
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

～６月号～ 
仙 台 Y MC A 幼 稚 園 

202２年５月２７日発行 

主 題 「丈夫な身体」     聖書の言葉 「光の子どもとして歩みなさい」 

                              エフェソの手紙５：８ 

 

５月の遠足は中止になり、大変申し訳ございませんでした。次回の行事を是非楽しみにしていてください。 

新入園児も進級児もそろそろ新しい環境に慣れてきたことと思います。お家で幼稚園の話をするお子さんとあま

りお話ししないお子さんと分かれると思います。あまりお話をしないお子さんの場合は、無理に聞き取りをしよう

とせず、食事の時や入浴の際などリラックスしているときに話しかけてみてください。またはお子さんの様子をお

伝えしますので遠慮なく職員に聞いてください。 

梅雨に入るとお家で過ごすことも多くなります。そこで心配されるのはメディアを利用するお子さんが増えるこ

とです。例えば食事の際、テレビが入り込むとどうでしょうか。特に見たいと思っていなくても光や動きや音が、

目と耳に飛び込んでくればそっちに注意を奪われてしまいます。会話は途絶え、お互いの顔を見ることもないでし

ょう。また、スマートフォンの利用も気をつけたいところです。私も 3 人を育てたのでメディアに助けられたこと

は多々ありましたので、一切使わないというのは難しいことはよくわかります。ただ、あまりにも使いすぎてしま

うと、人間関係や笑顔が希薄になったり、「目の輝きがない」などの慢性疲労を引き起こすことになるそうです。 

お家の方も家事や仕事などでお忙しいこととは思いますが、お子さんとの過ごす時間を是非見直してみてくださ

い。 

我が家では子どもたちが小学校の時によくボードゲームをしていました。また、トランプや将棋なども楽しみま

した。家事が進まずなかなか大変でしたが、メディアから離れる時間を意識して過ごしていました。家族でそのよ

うな時間を持てるのもほんの短い時間です。是非お家での過ごし方を工夫してみてください。（園長 高橋祐子） 

 

 

６月のねらい 

 

もも組     ・教師に安心感を抱く  ・登園を楽しみにする 

 

いちご組    ・友だちと一緒に過ごすことを楽しむ 

          ・衣服の着脱や調節を自分でやってみようとする 

 

ひまわり組    ・相手の気持ちを考えようとする 

        ・クラスでの活動に期待を持つ 

 

ゆり組     ・クラスみんなで過ごすことに楽しさや安心感を感じる。 
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行事のお知らせ 

２日(木) 全園児 歯科検診 

園医が来園し、診察をします。 

【時 間】 ９時３０分～     

※朝の歯磨きを忘れずに、通常通り登園してください。 

 

３日(金) ゆり・ひまわり組 野草園遠足  

【場 所】 仙台市野草園（仙台市太白区茂ヶ崎） 

【時 間】 ８時50分まで登園 

      ９時20分出発 ※バスで出かけます。時間に余裕をもって登園してください。  

【持ち物】 水筒、お弁当（中身はおにぎりやサンドウィッチなどの食べやすいもの）※デザートはいりません。 

レインコート、ハンカチ、ティッシュ  

※天候が暑くなることが予想されます。 

水筒の他にペットボトル500㎖（水、またはお茶）の準備をお願いします。 

【服 装】 動きやすく汚れてもよい服装で登園してください。 

  現地が寒くなることも予想されますので、脱ぎ着しやすい薄手の羽織も持ってきてください。 

 

※雨天の場合は通常保育となり、１０日(金)に延期致します。 

 

６日(月) 全園児 花の日礼拝  

キリスト教では、６月の第２日曜日を「花の日」として、礼拝をします。本園の花の日礼拝では、花を見ると

嬉しい気持ちになることや元気になること、そして、いつも自分たちが、神さまや家族の皆さん、地域の方々に

見守られていることについても伝えます。礼拝後は、毎日YMCAの館内清掃、プールの衛生管理などをしてく

ださっている新愛社の方々や、お世話になっている地域の方々にお花と感謝の気持ちを届けに行きます。 

 

