
  
 

                              

  

 

 

日 月 火 水 木 金 土 
 
 
 

  
 

1 
・身体計測 

(5 歳児) 
・フッ化物洗口指導 

(4 歳児園児のみ) 

2 
・英語で遊ぼう 

(5 歳児) 
・身体計測 

(4 歳児) 
・保育参観 

（0,1 歳児） 

3 
・身体計測 

(3 歳児) 
・火災避難訓練 
 

4 

5 6 
・身体計測 

(2 歳児) 
・保育参観 

（0,1 歳児） 

7 
・身体計測 

(0,1 歳児) 
 

・こども園開放 

8 9 
・英語で遊ぼう 

(5 歳児) 
・内科健診 13 時 

10 
・誕生会 

11 

12 13 
・おはなし会 

（4,5 歳児） 

14 
・園外保育(5 歳児) 

15 
・県民の日 
 短児部休園 

16 
・歯科健診 

9時 30分 
・英語で遊ぼう 

(5 歳児) 

17 
 

18 

19 20 
・保育参観 

（2 歳児） 

21 
・第1回交通安全教
室（5 歳児） 

・こども園開放 

22 
・保育参観 

（2 歳児） 

23 
 
・英語で遊ぼう 

(5 歳児) 
・布団乾燥 

24 
・定期集金日 
 《〆切 28 日》 
・園内研修日 
短児部 13 時降園 

25 

 

26 27 
・おはなし会 
（0,1,2,3 歳児） 
 

28 
・歯磨き教室 
(5 歳児園児のみ) 

・畑・奉仕ボランティア 
9:15～10:15 

29 30   

 

 

