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 かつて６月１日は「衣替え」と決まっていて、学校でも会社でも一斉に夏服に変わったものでした。 

今では何でもありの時代となり、暑さ寒さも個人差があり、服装は個人の自由だからと、すっかり季

節感も薄くなりました。官公庁も大きな会社も「クールビズ」といって、ノーネクタイ、ノージャケッ

トが約半年に亘り見られるようになりました。エアコンの普及も一因でしょうし、猛暑炎暑も４０°前

後という異常な日も増え、以前の四季の様子も様変わりしました。そのせいか、９月１０月の運動会も

多くが５月に変更になりましたが、５月も猛暑で午前中のみ開催とさらに変化しています。今年は１０

連休という暦に、休む人もサービス業等で働く人も調子が狂うという番狂わせが生じ、政界経済界が期

待したほどの経済効果も生まれなかったようです。休めばお金を使うという常識も同じように変化して

います。衣替えと同じく、個人差・多様化が進み、国民みな同じとはいかなくなりました。それは、他

の分野でも同様であり、かつての常識がまったく通じなくなり、人それぞれ化が急速に進んでいます。

それは単に世代間のギャップではなく、中高年層にも多様化が確実に進んでいます。明治５年の学校制

度以来、ひたすら続けてきた「起立・気を付け・礼・右へ倣え…」式の一斉授業も形骸化し、合わせら

れない子どもや大人が増加しています。「みんな違ってみんないい」とは人権平等を謳った文句でしたが、

今や何でも「みんな違ってみんないい」化状態です。このような中で園や学校が決められたカリキュラ

ムと指導要領を踏襲して教育を進めるには次第に無理が生じています。一斉授業や集団活動が成り立た

ないのです。個人最優先の社会が熟すにはまだ随分の時間を要するでしょう。また、本年度から「働き

方改革」の一環として、職場において一定時間以上の労働者は最低年間５日以上の有給休暇を取得しな

くてはならなくなりました。きちんと実施できないと罰金や刑罰も課され、さらには他の労働環境の改

善や実施も求められています。私たちの園も同様に本年度から交替しながら休暇取得を始めました。朝

や夕刻も同様に制限が増えました。このような中で質の低下を招かぬように創意工夫・業務見直し等を

図りながら改善に努めています。スケジュールの消化ではなく、充実した教育内容と楽しく魅力的な保

育にさらに邁進する６月の決意です。 

 

