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一学期もいよいよ後半に入ります。４月当初、どの学年も慣れない環境の中で緊張の中で生活していた子ど
もたちも、この二か月間で自分本来の生活スタイルを見せてくれます。上級生にお世話をしてもらったちゅう
りっぷ組の目を見張るような成長ぶりとともに、自分のことを自分で行うことやお世話をすることによって自
らの役割への理解が深まったばら組、ひまわり組のたくましさは、ともに学び、成長し合う貴重な環境です。
この３月に策定されました人が人を育てるという区の共育ビジョンは、子どもを取り巻く環境の変化の激し
い今日、共生の理念に立って人と人とのつながりの中で人が人を育て、育てられ共に成長していく共育の姿が
示されています。育てることと育つことは、親であっても子どもであっても、その両者のかかわりなしには実
現しません。同時にそのかかわりやつながりの枠組みは、一人では生きられない人間にとって時間の経過に伴
ってその範囲の広がりこそあれ変わることのない存在です。
お世話してもらって様々な生活様式を身に付ける下学年とともに、お世話することによって自らの経験を振
り返りこれからの自分の生活スタイルを見直し、さらによりよい生活の仕方を考える上学年の学びも共に育つ
共育の基本を身をもって学ぶ機会です。先輩園児のよいお手本を身をもって示そうとする姿勢が、全園児の目
標となり励みになることで共に育つ学びの場をもたらせてくれました。それだけに、この子どもたちにとって
より多くの可能性が広がる教育の場でありたいと改めて感じます。このように子どもたちの成長に繋がる学び
の環境は、様々なかかわりやつながりによって充実できるものと考えます。自然とのかかわりをはじめ、地域
とのかかわり、人とのかかわりは、子どもたちに限らず私たち人間生活に大きく影響を与えるものです。
一方、私たち大人も未来を担う子どもたちの望ましい成長に向けて子育てにかかわりますが、その子育ては
同時に、親育ちの場でもあります。共育は、鏡育であるとも言われますように、共に支え合うことなしには充
実できません。子どもを育てることで親が親となり、教師も教師になることができるのです。その意味でも仲
間とふれ合う園生活とともに、ご家庭という環境も親と子がともに学び、成長できる経験の場でありたいと考
えます。このような子に育ってほしいという願いの実現は、私たち大人の生活そのものにあることを子どもた
ちの素直で元気な姿が教えてくれます。毎日、生き生きと活動する子どもたちの姿、そこに学びの原点ととも
に身をもって示すことの成果を目にできる幸せは、まさに子育ての特権であり、子どものかかわる者の宝物で
す。よりよい環境づくりのために子どもたちにとって、一番身近な大人である親や教師の存在は、何者にも代
え難い環境です。そこで、子どもにとってよりよい環境の創造者は、まず私たちであるという視点でかかわり
を生かす環境づくりを大切にしたいと思います。
共育の原点は、子育てを楽しむ我が家庭や園にあるという気概をもって、子どもた
ちにとってよきモデルとしての役割を果たし、様々な体験や感動を共有し子どもとと
もによりよく成長し合える存在でありたいと思います。

今月のねらい
ちゅうりっぷ組（3 歳児）
￮自分の思いを出しながら、好きな遊びを繰り返し楽しみます。
￮砂や水などの感触を楽しみながら、遊びます。
￮遊びや生活に必要な身支度、着替えなどを先生と一緒に行います。
ばら組（4 歳児）
￮自分の気持ちや遊びへの思いを動きや言葉で伝え、友達とかかわって遊ぶことを楽しみます。
￮砂や水、絵の具などの素材に触れ、試したり感触を楽しんだりして遊びます。
ひまわり組（5 歳児）
￮目的をもって遊びに取り組み、友達と相談したり試したりしながら活動することを楽しみます。
￮野菜や花の成長を楽しみながら、友達と一緒に世話をします。