年齢 ねらい 歌 絵本 

０歳児 

・梅雨期の環境、衛生面に留意し、快適に過ごす。 

・保育者の安定した関わりの中で、興味のあるものに触れたり、身体を動

かしたりして遊ぶ。 

かえるのうた がちゃがちゃどんどん 

1 歳児 

・梅雨期の環境、衛生面に留意し、快適に過ごす。 

・保育者に見守られながら、安心して好きな遊びや体を動かす遊びを楽し

む。 

かえるのうた あめふりくまのこ 

2 歳児 

・梅雨期の健康・安全に配慮しながら、一人一人の子どもが、健康で安

心して過ごす。 

・保育者や友達と好きな遊びを楽しむ。 

かたつむり でんでんでんしゃ 

3 歳児 
・好きな遊びを保育者や友達と一緒に楽しむ。 

・梅雨期の生活の仕方を知る。 
かたつむり きょだいなきょだいな 

4 歳児 
・保育者や友達に親しみや関心をもってかかわり一緒に遊ぶことを楽しむ。 

・梅雨期ならではの活動や生活の仕方を知る。 
はをみがきましょう どろんこハリー 

5 歳児 
・友達と思いを伝え合いながら一緒に遊ぶ楽しさを味わう。 

・梅雨期の自然現象や動植物に関心をもち、遊びに取り入れる。 
せんたくかあちゃん あめふりくまのこ 

 アジサイの花が少しずつ色づき始め、梅雨の気配を感じる時期と

なりました。園内にも、子ども達が作った色とりどりのアジサイが飾ら

れています。 

子ども達は、先日植えた夏野菜や花の水やりをしたり観察をし

たりしています。子ども達の気づきに共感しながら、植物が生長す

る楽しさや面白さを感じられるようにしていきたいと思います。戸外

に出られない日もありますが、ダンスやサーキット遊びなどで体を動

かしたり、空き箱製作やごっこ遊びなど好きな遊びにじっくりと取り組

んだりできるようにしていきたいと思います。 

 
＜６月の行事予定＞                              

の園だより 
令和４年 5 月 31 日発行  

山武市立なるとうこども園  

＜今月のねらい・歌・絵本＞                              



おはなし会について 
読み聞かせボランティア「このゆびとまれ」の方が、子ども

達に絵本の読み聞かせをしてくださいます。年間３回を予

定しています。 

☆水筒の利用について☆ 

６月 1 日～10 月 31 日までの間は、気温が高くなり、衛生

面からも食中毒等の注意が必要となります。 

保冷機能のない水筒を利用しているお子さんは、水筒の中

身を昼食後に処分させていただきますので、早めに保冷機能の

ある水筒に切り替えをお願いします。 

※水筒は毎日よく洗ってください。パッキン等は、漂白を 

して汚れを落としてください。 

交通安全教室について【5 歳児】 

 21 日の交通安全教室は、園児のみの参加です。 

役員の方は、過日お配りした手紙をご覧ください。 

園外保育について【5 歳児】 
 里山で、初夏の自然を全身で感じることを目的に、以下の通り

園外保育を計画しています。通園バスに乗って行きますので、時間

に遅れずに登園してください。 

日 時：6 月 14 日(火)    ※雨天 17 日(金) 

園出発： 9 時 30 分   園到着：11 時 30 分 

 

ありがとうございました！ 

先日、小安遥くん、石橋逢人くんのお父さんに芋畑の準備

をしていただきました。お忙しい中、ご協力いただきありがとうござ

いました。 

こども園開放について 
 就園前のお子様を対象に、園開放を行います。詳しく

は、なるとうこども園のホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衣替えについて 
6 月から衣替えとなります。3 日(金)に着替え袋を持ち帰り

ますので、夏用の衣類に入れ替えて、用意ができ次第持たせて

ください。記名の確認や持ち帰り用のビニール袋の補充もお願

いします。また、気温差に応じて調節ができるよう、薄手の衣類

（長袖）も何枚か入れてください。 

６月の定期集金について 

≪集金日:24 日(金)  〆切:28 日(火)≫ 

【 絵 本 】   3 歳児     390 円 

4 歳児     420 円 

5 歳児     370 円 

【布 団 乾 燥 】    業者の都合によりなし 

【卒園アルバム】   5 歳児    4,300 円 

【鉢・支柱・土】   4 歳児      320 円 

【栽 培 用 土 】   5 歳児      100 円 

※お釣りないようご協力をお願いいたします。 

～短児部保護者の皆様～ 
 15 日（水）は、千葉県民の日のため休園となりま

す。24 日（金）は、園内研修日のため 13 時降園と

なります。ご協力をお願いします。 

〈お知らせとお願い〉 

尿検査結果について 
 5 月 18 日に尿検査の提出をされた方は、全員異常あり

ませんでした。 

送迎される方について 
新型コロナウイルス感染予防のため、お子さんを送迎さ

れる際は、お子さん 1 名につき保護者 1 名の方の送迎

でお願いいたします。 

ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

健康診断について 
 9 日(木)は内科健診(13 時～)、16 日(木)は歯科健診(9

時 30 分～)です。当日、欠席された場合は、後日園より書類

をお渡ししますので、各自で受診をお願いします。 

【内科】：京葉内科クリニック・明海クリニック 

【歯科】：おしだ歯科医院・米山歯科医院 

健診の結果については、後日各自に書面にてお知らせします。 

フリー参観 3･4･5 歳児 ７/11･13･14・15 

※詳細は後日お知らせします。 

 

ハンドタオル持参について【3・4・5 歳児】 
 これから暑い日が続くため、汗拭き用のハンドタオルを毎日持

たせてくださいますようお願いいたします。 

保育参観について【0.1.2 歳児】 

2 日(木)～8 日(水)は 0・1 歳児対象、20 日(月)・22

日(水)・23 日(木)は 2 歳児対象の保育参観です。詳しく

は、先日お配りした手紙をご覧ください。 

 

キーホルダー・缶バッチ等について 
 通園カバンに付けているキーホルダーや缶バッチですが、紛

失したりピンが外れたりすることがありますので、園用のカバ

ンには付けて来ないようお願いいたします。 

 ご理解、ご協力をお願いいたします。 

《７月の主な行事予定》 

4 日(月)～8 日(金)夏まつりウィーク 

7 日(木) 七夕会 

12 日(火) 7･8 月誕生会 

13 日(水) 園内研修のため短児部１３時降園 

19 日(火) 短児部１１時降園 

 

 

20 日(水) １学期終業式  

21 日(木) 個人面談（～27 日・23 日(土)を除く） 

※状況により、行事が変更・中止になることがあります。 

 