【行  先】 ゆり組：片平消防署  ひまわり組：立町郵便局・新愛社（本館地下ボイラー室） 

       いちご組：大町交番  ※もも組は礼拝のみ行います。 

      

 ※お花は園で準備します。 

 ※雨天の場合、お花は後日届けに行きます。 

 ※天候が変わりやすい季節ですので、ゆり組は、レインコートを持たせてください。 

  

１４日(火) もも・いちご組  

１５日（水） ひまわり組  

１６日（木）  ゆり組  

  

【集合時間】 １１時    【集合場所】 本館１階 ポップクラブの部屋 

※事前に参観のポイントをお話させていただきます。 

 

【参観時間】 １１時１５分～１１時５０分  【参観場所】 保育室 

 

※お子さん一人につき、１名のご参加とさせていただきます。 

 

～クラス懇談会～ 

【懇談時間】 １２時～12時30分  【懇談場所】 ポップクラブの部屋 

※クラス割りや活動の詳細は、後日、保育参観だよりにてお知らせします。 

 ※ご都合がつかず欠席される方は必ず事前に担任までお知らせください。 

※懇談ではクラスの様子や今後の保育内容についてお話をさせていただきます。 

弁当保育参観（保護者参加行事） 

‐２‐ 

・集まりとお弁当の様子を参観していただきます。 

・各クラスを2つに分けて実施します。 

・参観終了後はクラス毎にクラス懇談会を行います。 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１日（火） ゆり・ひまわり組 着衣泳 

 夏が近付き、川やプールなどへ出かける機会が増えるこの時期に、プール活動の中で水の安全教室を行います。 

ゆり・ひまわり組は実際に水着の上に服を着てプールに入り、どのくらい動きにくくなるのかを体験します。 

（いちご組は着衣泳はせず、リーダーによる水の安全にまつわるお話を聞きます。） 
 

持ち物：いつもどおりのプールの用意に加えて、下記の物をお持ちください。 
Ｔシャツ、半ズボン、靴下（これらを水着の上から着用し、プールに入ります。） 

３点をまとめて手つきのビニール袋（記名したもの）に入れてお持ちください。 

    

※Ｔシャツなどの洋服は色落ちや繊維脱落により水質が汚れる可能性があります。できるかぎりポリエス 

テルまたはナイロン製のものをご準備ください。 

   ※衣類、ビニール袋全てに名前の記入を忘れずにお願いします。 

 

２３日(木) ゆり組・ひまわり組・いちご組 わくわく保育 

 子どもたちが異年齢の関わりを通して様々な経験ができるよう、月に1回程度、わくわく保育（縦割り保育） 

の日を設けています。各クラスを３つの縦割りクラスに分け、各学年ねらいをもって保育を実施します。 

今年度初めてのわくわく保育日のため、各学年で朝の集まりをしてから、わくわく保育のクラスに移動をし、 

お弁当前までの時間を過ごします。 

 

【登園・降園について】  

 登園・降園ともに、普段のクラスにお願いします。 

  

 ※もも組のお子さんは、もも組の保育室で過ごします 

 

２４日(金) 全学年  誕生会 ※各クラスごとに実施します。 

２４日(金) 全学年  絵本屋さん ※月刊絵本を配布します。 

 

２７日(月) ゆり・ひまわり組  アビさんとあそぼう  

今月も、仙台YMCAホテル専門学校の講師、アビさんと一緒に、遊びながら世界について学んでいきます。 

 

※各学年20分程度の活動です。 

 

２７日（月） PTA総会  

【時間】 ９時３０分～１時間程度   

【場所】 YMCA本館 401教室   

 

詳細は後日お知らせします。 

 

２７日（月） ベルマーク集計  

【時間】 PTA総会後～11:30まで 

【場所】 YMCA本館 １01教室   

 

 ※後日連絡アプリのアンケートにて、参加者を募りますので、回答をお願いします。 

‐３‐ 

 



 

 

