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７月の聖書の言葉
主に向かって 心からほめ歌いなさい。
―エフェソの信徒への手紙

５章１９～２０節―

いよいよ夏本番です
アドベンチャー・七夕・しゃろーむ祭り・大好きなみずあそび
ミーンミーン ジージー セミの声・そして幼虫から成虫の
カブトムシ 真夏のドラマが始まります
「育つことが仕事」の子どもたちは 教育する力も持っています。
ハイハイも歩行も喃語も誰も教えなくても
自分で自分を教育する力は子どもにあるといわれています
先日 ０歳の子が 自分の着替え袋を 引きずりながら
ハイハイで タンスのそばまでもっていく！
“アウ～ン ンバ ンバ” （ボクノダヨ ボクノ オイショ オイショ・・）
そう言っているように 見え 聞き取れた その姿・・・
職員「ぼくのだよね～ すごい！すごい！ もてるんだ！」
認められた彼は満面の笑みでした （自分のものは自分で持つ！育っています！）

こんなこともありました
雨降る園庭を眺めていた４歳児の会話から
男の子：
「雨ふってる～ 外で遊びたいな～」
女の子：
「うん 雨 ふってる…傘ないし～あっ！お山の色が 変わっているよ！
（園庭の築山）おうど色だったのに茶色になってる！なんで？」
男の子：
「ほんとだ！なんで？なんで なんで？さっき おうど色だったよ！」
女の子：
「わかんな～い（と窓辺の何気ない会話がまだまだ続きました）
」
そこには 自然 科学 探求心 不思議感 学ぶ力が芽生えていますね。
・・・・ちょっと気になることが・・・
子どもが何かをやろうとしている時、
「どれどれ！あぶね！！あぶね！」
「はやぐ
はやぐ！んぎゃ～ どれ よこせ！！」 大人の転ばぬ先の杖 子どもは そこから
「やってもらえる」ラクを覚え 全部他人任せ・・・
自宅玄関から園玄関まで車の社会 手荷物もつい全部大人が持ってしまう
「今です！」自分のことは自分で 小さなことでも できるところから ちょっと
ずつ やってみませんか。大人の我慢 大変かも・・でも身につく時期は今です。
お子さんの芽をつぶさないように・・我慢する力 粘り強い力 とことん遊び没頭
する力 失敗から学ぶ力 人とかかわる楽しさ…
・・社会に出てからの人生は長い！だからからこそ・・
今のうち（乳幼児期）に生きる力を保護者の皆さんと共有しながら
始めの目標は小学校就学期！！各年齢の出来る事が積み重なって育ちます。
伸びる力を支援する大切な大人の役割
思考の世界の子ら・・遊びを通して子どもの捉えた理解は多様！！一人ひとりの
子どもの能力が見いだされる 遊び・・その中に「目には見えないものを大切にす
る教育・保育がここにある」非認知能力の可視化はできませんが、資質能力がどん
どん育っていくことを私たちは信じて共に遊び込みます！
今月のねがい「保護者の皆さんと私たちが共有」
０歳児：こまめな水分補給や着替え、沐浴などを行い快適に過せるようにする
１・２歳児：様々な素材に親しめるように環境を整える
３歳児：目には見えにくい心の内に思いを寄せ、自己を表している様々な姿を
受け止める
４・５歳児：気づきや発見を大事に受け止め、子どもが安心して喜んで表すことが
できるように支える
生きる力の基本：早寝 早起き 朝ごはん
※誰かと食べる朝食が、今日を元気にしてくれます。
こまめな水分補給で暑い夏を乗り切りましょう
園長 小塚 光子