［６月の歌］ 二人して 傘を畳んで手を合わす 宮境内の あじさいの花 

●学年目標● 

１歳児 
①保育者に見守られながら、好きな場所や好きな遊びを見つけて遊ぶ。 

②砂や水など感触を味わいながら触れて遊ぶ。 

２歳児 
①手伝ってもらいながら簡単な身の回りのことを自分でしようとする。 

②戸外で思いっきり走ったり、水や砂に触れたりして感触を楽しみながら遊ぶ。 

年少組 

①保育者や友達との関わりを楽しみながら遊びや活動に取り組む。 

②砂・泥・水などの感触を全身で味わい、のびのびと遊ぶ。 

③梅雨時期の自然現象や生き物に興味と親しみを持つ。 

年中組 

①友達や保育者との関わりを深めながら、様々な遊びや活動に興味を持ち取り組む。 

②水や砂、泥の感触を味わいながら思いきり楽しむ。 

③梅雨時期の自然に興味や関心を持ち、親しむ。 

年長組 

①友達同士で活動を進めていく中で、友達との関わりを深める。 

②水や砂、泥に触れて感触を味わい、自分たちで遊びを工夫して楽しむ。 

③梅雨時期の自然事象や生き物・植物に興味・関心を持ち、親しむ。 



●お知らせ● 

◎衣替え 

６月３日（月）から衣替えです。お子様の体調を考えながら、以下のような夏服への移行をお願いします。麦

わら帽子・夏制服(吊り紐)の調節をお願いします。 

※ 麦わら帽子は、水に濡れると型崩れをしやすいため、雨天時は被らず、制帽（青）でお願いします。  

◎持ち物の記名について（無記名・譲り受けた方の名前など） 

  東海ポロシャツ、体操服が、無記名、譲り受けた方の名前のままが多く困っています。また入れ替わった場合、

名前がなければ本人の確認がとれず探せません。必ず、裾に名前の記入をお願いします。 

◎歯磨き指導【６月３日（月）１１：００～】について（ひよこ組を除く） 

園へ送って来られる方は時間厳守でお願いします。 

宗像学校歯科医師会より歯磨き指導を行います。歯ブラシを忘れずに持たせて下さい。 

◎家族参観日《６月８日（土）》について（詳細は、先日のお手紙でご確認下さい） 

全園児、各クラスにて行います。駐車場の混雑が予想されます。スムーズな駐車を図るために、職員が誘導を

致します。来園される際の車に必ず駐車券を提示して下さい。駐車場でのトラブルは、園では責任を負いかね

ますので各自の責任の下で安全走行・確認・管理をお願い致します。 

※事前にお配りしている手紙を車を運転される方が再度確認してご来園ください。 

◎個人面談について ２４日（月）・２６日（水）・２７日（木）・２８日(金)（ひよこ組を除く） 

※２４日（月）のみ、１３時保育となり給食を食べて降園します。面談時間は１４：００～１６：３０です。 

 ２６日（水）・２７日（木）・２８日(金)は１１時保育となります。面談時間は１３：００～１６：３０です。

バス時刻・お迎えの時間の確認をお願いします。 

※クラスによって、面談開始と終了の時間が異なることがあります。 

※日程表を６月１３日（木）に配付します。都合の悪い日時がありましたら７日（金）までに担任迄お知らせ

下さい。その後の日程・時間の変更がないようにお願いします。 

◎「一日見学会」について【来年度の入園希望者対象】※在園児の参観ではありません。 

日時：６月 ２１日(金)・２５日(火) １０：００～１１：３０ 

受付：２号館 ２階子育て支援室前 ９：３０より 

２０２０年度入園希望（１歳児～）のお子さんと保護者を対象に、日頃の園生活の様子をご覧いただく機会と

して、２１日(金)・２５日(火) の２日間、「一日見学会」を行います。『幼稚園はどういうところ？』、『こども

園はどういうところ？』、『子どもたちはどんなふうに過ごしているの？』といった点を見ていただき、本園を

より良く知って下さればと考えています。ご近所の方やお友だち、来年度入園をお考えのお知り合い等がいる

方は、どうぞお声をかけて下さい。また、その際は、連絡帳などで随時お知らせ下さい。尚、当日は通常保育

中です。保育参観とは趣旨が異なりますので見学のみのご協力をお願いします。 

◎駐車券について（特にゆめタウン側道路をご利用の方） 

日々の送迎や行事の際に車で来園される場合、フロントガラスの見えやすい場所に、駐車券（卒業まで使用し

ます）を必ず提示し、ゆめタウン側入口では一旦停止して守衛さんに園児保護者であることを知らせて下さい。

特に、高校付近やコモンホール前は、教職員の車もあるため、車両の区別が必要となります。また、キャンパ

ス内は２０㎞以下の徐行運転厳守でお願いします。※駐車券がない場合はキャンパス内での駐車が出来ない場

合があります。 

◎緊急時等のお迎えについて 

事前許可を受けている方の１４時前のお迎えや、急病でお迎えに来られる方は、正面玄関に駐車をすることも

可能です。その他は、必ず東側駐車場へお願いします。 

◎七夕飾りについて 

 ＊今年も赤間駅に笹を飾る予定です。ご覧になって下さいね。７月７日の七夕にちなんで、園でも笹飾りを作

ります。（学年毎に１本） 

＊願い事を書く短冊を、６月１０日（月）に持ち帰ります。お子さんと一緒に願い事を書いて、１４日（金）

までに持たせて下さい。ご家庭で作った笹飾りも随時、ご提供頂けると嬉しいです。 

◎シール帳について 最終ページにも出席日数を記入していますので、捺印をお願いします。 

 ◎年間行事予定の変更について 

歯磨き指導予定:６月７日（金）→６月３日（月）  

音楽会：７月１日（月）→６月１９日(水)※年長児と全学年保護者の希望者対象  

卒業生仲良し同窓会：７月１６日（火）→７月２３日（火） 

◎バス担当・全体サポート・にこぱん教員のお知らせ 

  ５月よりバス乗務に笠松梓、全体サポートに嘉村麻理子、にこにこパンダに日高恵美が担当しております。 

よろしくお願いします。 



 ●行事予定● 

日 曜 行 事 １・２歳児 年少児 年中児 年長児 

１ 土 2・3号土曜日保育利用     

２ 日      

３ 月 歯磨き指導 
２歳児：歯磨き指導 

父の日制作（１２日まで） 

歯磨き指導 

父の日制作（１２日迄） 

歯磨き指導 

父の日制作（１２日迄） 

歯磨き指導 

父の日制作（13日まで） 

４ 火 
体操教室 

ハローイングリッシュ 

にこパン（遠足） 

水・泥んこあそび 

（月内） 
身体測定 ハローイングリッシュ 

体操教室 

（ホール） 

５ 水 にこパン（遠足）     

６ 木 にこパン（遠足）     

７ 金      

８ 土 家族参観日 家族参観日 家族参観日 家族参観日 家族参観日 

９ 日      

10 月 
誕生会  ★弁当日 

プール開き 
園長先生とゆかいなお茶会 

誕生会★弁当日 誕生会★弁当日 
誕生会★弁当日 
七夕制作（月内） 

誕生会★弁当日 
七夕制作（月内） 

11 火 
リズム体操教室 

ハローイングリッシュ 

にこパン 

園外巡り（週内） 七夕制作(月内) リズム体操教室 
ハローイングリッシュ 
染紙制作「さかな」 

12 水 にこパン 
１歳児：「かたつむり」  

制作（２１日迄） 
 

絵画制作（２１日迄）

「ありとスイカ」 
 

13 木 にこパン 
２歳児：「あじさい」 

制作（２１日まで） 
  消防署見学 

14 金      

15 土 2・3号土曜日保育利用     

16 日       

17 月 
避難訓練 

子育て健康相談 
避難訓練 

ハサミ・折紙制作（19 日迄） 

「あじさいとかえる」 

避難訓練 

避難訓練 

 