２８日(火）ゆり組 ２９日(水) いちご組 プールフェスティバル  

プールフェスティバルが今学期最後のプール活動となります。ゲームなどを取り入れたプログラムを中心に楽

しみます。 

 

【時間】ゆ り： 9時４０分～１０時40分  

    いちご：１０時～１０時40分 

 

 ※年長組は通常のプールと時間が異なります。 

 ※年中組は7月6日(火)に実施しますので、2８日(火)のプールはありません。 

 

～7月上旬の予定～ 

ゆり組キャンプ日程・キャンプ地のお知らせ 

 年間行事予定表では、７月１６日(土)～１７日(日)をキャンプ予定日としていましたが、 

７月１７日(日)～１８日(月祝：海の日)に変更させていただきます。 

また、キャンプの振り替え休日として、7月19日(火)は、休園日となります。予定表の訂正をお願いします。 

 キャンプ地は、オーエンス泉岳自然ふれあい館となります。 

〒981-3225   宮城県仙台市泉区福岡字岳山9-8   Tel  022‐379‐2151 

 ※詳しくは、７月３日(土)のキャンプ説明会にてお知らせしますので、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

７月３日(土) キャンプ説明会（ゆり組保護者のみ）  

【場 所】 101教室 

【時 間】 9時30分～11時30分 

 

※キャンプ説明会は保護者のみ参加していただきます。 

預かり保育を利用する場合は、5日前までに連絡アプリにて申し込みください。 

 ※大切な会ですので、必ずご出席ください。ご都合の合わない方は事前にご相談ください。 
 ※内容や持ち物については別紙でお便りを配布します。 

※キャンプ費用の10,000円は、準備の都合上6月の絵本代などと一緒に引き落としさせていただきます。 

 

７月５日(火）ひまわり組 プールフェスティバル  

【時間】 9時４０分～１０時40分  

   

 ※通常のプールと時間が異なります。 

 

 

 

 

 

ゆり組では、６月上旬頃からキャンプに向けたお話をしていきます。 

子どもたちの「いってみたい」「やってみたい」という気持ちを大切にしながら、当日までの期間を過ごし

ていきますので、お家ではまだキャンプの話をしないようにしてください。話し合いの進捗などは、クラ

スのホワイトボードやドキュメンテーション、お便りなどでお知らせしていきますので、ご家庭での会話

の参考にしてください。 
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おしらせ 

【衣替えについて】  
これから気温も上がり、半袖の時期になります。降園時に着替え袋の中身を確認し、半袖・半ズボンも入れて

おくようにしてください。肌寒い日もまだありますので、長袖Ｔシャツも引き続きご用意ください。汗をたくさ

んかいた時には必要に応じて着替えをし、清潔に保てるようにしたいと思います。肌着も忘れずに補充してくだ

さい。 

着替え袋に着替えがない場合は、園の物を貸し出します。貸し出した洋服の返却は、速やかにお願いします。 

  

【お弁当について】 
 今後、特に暑い日が続くことが予想されます。この時期は、保冷剤や保冷バックなどを利用していただいてか

まいません。また、食材の傷みを防ぐために、「必ず火を通す」「冷めてから蓋をする」「傷みにくい食材を選ぶ」

など、各ご家庭で工夫をお願いします。 

 

【水遊びについて】 
 今後、気温が高い日は、園庭で水遊びをします。水遊びができる期間中は、着替え袋の他に、下記に記載して

いる水遊びの準備物を園までお持ちください。水遊びの準備物は、各クラス水遊びの準備物を入れるかごを用意

しますので、そのかごに入れてください。 

  

 
 

水遊びは、クラスの予定や天候に合わせて、当日の朝に実施の判断するため、水遊びの準備物は、常に園に置

いておていください。 

また、水遊びで汚れた洋服を持ち帰ったら、翌日再度水遊びの準備物を園までお持ちください。 

 

