
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あたたかい５月の風が吹き、園
もたちの元気な笑顔があふれ、園生活にも慣れてきたようです。これから子どもたちの気持ちに寄り添い、保護者の皆
様と一緒に成長を見守っていけたらと思います。

 ２日（月）芝桜

 ３日（火）憲法記念日

 ４日（水）みどりの日

 ５日（木）

 ８日（日）母の日

１２日（木）内科検診

１３日（金）ベリーズクラブ開講

２０日（金）春の親子遠足（後日プリント配布）

３０日（月）避難訓練

３１日（火）お誕生日会（主食はいりません。おはしセットのみ持参）

 

●ラビット体操教室（毎週木

 ４月１４

（石河満枝先生、泉裕先生）をお招きして

全園児に体育指導をして頂き、運動する事

の楽しさを十分に体験させて頂いています。

●英語教室（毎週水曜日）について

 ５月１１

Allenn Soundeen 

全園児に英語指導をして頂きます。

●お誕生会について

毎月末に、お誕生日のお友だちを全園児でお祝いします。会食を準備し

ます

●「母の日似顔絵展」展示のお知らせ

 もも組、はな組、ちょう組が出展しましたので、是非ご覧に

展示場所：イオンいわき店２

   期間：５月
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もたちの元気な笑顔があふれ、園生活にも慣れてきたようです。これから子どもたちの気持ちに寄り添い、保護者の皆
様と一緒に成長を見守っていけたらと思います。
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４月２日（土）は第５８回入園式が執

り行われました。初めての幼稚園、新

しいお部屋、新しいお友達．．．新しい

環境に少し不安を抱きながらも、一つ

お兄さん、お姉さんになって嬉しそう

な子どもたち。ちょう組さんの「誓い

の言葉」も、とても立派でしたね。こ

れから始まる園生活、そして何より子

どもたちの成長が楽しみです。
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お兄さん、お姉さんになって嬉しそう

な子どもたち。ちょう組さんの「誓い

の言葉」も、とても立派でしたね。こ

れから始まる園生活、そして何より子

どもたちの成長が楽しみです。

庭のこいのぼりも元気よく泳いでいます。入園・進級をして早一ヶ月、
もたちの元気な笑顔があふれ、園生活にも慣れてきたようです。これから子どもたちの気持ちに寄り添い、保護者の皆
様と一緒に成長を見守っていけたらと思います。 
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【先月の出来事】
４月２日（土）は第５８回入園式が執

り行われました。初めての幼稚園、新

しいお部屋、新しいお友達．．．新しい

環境に少し不安を抱きながらも、一つ

お兄さん、お姉さんになって嬉しそう

な子どもたち。ちょう組さんの「誓い

の言葉」も、とても立派でしたね。こ

れから始まる園生活、そして何より子

どもたちの成長が楽しみです。 

４月１４日（木

リニックの鈴木先生が、子どもたちの歯

をチェックしながら優しく言葉

いました。小さいクラスのおともだちも静かに

順番を待ち、検診を受けることができました。

歯磨きをしっかり習慣付け、大切な歯の健康を

維持していきましょう。

 

られ、お友達と一緒にお砂場でおままごとを

さん走って汗を流す子どもたちは、とても輝いています。

 

庭のこいのぼりも元気よく泳いでいます。入園・進級をして早一ヶ月、
もたちの元気な笑顔があふれ、園生活にも慣れてきたようです。これから子どもたちの気持ちに寄り添い、保護者の皆

３１日（火）お誕生日会（主食はいりません。おはしセットのみ持参） 

Richard 

Ⅱ世先生（愛称リック先生）と早苗先生をお招きして、 

毎月末に、お誕生日のお友だちを全園児でお祝いします。会食を準備し 

なって下さい。
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５月生まれのお友達
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【先月の出来事】 
４月１４日（木）歯科検診があり、鈴木歯科ク

リニックの鈴木先生が、子どもたちの歯

をチェックしながら優しく言葉

いました。小さいクラスのおともだちも静かに

順番を待ち、検診を受けることができました。

歯磨きをしっかり習慣付け、大切な歯の健康を

維持していきましょう。

られ、お友達と一緒にお砂場でおままごとを

さん走って汗を流す子どもたちは、とても輝いています。

●名前を書きましょう！

お子様の持ち物全て（特にパンツ、

肌着、靴下、ハンカチ、ティッシュ）

に記名をお願いします。

 

●登園前のチェックをお願いします

体調を崩しやすい時期ですので、お子様の様子を

しっかり見て頂き、いつもと違う点はすぐに担任

に伝えて下さい。（病気の早期発見に繋がります）

 

●水筒を清潔にしましょう

毎日使用している水筒は、週に一度きちんと漂白して下さい。

 

●「おたより帳」は毎日チェックして下さい

園とご家庭の大切な架け橋が「おたより帳」です。重要なお手紙

やお知らせ等が毎日入りますので、必ず見てください。提出物は、

締め切り日の朝の「おたより帳」のみ受付となりますので、ご注

意ください。

庭のこいのぼりも元気よく泳いでいます。入園・進級をして早一ヶ月、
もたちの元気な笑顔があふれ、園生活にも慣れてきたようです。これから子どもたちの気持ちに寄り添い、保護者の皆

【５月の指導目標
・基本的生活習慣、園生活のきまりを身に付ける。

・お友だちと仲良く遊ぶ。
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お集まり」で、全クラスが一緒

、「お約束」をして
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天気の良い日は園庭に出て楽し

く「たけのこ体操」を行ってい

ます。また体操の後は各クラス

元気に戸外遊びを楽しむ姿が見

したり、鬼ごっこでたく

考慮して週に一度は切って下さい。 
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幼稚園には子ど
もたちの元気な笑顔があふれ、園生活にも慣れてきたようです。これから子どもたちの気持ちに寄り添い、保護者の皆
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