◎印は、保護者の方が関係する行事です
◎ひよこタイム
１日（水） 場所 ひよこルーム
時間 １０時００分～１１時００分
◆未就園の子どもたちが幼稚園で遊んだり、保護者同士が気軽に話したり相談したりできる場です。今年度は年
間６回程度、計画しています。
○在園児の保護者の方も、一緒に参加いただけませんか？ご近所に対象のお子さんがいらっしゃいましたら、お
知らせください。今回未就園児は、ひよこルームで遊びます。
◎一斉清掃の日
６日（月） 全園児
時間 登園～９時０５分頃
☂７日（火）に延期
◆千代田区一斉清掃の日です。家族や教職員と一緒に通園路や公園の清掃をすることで、地域の一員であること
や、自分たちの町をきれいにしようとする気持ちの芽生えをねらいとして実施します。
○登園時にみんなで通園路や公園をきれいにしてください。
○軍手とスーパーのレジ袋などをゴミ袋としてご用意ください。空ビン・缶などの扱いには、十分ご注意くださ
い。
（不審物と思われた場合は手を触れず、園にご報告ください）
ご協力よろしくお願いします。
◎親子ガーデニング
６日（月）
場所 錦華公園
時間 一斉清掃後
☂７日（火）に延期
今月のねらい
◆大人も子どもと一緒に花を植え、錦華公園をきれいにします。清掃に引き続き軍手を使用します。
☆国際理解
６日(月) ４・５歳児
場所 遊戯室
時間 １０時３５分～１１時２０分
◆外国人講師ウイリアム・ヒベン先生に子どもたちの遊びの中に入っていただき、楽しい触れ合いを通して、英
語や異文化に親しみます。
☆おはなしのくに（読み聞かせの会）・黒田先生
６日（月） ２７日（月）
場所 各保育室
時間 ３歳児１１時１０分
４歳児１３時３０分
◆月２回、図書館司書の黒田裕美先生による、読み聞かせの会を行います。

全園児
５歳児１３時１０分

☆あじさいの茶会 ９日（木） ４・５歳児
場所 遊戯室
時間 ９時３０分～１１時１０分
◆裏千家教授の影山純子先生・笠松恵美子先生・苅部洋子先生にご指導いただき、季節感を味わいながらお茶会
を楽しみます。
○服装は、白シャツ、紺・黒などのズボンです。白いソックスは茶室に入る前に履
き替えますので、カバンに入れて持たせてください。女児は髪を結んだり止めた

お茶会のお菓子に
含まれるアレルゲン

りするなど、まとめるようにしてください。

・卵

○食物アレルギーがある場合は、前以てお知らせください。
※３歳児は２学期から参加します。（お菓子は学級でいただきます。
）
☆よい歯の表彰式
１０日（金） 全園児
場所 遊戯室
時間 ９時２０分～
☆歯の衛生週間学校巡回指導
４・５歳児
場所 遊戯室および保育室
時間 ９時３５分～
◆歯を大切にしようとする気持ちをもち、自分の健康に関心をもつことをねらいにして行います。
○歯科医師会から、虫歯のない子ども、治療済みの子どもの表彰があります。

○４・５歳児は、日大歯科衛生士専門学校の方の歯磨き指導を受けますので、歯ブラシを持たせてください。
○４歳児は、これを機に、お弁当後の歯磨きを始めます。１０日以降は、毎日歯ブラシを持たせてください。
（衛生のため、ケースに入れるなどご配慮ください。すべてに記名してください。歯磨き粉はいりません。
）
☆なかよし会（６年生との交流）
１０日（金） ４・５歳児
場所 講堂・校庭
時間 １２時～１３時
◆４・５歳児と６年生が、一緒に昼食を食べたり遊んだりします。６年生に親しみを感じ、あこがれの気持ちを
もてるようにすることをねらいにして実施します。
◎土曜教育日（幼稚園公開）
１１日（土） 登園時～降園時 全園児
◆保護者や地域の方に、幼稚園教育への理解を深めていただくことを目的に実施いたします。
○詳細は後日お知らせいたします。
☆プール開き
１４日(火)
全園児
◆プールでいろいろな水遊びを楽しみ、水に親しんだり、水遊びの約束を守って安全に遊んだりします。『園生
活のしおり』をご覧になり、準備をお願いします。
○各種検診の日に欠席した場合、または治療の必要がある場合は、プール開きまでに検診および治療を済ませる
ようお願いします。
○５歳児は、プールでの遊びに期待が高まるよう１０日(金)にプール掃除を行いますので、プールカードおよび
プール用品を持たせてください。雨天の場合は、１３日（月）に延期します。
◎安全指導日（神田警察による指導）