【廃材集めにご協力をお願いします】 
 梅雨の時期ですので、室内で工作遊びをする機会が増えます。それに伴い、各家庭にある廃材を募集する期間

を設けます。 

【期  間】   ５月３０日（月）～6月３日（金） 

【時  間】   ７：３０～９：００ 

【回収場所】   １０１教室 ※回収ボックスを用意していますので、そちらに入れてください。 

【募集している廃材】牛乳パック（開いていない物）、お菓子などの空箱、プリンやヨーグルトのカップ、 

食品の容器、トイレットペーパーやラップの芯、ティッシュ箱、 

その他子どもたちの製作あそびで使えそうなもの。 

 

 ※なお、衛生面に配慮をするため、廃材は各家庭で良く洗い、乾かしてからご持参ください。 

  

    

－5－ 

水遊びの準備物・・・汚れてもいいパンツ、半そで・短パン 

身体を拭くためのタオル（フェイスタオル程度の大きさ） 

上記4点を、大きく名前を書いた手つきのビニール袋に入れる。 



 

 

 

                   ももぐみだより 

 

 

 ６月から２名の登園が始まり、いよいよもも組がスタートします。もも組は、安藤光沙と丹野香奈の二人で

担任を務めます。どちらも家では小さい子どもをもつ母親です。保育と育児の目線両方から子どもたちの成長を

見守っていければと考えています。心配なことや不安なことなどありましたら何でもご相談ください。 

 

 

６月のねらい 

幼稚園では月ごとに子どもたちの姿を見てねらいを立て、保育に臨んでいます。登園の始まる６月は、以下の

ことを大切にしたいと考えて二つのねらいを立てました。 

 

 一つ目は『教師に安心感を抱く』です。入園する子どもたちにとっては、新しい環境、新しい人間関係、新し

い生活、と不安や戸惑いにつながる要素がたくさんあります。その中で「何かあっても助けてくれる」「いつも寄

り添ってくれる」と思ってもらえるような存在になりたいです。まずは身近な教師に安心感を抱くことで、幼稚

園の生活にもスムーズに慣れていけるように働き掛けていきます。 

 二つ目は『登園を楽しみにする』です。遊びや活動を通して「幼稚園が楽しい」と感じられるように工夫して

いきます。それぞれが好きな遊びや玩具を用意するだけでなく、目で見て楽しめるペープサートなどを使って集

まりをしたり、簡単な製作を用意して作って遊べるようにしたりして、「楽しい」ことを積み重ねられるようにし

ます。「明日も来たいな」と思ってもらえるように日々関わり、そこから様々な経験ができるようにつなげていき

たいと考えているので、おうちの方も一緒に楽しみにしていただけるとありがたいです。 

 

今後の保育について 

 今年のもも組は、６月から２名の登園が始まり７月にもう少し増えます。夏休み後にも少しずつ増えていき、

最後の子が１月に入園して１２人全員が揃う予定です。入園時期が異なるため、一人一人の様子を見ながら受け

入れをしていきたいと思います。同じ時期に入園する場合でも、慣らし保育の期間や進め方はご家庭ごとに相談

して決めていきますのでご安心ください。少しずつ子どもたちが揃ってきてからは、既に登園している子と一緒

に新しい子を迎え入れる雰囲気を作っていきたいと考えています。 

初めのうちは、少人数の保育となるため、いちご組と一緒に活動していくことも多くあります。もちろん、も

も組だけでの活動を取り入れてゆったりとした雰囲気の中で過ごせる時間を作ったり、いちご組の数名ともも組

で遊ぶ時間も作ったりと、様々なパターンの保育を計画中です。集団での生活を経験できるようにしながら、年

齢差を考えて無理のない活動になるよう配慮していきますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

いちごぐみだより 

 

気持ちのいい晴れ空に、新緑の季節となりました。天気のいい日は「おそとであそべるね！」と喜び、「おてん

きがぴかぴかだ」と子どもたちも気持ちよさを味わっているようです。園庭のクルミの木は、いもむしのような

花が落ちてくることに驚かされたと思えば、すっかり緑の葉を広げて園庭に木陰を作っています。だんごむし探

しや、水を使ったあそびも少しずつ始まり、様々な自然に触れている子ども達です。  

  

