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教育・保育理念
「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・保育方針 三つのゼン
1・2・3 月のねらい
≪安全≫
≪自然≫
≪積善≫

全年齢・・子どもは風の子、冬でも元気
以上児・・雪遊びを楽しもう
未満児・・雪や氷にさわってみよう
以上児・・自分でできるかな
未満児・・ニコニコ笑顔で遊ぼうね

三寒四温の頃、みなさま体調お変わりありませんか？冬の寒さの中、ひまわり組さんが２年前に
植えた梅の木は今年も紅白のきれいな花を咲かせました。春はそこまで来ています。そして、この
季節は旅立ちの時でもあります。ひまわり組さんの月津こども園での友達や先生との思い出作りも
あとひと月。今年度最後の行事、卒園式では立派に育った姿を見せてくれることでしょう。新たな
る門出の日までの残りの日々を、みんなで明るく楽しく元気よく過ごしていきたいと思います。
今年度はコロナ禍という事で、保護者の皆様には多くのご理解とご協力をいただき、誠にありが
とうございました。来年度からも職員一丸となって子どもたちの安心・安全のために頑張っていき
ますので引き続きよろしくお願いたします。
園長 竹本 忠司

≪令和 2 年度

卒園記念品≫

令和 2 年度保護者会より、マグフォーマ―（玩具）や絵本、CD ラジカセをいただきました。ま
た、ひまわり組保護者の方よりままごとやデュプロブロック、パズルなどの子どもたちが大好きな
玩具をいただくことになりました。大切に使わせていただきます。ありがとうございます。一年間
通して保護者会役員並びに保護者の皆様には、ご理解とご協力いただき本当にありがとうございま
した。来年度もどうぞよろしくお願いいたします。

★朝の遊びの時間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
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体育教室（きく組・ゆり組）
バス園外 木場潟公園（きく組）
新年度用品持ち帰り
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布団・園庭ズック・着替え持ち帰り

27

土

卒園式（ひまわり組) （在園児は出席しません）
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17 時までのお迎えをお願いいたします

子どもたちにくじ
をひいてもらい、
役員を決めさせて
いただきます。

この日はひまわり組全員
で手作り弁当を食べて、楽
しい思い出を作りたいと
思います。お弁当のご用意
をお願いいたします。

三つのゼン≪積善≫～自分でできるかな～
幼児期は「自分でやろう」という気持ちが芽生える時期です。子どもたちの気持ちを受け止めなが
ら、見守ったり励ましたりして自分でやり遂げたという満足感と自信を味わえるようにしています。

ゆり組
春の頃は保育教諭に手伝ってもらったり見守
られながら、着替えをしたり所持品の後始末をし
ていましたが、今では声をかけられると自分で身
の回りのことができるようになってきました。た
まに服を反対に着ているときもあり微笑ましく
感じます。
水筒の紐を

きく組
自分の思いや経験したことを言葉で友達や
保育教諭に伝えることができるようになって
きました。休みの日に何をしたかをみんなの前
で話す機会を持ったり、生活している中で困っ
たことがあった時は伝えたりしています。

くるくる巻いて…
ちょっと難しいぞ

みんなの前で
お話できるかな？

ですので、9 時までの登園をお願いいたします。また、9 時を過ぎる時は連絡してくださる
ようお願いいたします。

かごの中に
入れるよ！

★26 日（金）に着替えを持ち帰りますので、名前を確認して消えかけているものは再度記入
をお願いいたします。29 日（月）に布団と一緒に持たせてくださるようお願いいたします。
★３/３１(水)は長時間・延長保育はありません。17 時までにお迎えをお願いいたします。
毎月、月津町の奥野さんが季節の草花を生けて、玄関に癒しと彩り
を与えてくださっています。早春の今は花桃とストックが飾られてい
ます。毎月花が変わると、子どもたちは「あ、お花変わった」
「これな
んて言うお花？」と興味を持って話をしています。お花があることで
子どもたちも大人も優しい気持ちになり、心が豊かになっています。

ひまわり組
身の回りのほとんどのことが自分で出来るようになりました。あと 1 ヶ月で小学
生という事もあり、園に持って行くものの準備は保護者の方に頼らずに自分でする
ように声をかけています。一日の終わりの『帰りの会』では、翌日持ってくるもの
や、保護者に伝えてほしいことを話して、子どもたちが自分から準備をしたり伝え
たりできるよう働きかけています。
自分の身の回りのことができたり、自分から思いや経験したことを他者に伝えることができたりすること
で、自分に自信を持って進級・進学ができるといいなと思っています。残り 1 か月、子どもたちが自分から
進んで身の回りのことをしようとしたり、したいことやしてほしいことを言葉で表現したりできるよう、温
かく見守っていきたいと思います。
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