＜年 主 題＞
つながって
～今、わたしをいきる～
＜年主題聖句＞
主がすべての災いを遠ざけて あなたを見守り あなたの魂を見守ってくだ
さるように。あなたの出で立つのも帰るのも 主が見守ってくださるように。
今も、そしてとこしえに。
詩編 121 篇 7～8 節
＜０歳児＞
月主題および月のねがい 「きもちいい」
・保育者の祈りやさんびかに親しむ
・保育者に汗を流してもらって、気持ち良いと感じる
・砂や水に触れてその感触に興味を示す
＜１、２歳児＞ 月主題および月のねがい 「きもちいい」
・さんびかを喜んで歌う
・保育者との関わりの中で自分の思いを知る
・砂や泥、水や草花に触れて、気持ちよく遊ぶ
＜３歳児＞
月主題および月のねがい 「あらわして」
・お休みの友だちや自分の身の回りのことを覚えて祈る
・保育者や友だちと一緒に遊ぶ中で、色々な思いを表すようになり、葛藤も経験する
・砂・泥・水などの感触を親しみ、思う存分楽しむ
＜４、５歳児＞ 月主題および月のねがい 「あらわして」
・ことば・歌・体で、（主を）賛美する
・自分の思いや考えを態度や言葉にして相手に伝えることで、お互いの思い
に気づき、関わり方を考えるようになる
・絵本やお話しや歌などに親しみ、イメージ（想像の世界）をふくらませる
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７がつうまれのおともだち おたんじょうびおめでとう
１さいになります
〇〇だいごさん（ ２日）
２さいになります
〇〇 りくさん（１４日）
〇〇 いとさん（２２日）
〇〇 おとさん（２２日）
〇〇あさひさん（２７日）
３さいになります
〇〇 さらさん（ ３日）
〇〇 りおさん（ ４日）
〇〇あおいさん（１７日）

４さいになります
〇〇じゅなさん （１２日）
５さいになります
〇〇みくりさん （ ７日）
〇〇みなとさん （１１日）
〇〇こうへいさん（１２日）
〇〇 ゆめさん （１７日）
６さいになります
〇〇れんたろうさん（ ７日）
〇〇そうすけさん （１４日）

職員研修等
アドベンチャー最終確認会議

５歳児アドベンチャー
５歳児アドベンチャー

―おねがい―

保育実践力習得研修
２歳児クラス懇談会 18:00～
月礼拝

聖園学園短期大学ゲスト講師

５歳児クラス懇談会 18:00～

北鷹高インターンシップ
中堅教諭等資質向上研修

しゃろーむまつり（交流センター10:00～）
障害持つ子どもたちの交流事業

○１号認定の夏休みは７月２５日～８月１９日までです。
１号認定児で、夏の一時預かり保育の希望がある方は
必要事項を記入し、ご提出ください。
また、２、３号認定児は、お盆期間中の保育希望調査に
ご協力ください。
どちらも、後日配布するお手紙で詳細をご確認ください。
※保育が必要なお子さんの人数に合わせた保育者配置と
なります。期限内提出にご協力ください。
○七夕飾りが銀座通り商店街に飾られます。
展示期間が分かりましたら玄関掲示します！
かわいい「ねがいごと」をぜひご覧ください。
○水遊びや汗で着替えをする回数が多くなります。
着替えの補充・記名をよろしくお願いします。

海の日
秋田県保育士会調査員会
１歳児クラス懇談会 18:00～
誕生会

終業の日（１号認定）
北秋田市乳幼児育成会議

チーフリーダー会
就学前・小学校等地区別合同研修会

８月の予定
３日（水）さくら組特別授業
２２日（月）１号始業の日
２３日（火）避難訓練
２６日（金）誕生会・職員会

保育カウンセリングセミナー
秋田県保育士会勉強会

職員会

自宅療養中だった職員 髙橋敦子

７月１日からつくし組に

が７月１日からフリー保育教諭

新しい保育教諭が加わります。

として復職します。

村上 日菜（ヒナ）

よろしくお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

７月１日から新しいお友だちが入ります
○すみれ組
〇〇かいり さん
○つくし組
〇〇いと さん
〇〇みう さん
が加わり、全園児数１１２名となります。たくさん遊ぼうね！！
《子育て支援センターから》
・在宅で子育てしている方を、フリーデーやウェルカムガーデンにお誘いくださ
い。楽しい時間を過ごしながら育児情報を交換し合いましょう。
・月の予定表は支援室前に掲示します。お気軽にお声掛けください。