 

５月の様子  

「いちご組」に親しみを持ち、クラスで活動することに喜んでいる姿が沢山ありました。午前保育の期間が終

わり、弁当が始まる日はみんなと一緒に食べられることを喜んでいました。プールの初日には「いちごぐみさん

だけではいっていいの？！」といちご組だけでプールを使えることを喜び、子ども達のわくわくする様子からか

少し緊張していた子も、水に親しんで遊ぶことが出来ました。  

プールや製作活動、お散歩など新しい活動が始まりましたが、子どもたちは初めてのことにも周りの友だちが

楽しそうにする姿をみて「まねしてみようかな」「おもしろそう」とやってみる気持ちが生まれているようです。

その友だちパワーは弁当でも発揮され、同じおかずに気が付いて一緒に食べる姿や、完食できたお友だちはお弁

当箱の「ぴっかりん」を伝えあう姿があります。  

  

６月のねらい  

『友だちと一緒に過ごすことを楽しむ』  

クラスで活動することを喜び、楽しんでいる姿がみられています。一緒に過ごすことに安心し、「いちご組」に

親しみを抱いているようです。６月は友だちと共に過ごすことの楽しさを味わえるようにクラスでの活動の時間

を大切にしていきます。一人で好きなあそびを楽しむ時間もたっぷり取りながら、遊びの中で子ども達同士の関

わりが持てるよう、教師も一緒に、様々な遊びや活動を楽しんでいきます。  

 

『衣服の着脱や調節を自分でやってみようとする』  

水を使う遊びが増え、着替えの機会が多くなってきました。プールでの着替えや、梅雨時期の衣服の調節など

もこれから増えていきます。できるところは自分でやってみることで、日常生活の中でも「できた！」と喜ぶ経

験に繋がります。できるようになったことを認め、子ども達の自信に繋げていきたいです。子ども達が自分で着

替えやすい衣服選びにも、ご協力をお願いします。  

  

おねがい  

衣替えの時期になりました。夏の洋服の記名をご確認ください。名前があるものでも、薄くなり見えない状態

になっていることもあります。子どもたちが行う着替えの中で入れ替わってしまうことも考えられますので、お

手数ですがこの機会にどうぞよろしくお願いします。 

 



 

 

ひまわりぐみだより 
 

 

 天気の良い日の外遊びでは、半袖でも沢山汗をかきながら遊ぶ子が増えてきました。最近のひまわり組さんで

は、虫探しが流行っています。誰かが虫を見つけるとみんなが集まって、観察したり触ってみる事が楽しい様で

す。だんごむしが大人気でゆり組さんに探す場所を教えてもらいに行く姿も見られました。６月からは、クラス

での活動を増やしてひまわり組のみんなで遊ぶ時間も大切にしていきます。 

 

５月を振り返って 

 ５月のねらいは、【自分の好きな遊びを楽しむ】【場面を理解して生活する】でした。遊ぶ時間はそれぞれがや

りたい遊びを思いっきり楽しんだ子どもたち。集まりの時間では、絵本の読み聞かせや先生のお話中に、おしゃ

べりをしない、座ってみるなどに気付けるようになってきました。登園後に朝の支度よりもあそびに気持ちが向

いてしまう子も、先生と時計をみて「長い針が8になったら朝の支度を始めようね」と約束を決めると、その約

束を忘れずに守って支度を終わらせることができました。自由遊びの時間には、子どもたちからも「写し絵やっ

てもいい？」「トランポリンをやりたい！」など、今やりたい遊びを先生へ主張できる場面が増えてきて嬉しく思

います。好きな遊びをじっくり楽しむ時間は、これからも大切にしていきたいです。 

 

