
今 月 の 予 定 

～みてごらん お花が咲いてるよ～ 

＃お花のある園生活 

 

                                      

 

                                        

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

      

          

 

 

 

 

 

 
 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 予     定 

１ 金 布団持ち帰り 

８ 金 布団持ち帰り 

１１ 月 身体計測週間（全園児:１１日～1５日） 

１４ 木   さつまいも苗植え 

１５ 金 布団持ち帰り 

１９ 火 食育の日 

２１ 木 ぎょう虫セロファン配布（ちゅうりっぷ・ゆり・きく・ひまわり組） 

２２ 金 布団持ち帰り 

２５ 月 ぎょう虫セロファン提出（ちゅうりっぷ・ゆり・きく・ひまわり組） 

２９ 金 布団・園庭ズック持ち帰り 

月津こども園 園だより５月号 
http://www.tukidu-kodomoen.com  ＴＥＬ（0761）44－3020 
e-mail tukiduhoikuen@gmail.com 

 

 

Ｒ２．５．１ 

教育・保育方針 三つのぜん 

4・5・6 月のねらい 
≪安全≫ 全年齢・・約束を守って遊ぼうね 

≪自然≫ 全年齢・・みてごらん お花が咲いてるよ 

≪積善≫ 以上児・・力を合わせて がんばろう 
     未満児・・先生となかよしになろう 
 

社会福祉法人小松市大和善隣館 幼保連携型認定こども園 月津こども園 

さ園では小鳥がさえずり、園児たちが植えたチューリップも花を咲かせました。晴れの日には鯉の

ぼりも元気に泳いでいます。それらの光景には例年と変わらない感じもありますが、４月１６日に

政府が新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態宣言を全国に発令し、石川県も「特定警

戒都道府県」に指定されました。辛抱の時を迎えたと思います。こういう時はポジティブな気持ち

を持ち続けることが大切だと思います。さて、今月はさつまいもの苗植えを予定しています。いつ

もは祖父母の方々にもご参加頂いていますが、今年は感染予防のため園児と職員で植えさせて頂き

ます。でも、秋にはきっと立派に育った芋を一緒に焼いて楽しい焼き芋会ができると思っています。

「止まない雨はない」と言います。雨は必ずいつかは止みますし、ずっと晴れだけが続くこともあ

りません。みなさん前向きな気持ちを持ってこの難局を乗り越えて行きましょう！                                                       

したが、今年は感染予防のため園児と職員で植えさせて頂きます園長 竹本 忠司、

秋にはきっと立派に育った芋を一緒に焼いて楽しい焼き芋会ができると思っていま

す。「止まない雨はない」と言います。雨は必ずいつかは止みますし、ずっと晴れだ

けが続くこともありません。みなさん前向きな気持ちを持ってこの難局を乗り越え

て行きましょう！ 

 

※新型コロナウィルス感染防止対策として、布団持ち帰りを毎週とさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

子どもたちと職員で 

苗植えをします。 

JA みゆき支店さんから 

苗を180本いただきます 

 

 先日、園庭の草が生えてきた話を子どもたちにすると、「自分たちの園庭をきれいにしよう」
という声があがりました。そこでひまわり・きく組の子どもたちで園庭の草むしりをしまし
た。たくさんの草をむしって「先生、見て。こんなにたくさんとれたよ。」と張り切っていま
した。草むしりの最中、ある子が「これ、何に見える？」と小さな葉っぱを持ってきたので、
何か聞いてみると、「クリスマスツリーだよ。」と言っていました。周りの子も集まって来て、
「どこにあったん？」「見に行こう。」と言いながら、面白い形の草を探しに行っていました
よ。その他にも、「草むしっとったらダンゴムシ出てきた！」と嬉しそうに友だちと話してい
る姿も見られ、自分たちで草むしりをすることで子どもたちの発見や気づきがたくさんあり、
それを通じて友だちとの関わりが広がったり、子どもの感性がさらに豊かになった体験だっ
たなと思いました。 
 
 
きょうみやかんし子どもたちの好奇心や感性を 

たくさん 

草をとったよ 

クリスマス

ツリーに 

見えますね 

草むしり楽しいね 

三つのぜん≪自然≫ 

 
 ひまわり・きく組の子どもたちが、昨
年植えたチューリップが園庭にきれい
に咲いています。園庭に出ると、保育教
諭とチューリップの歌を歌ったり、友だ
ち同士で触ってみたりして身近な自然
に興味・関心を持って自分から関わる姿
が見られました。室内でもチューリップ
の花に触れることができるよう、給食の
時間に各テーブルに飾って食事をした
り、部屋の棚の上に飾ってチューリップ
の歌を歌ったりする姿が見られます。 

    

きれいな花のおかげで 

給食がさらにおいしく感じるね 

園内にたくさんのこいのぼりが泳いでいます 
 5 月 5 日は『こどもの日』です。お部屋や廊下には、かわいいこいのぼりが飾られています。子どもたち
の好きなクレヨン遊びやスタンプ遊びを取り入れて制作するクラス、自分の思い思いに好きな絵を描いて一つ
のこいのぼりをみんなで作り上げるクラスなど、それぞれのクラスの個性が出た作品に仕上がっています。保
護者の皆様に直接見ていただけないのがとても残念ですが、ホームページに掲載しますのでご覧ください。 

延期となっている行事予定について 
・ファミリー運動会 ９月下旬・１０月に予定しています。 
・４・５歳児遠足 10 月 15 日（木）行先 晴：トリムパーク 雨：いしかわ子ども交流センター 
・２・3 歳児遠足 10 月 21 日（水）行先 晴：いしかわ動物園 雨：ふれあい昆虫館  
  今後の動向を見ながら変更することもあります。ご了承ください。 

ホームページにて日頃の子どもた
ちの様子や、子どもたちの作品を掲
載しています。インターネットで
http://www.tukidu-kodomoen.com

または『月津こども園』と検索すると
閲覧することができますので是非ご
覧ください。 

4 歳児のＡちゃんは 0 歳８ヵ月のＢちゃんのことが大好きです。毎日延長保育の時間になると、
ＡちゃんはＢちゃんのそばへ行ってはお顔をのぞき込んだり、やさしくお腹や頭をなでたりしてい
ます。そのうちＢちゃんは安心したかのように気持ちよさそうに眠ってしまいます。「Ｂちゃん寝
た」と保育教諭に知らせてくれる時のＡちゃんの笑顔は、まるでお母さんのようです。Ａちゃんの
やさしさや小さい子を大切にしたいという思いが保育教諭にも伝わり温かい気持ちになりました。 
 

延長保育でのほほえましいエピソードを紹介します。 

mailto:tukiduhoikuen@gmail.com
http://www.tukidu-kodomoen.com/
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