１５日(水) 全園児・保護者
場所 遊戯室・保育室・錦華公園
時間 １０時３０分～降園時
◆神田警察の方に、道路の安全な歩き方や信号の見方を教えていただき、模擬信号機を使って訓練をします。３
歳児は、降園時に学級で指導します。
○保護者の方は、神田警察署の方から交通安全のお話を聞きますので、１０時４０分に
＜遊戯室＞にお集まりください。

上履きをお持ちください。

○４・５歳児の保護者の方は、引き続き、模擬信号機を使った訓練に親子で参加します。
○親子で、安全な歩き方や交通ルールを確認してください。
○雨天の場合、４・５歳児の模擬信号訓練は中止します。
◎個人面談 １５日（水）～７月１３日(水)
場所 保育室
○日程など詳細については、後日お配りする「個人面談のお知らせ」をご覧ください。
☆遠足

１７日(金)

４・５歳児

場所 ☀井の頭自然文化園
☂多摩六都科学館
登園
８時４０分 バスに直接集合
◆水辺の生き物やいろいろな動物を見たり、モルモットに触れたりして楽しみます。
○モルモットを膝に乗せて触れ合います。モルモットの爪が直接肌に当たらないよう、座った時に膝が隠れるズ
ボンをはかせてください。また、動物アレルギーがある場合は、事前に担任にお知らせください。
○雨天の場合の雨具は、傘を持たせてください。科学館の中は長靴では活動しにくいので、長靴で登園した場合
は、公園靴に履き替えてからバスに乗車してください。

☆カレーパーティー

２３日(木)

全園児
場所 ３歳児 保育室
４・５歳児 遊戯室
時間 １１時２０分～
◆５歳児が買い物に行ったり、自分たちで育てたジャガイモを使って調理をしたりします。作ったカレーはみん
なで一緒に食べ、会食を楽しみます。
○当日は、空の弁当箱とスプーンを持たせてください。この日は、デザー
トは持たせないでください。
○調理をする５歳児は、エプロン・三角巾・マスクを持たせてください。
爪の確認もお願いします。
○食物アレルギーがある場合は、まえもってお知らせください。

カレーに含まれるアレルゲン
・ルー（小麦粉）
・豚肉

・りんご

☆６月誕生会

２９日（水）

４・５歳児
場所 遊戯室
時間
９時２０分～
３歳児
場所 保育室
時間 １０時４０分～
◆誕生会では、その月に生まれた子どもの誕生日を３歳児は学級でお祝いし、４・５歳児は、合同で誕生児の保
護者の方も交えてお祝いします。
○４・５歳児の保護者の方には、誕生会の中で誕生児についてのお話をしていただきます。詳しくは、担任から
お願いをさせていただきますので、ご協力をお願いします。
○４・５歳児の６月生まれの園児の保護者の方は、登園後＜ひよこルーム＞でお待ちいただき、５分前になりま
したら遊戯室にお越しください。

お願い
○気温の高い日は、錦華公園で水遊びをすることも多くなり、ビーチサンダルを使用します。記名して持た
せてください。なお、４・５歳児は、クロックスタイプではなく、鼻緒のあるタイプをご用意くださるよ
う、ご協力をお願いします。（園生活のしおり参照）

―――７月の予定―――
◎学級懇談会

４日（月）

◆１学期の園生活、夏休みの生活の仕方、２学期の生活などについてお話しします。

◎七夕の集い

３歳児

場所

絵本の部屋

時間

１２時３５分～１３時２０分

４歳児

場所

ばら組保育室

時間

１２時３５分～１３時２０分

５歳児

場所

ひまわり組保育室

時間

１２時３５分～１３時２０分

７月７日（木）

全園児・５歳児家族
場所

遊戯室

時間

９時２０分～１０時３０分

◆自分たちで作った笹飾りを見たり、七夕にまつわる話を聞いたりして、七夕に興味や関心を広げ、みんなで楽
しく過ごします。
○ひまわり組のご家族の方は、ぜひご参加ください。参加については、後日確認をさせていただきますので、ご
協力をお願いします。
○七夕にちなんだおやつを食べます。
食物アレルギーがある場合は、まえもってお知らせください。

七夕のお菓子に含まれるアレルゲン
・小麦・大豆・鶏肉
（同じ工場で使用しているもの：卵・乳成分
・落花生・えび・かに）