６月のねらいについて 

 1 つ目は、【相手の気持ちを考えようとする】です。ひまわり組には、泣いている子や困っている子の気持ち

に共感して、「大丈夫？」「寂しいの？」などと声を掛けながら優しく寄り添える子がいます。これから梅雨の時

期になり、室内遊びの時間が増えていく中で、子ども同士の気持ちのぶつかり合いもあると思います。だからこ

そ、ひまわり組の子どもたちには相手の気持ちを考えようとすることを大事にしてもらいたいです。ひまわり組

の中で、相手への思いやりの気持ちを沢山発見して、友だちにも知ってもらうことで自分のことだけでなく相手

の気持ちにも目を向ける機会を増やしていきたいと思っています。 

 2 つ目は、【クラスでの活動に期待を持つ】です。１つ目のねらいの中にもありますが、これからの季節は室

内で遊ぶことが増えてきます。そこで、クラスの活動を増やしていくことで、一日一日をより充実させていきた

いです。クラスでの活動をさらに楽しんで参加出来るように、ゲーム遊びや製作活動を計画しています。クラス

の活動について子どもたちと一緒に決めていきます。是非、お子さんにも幼稚園でどんな活動をするのか聞いて

みてください。 

 



 

 

 

 

 

 

日中はとても暖かく、外遊びを大いに楽しめた５月でした。園庭に出れば、「あれをしたい」「これをしたい」

と生き生きと話し、お目当ての遊びに向かって元気いっぱい走り出しています。 

 

５月のあそび 

 戸外では、ドッジボールやサッカーなどの球技、虫探し、暖かい日は水を出して泥んこあそびを楽しみました。 

特に球技は大いに盛り上がり、チームに分かれて試合形式で楽しんでいます。「さあやるぞ」と思ってもすぐに

始められるわけではありません。試合前のチーム決めやルール確認なども子どもたちがしています。チーム決め

に２０分以上もかかり、一番楽しい試合の時間が短かくなったことを後悔している日もありましたが、次の日は、

「早く決めてたくさん試合をしよう」と力を合わせ、その日はあっという間にチームが決まり、思う存分試合を

楽しむことができました。全ての経験が子どもたちの育ちにつながっていると思った瞬間でした。試合が始まる

と真剣そのもの！熱い戦いを繰り広げています。 

 

クラス活動の充実 

 ゆり組では、それぞれの活動にねらいを持ちながら、クラス活動を行っています。個人戦でビンゴゲームをし

たり、チーム対抗で、新聞文字探しや❍×クイズをしたり大好きな工作あそびをしたり、みんなで活動を楽しむ

中で、自分の気持ちを大切にすることや、考えを伝え合うこと、褒め合い認め合うことを経験しています。 

 先日の新聞文字探しゲームでは、英語を話す、アメリカのお友だちがひらがなの“た”を見つけると「すごい

ね」とみんなで褒めてあげ、「次は英語を見つけるルールにしよう」と寄り添う言葉を掛けてあげていました。ま

た、気持ちがのらず、活動に参加したがらない子に「一緒にやろう」と声を掛ける子、負けた悔しさに涙を流す

子には、「次は勝てるように練習しよう」と言い、時間を見つけて一緒に練習している子もいました。活動の中で、

互いに助け合い、認め合う姿を見せる素敵なゆりさんです。 

 

６月のねらい 

 ６月は、【クラスみんなで過ごすことに楽しさや安心感を感じる】というねらいを立てました。７月に予定して 

いるキャンプに向け、６月もクラスのみんなで過ごす時間を大切にしていきたいと考えています。引き続き、子 

どもたちの興味に合わせたクラス活動を行い、“みんなでやってみたら楽しかった”“気持ちを伝えたら応えてく 

れた”“力を合わせたらできた”などといった嬉しい気持ちが膨らむように保育を計画していきたいと思っていま 

す。 

5月のクラス活動では、困った時や助けが必要な時、教師が寄り添い、気持ちを後押ししてきましたが、今後

は教師だけでなく子どもたち同士で励まし、助け合う時間も大切にしていきたいと思います。 

ゆり組みんなで過ごす経験が、キャンプへの期待や、仲間と過ごす楽しさ、安心感につながることを願い、こ

のねらいをたてました。 

 

 

ゆりぐみだより 
  

 


