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

月津こども園 園だより ８月号
教育・保育理念

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

「善隣のこころ」
“いつでも どこでも そしてだれにでも
われ等 善き隣人たらん”

教育・保育方針
教育・保育の心構え：三つのゼン
すべての子どもが『安全』にすごせる
心くばりをする
すべての子どもに『自然』の大切さを
気づかせていく
すべての子どもの『積善』への努力を
みとめていく

教育・保育目標
心身ともに健康な子ども
自然を大切にする子ども
自分で考えて行動できる子ども

今
Ｒ２．８．１

ＴＥＬ（0761）44－3020

教育・保育方針 三つのゼン
7・8・9 月のねらい
≪安全≫
≪自然≫

全年齢・・元気いっぱい水遊び
以上児・・水・泡・泥で遊ぼう
未満児・・たくさん虫を探そう
≪積善≫ 以上児・・みんなで一緒に楽しもう
未満児・・友だちと一緒って楽しいね
月津こども園のホームページはインターネットで
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。また、
ホームページには各クラスの通信も掲載していますの
で、お子様のクラス以外の通信もぜひご覧ください。

暑い夏、日差しのまぶしい夏、でも子どもたちにとっては楽しい水遊びの季節です。今年は密を避け
るため人数制限をしてプールに入っています。その為、スペースができ水の中を思い思いに走り回った
り、バシャバシャ水を掛け合ったりしています。子どもたちの楽しそうなその声を皆さんにも届けたく
なります。そしてしっかり遊んだ後はしっかり食べてぐっすりお昼寝。例年通り健康の為のサイクルを
守って過ごしています。ところで、皆さんご存じだと思いますが熱中症対策として「３とる」が提唱さ
れています。暑いときは我慢をせず「マスクをとる」。でも、人込みや会話をする時は必要ですね。そ
してお互いに「距離をとる」。ソーシャルディスタンスをキープしましょう。最後は細目に、定期的に
「水分をとる」です。熱中症対策は大切ですよね。今年も暑い夏を元気に乗り切りましょう。
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
三つのゼン≪安全≫～元気いっぱい水遊び～
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！
雨の日が続いていますが、晴れ間を見てプール遊びや水遊びを楽しんでいます。ひよこ・たんぽぽ組
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身体計測週間（全園児:１７日～２１日）

定
定
ひまわり組はおばけ迷路と
もぐらたたきコーナー、き
く組はたべものやさんを開
いて夏まつりの雰囲気を味
わいます

リトミック（ゆり組）

夏まつりごっこ始まるよ
８月３日～７日は夏まつりごっこ週間です。ひまわり組の子どもたちはこの日のために試行錯誤
しながら準備を進めてきました。おばけ迷路グループは、はじめはおばけをどこに置くかを考えて
いましたが、自分たちがおばけになりたいという思いが強くなりおばけの衣装を作りました。「ば
あ！って出ていくとどうかな？」「そーっと出ていくのも怖いんじゃない？」などと驚かせる方法
を友だち同士で考えています。もぐらたたきグループはもぐらを作るところまではスムーズでした
が、どうやってもぐらをたたくかについて悩んでいました。「ハリセンは？」という意見が出たの
で早速作ってみました。しかし、すぐに壊れてしまいました。そこで、子どもたちと話し合い、牛
乳パックとプラスチックの棒で頑丈なハンマーを作ることにしました。きく組の子どもたちは、た
べものやさんを開きます。子どもたちに何のたべものやさんをしたいかを聞くと「おにぎり屋さん
したい」「魚屋さんがいい」などたくさんの声が聞かれたので、意見の多かったおにぎり・魚・ア
イス・ドーナツを作ることにしました。子どもたちは張り切って作っています。
ひまわり組ときく組の子どもたちがみんなで話し合いながら作り上げた夏まつりごっこに園全
体で取り組んで楽しみたいと思います。
看板作ろう

アイスいっぱい

できたよ
は未満児玄関のテラスで、ベビーバスやたらいにお湯や水を入れて、ジョーロやペットボトルの手作り
玩具、スポンジ等で水遊びをしています。保育教諭がジョーロなどで水をかけたり、しゃぼん玉をした
りするとじっと見つめたり、触ろうとしたりして興味津々です。
ちゅうりっぷ・ゆり組は園庭の小プール、きく・ひまわり組は園庭の大プールで、プール遊びを存分
教室がスタートしました（体育教室）
に楽しんでいます。どのクラスも「プール入るよ」と担任が声をかけると「やったー」と大喜びで着替
えています。プールに入ると「冷たい」
「きゃー楽しい」と嬉しそうに水の感触や冷たさを味わいながら、 ７月１４日（火）に今年度初めての体育教室が行われました。
（ひまわり・きく組）
ワニ泳ぎやバタ足などをして体を思いっきり動かしています。
月津こども園ではリオペードラ体育スクールのコーチの方に、体を動かすことの楽し
未満児玄関テラス
さを教えていただいています。今回はマット運動や鉄棒をしたり、体幹を鍛えるお地
大プール
小プール
蔵さん座りをしたりして体を動かしました。コーチの方々が気さくで面白いので子ど
もたちはすぐに仲良くなっていました。この体育教室では結果だけを求めるのではな
く子どもの頑張る姿勢を大切にすることで努力が身につくようにという願いを持っ
て指導されています。また、「できた」という喜びや自信を味わうことで自分からや
ってみようという気持ちが育ってほしいと思います。これからも友だちと一緒に体を
先月もお伝えしましたが、熱中症をおこさないよう細心の注意を払って、水遊びやプール遊びをして 十分に動かしながら体育教室を楽しんでいきたいと思います。
おります。熱中症指数が高い日は天気が良くてもプール遊びや水遊び等ができない場合がありますので
ご了承ください。

大和こども園大規模工事に伴い、大和こども園の５歳児が８月１７日～１０
月末（予定）まであそびの部屋とあいあいの部屋を保育室として使うことにな
りました。月津こども園園児はこれまで通りの保育を行っていきます。保護者
の皆様にはご理解とご協力をお願いいたします。

◎朝の自由遊びは子どもたちにとって一日の始まりであり、仲間づくりのための大切な時間ですの
で９時までの登園をお願いいたします。9 時を過ぎる時は連絡してくださるようお願いします。
◎カバンにキーホルダーをつけているお子様がいますが、ひっかかったり友だちに当たったりする
恐れがありますのでキーホルダーはつけないようご協力をお願いいたします。
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