避難訓練 

 

18 火 
体操教室 

ハローイングリッシュ 

にこパン 

身体測定  ハローイングリッシュ 
体操教室 

（ホール） 

19 水 
にこパン 

音楽会（年長対象） 
★弁当日★ ★弁当日 ★弁当日 

音楽会 

★弁当日 

20 木 にこパン 七夕制作（月内）    

21 金 一日見学会     

22 土 2・3号土曜日保育利用      

23 日       

24 月 個人面談（※１３時保育）      

25 火 
リズム体操教室 

ハローイングリッシュ 

一日見学会 

 

 リズム体操教室 ハローイングリッシュ 

26 水 個人面談（※１１時降園）     

27 木 個人面談（※１１時降園）     

28 金 個人面談（※１１時降園）      

29 土 2・3号土曜日保育利用     

30 日      



●お知らせ・お願い● 

全 

体 

◆豪雨時の登園について 

 梅雨入りしました。豪雨の際、バス待ちに不安や危険を感じる場合は、無理をせず自宅待機や自家用車送 

迎などの対応をお願いします。その際は、必ず電話で連絡をしてください。 

◆水遊び・プール遊びについて 

水・泥遊びがいつでもできるように、着替え用パンツを１枚多めに入れておいて下さい。クラス、名前の

記入をお願いします。体調がすぐれない時には水遊びをしませんので、連絡帳にてお知らせください。「５

月園だより」でお知らせしていましたがシャンプー容器（ラベルを剥すのを忘れずに！）を６月３日（月）

に持たせて下さい。 

◆お願い  

・裸足の水遊びの季節になりました。ご家庭で使わなくなったバスタオルや足拭きマットがありましたら

お譲り下さい。 

・お家で使わなくなったプラスチック製のコップ、お茶碗、バケツ、スコップ、片手鍋等をお譲り下さい。

よろしくお願い致します。（砂場遊びやままごと遊びに使用します） 

◆小動物(ざりがに・めだか・おたまじゃくし等)を譲って下さい 

生き物を飼育し観察します。生き物に触れ不思議を感じ、命の尊さを知ることで思いやる気持ちや興味・

関心を持たせていきます。（カエルになった時は、川や田んぼに返してあげましょう） 

園に持ってくるための購入はしないで下さい。飼育が難しい小動物はお断りする場合があります。 

◆バス利用者へのバスキャッチについて 

「到着時刻」が不具合により配信できない場合があります。「バス到着時刻」が届かない場合には４月配付

の「バス時刻表」の時刻で待機をお願いします。バスキャッチで届く時間はあくまでも目安であり、時刻

のズレもあり得ますので「バス時刻表」を基本に動いて頂きますようにご協力をお願いします。 

◆髪の毛の長いお子さんと特別活動（体操教室・サッカー・新体操）の身だしなみについて 

髪が長いお子さんは必ず結び、髪留め（ピン）は危険ですので使用しないでください。（ご飯や汁物に髪の

毛が入っています） 

１
・
２
歳
児 

◆箱ティッシュ・ウエットティッシュの回収にご協力下さい。 

 いつもご協力ありがとうございます。今月は、７日（金）まで箱ティッシュとウエットティッシュを 

名前を書いて持ってきて下さい。 

◆水遊びについて 

 「プールあそび」とは別に、お天気の日に泥んこ遊びや水遊びを楽しみたいと 

思います。天気の日には、遊びが出来るかどうかの「水遊びボード」を 

設置しますのでご確認下さい。 

年
少
児 

◆ピクニックシートを持たせて下さい 

１人用サイズで、自分で出し入れができるよう、布製の袋（袋・シートそれぞれに記名をして下さい）に

入れ、３日（月）に持たせて下さい。 

◆譲って下さい 

お部屋の「ごっこあそび」で使いたいと思います。手作り(布･フェルト製)の野菜や果物などを受け付け 

ております。ままごとで大活躍します！  

年
長
児 

◆消防署見学に行きます 

１０：００園出発となります。自主通園の方は９：３０までの登園をお願いします。 

７
月
行
事
予
定 

３日（水）・４日（木）プラネタリウム（年中園外保育） 

５日（金）～６日（土）:【年長】夏期合宿（グローバルアリーナ）＊５日（金）の１号認定児の一時預かりは通常です。 
８日（月）：誕生会、園長先生とゆかいなお茶会   

１０日（水）・１１日（木）：なかよし広場    

１２日（金）：終業式【短縮保育】   

１７日（水）：第１回入園説明会①【２０２０年度入園予定児対象】  

１８日（木）：消火訓練（避難訓練）、子育て健康相談 

２３日（火）：仲良し会（同窓会２０１８年度卒業生）＊１号認定児の一時預かりはあります。  

※来月の園だよりで夏休み期間の「一時預かり」日程をご確認下さい。 

 


