは、敷き
詰めて、踏み台として
利用しています！

古布は、園内消毒の
際に利用させていただ
きました。



■ 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

P 7：りす組

P 8：パンダ

P 9：ライオン組

P10：ねっこ守谷

一時保育

P11：先月は…

P12：先月のアルバム
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