令和元年

５月の園だより
段原みみょう保育園

5 月の保育について

こいのぼりのお話

園庭の木々も緑に輝き、風もさわやかに感

鯉は古くから立身出世の象徴とされていま
した。中国の故事・伝説から「黄河の上流に
ある龍門の急流をさかのぼることができた鯉
は、龍になって天をかける」と言われ、出世
のたとえに用いられるようになりました。日
本において鯉が縁起物とされたのは、江戸時
代中期といわれています。五色の吹流しは、
幼子の無事な成長を願って「魔よけ」の意味
で飾られるようになりました。
参照
～鯉のぼりと五色の吹流しの話

～

保育参観・総会
日時：５月１8 日（土）
幼児参観（３・４・５歳児）9:00～9:40
親子で一緒に思いっきり身体を動かし
て楽しく過ごします。

じられる候となりました。４月当初は「お家

ご家 庭で も、 お子 さん の 話にし っか り耳 を傾

た子も少しずつ園に慣れ、今ではお気に入り

けてあ げて 下さ い。 しっ か り話を 聞い ても らう

の玩具であそんだり、かわいい笑顔が見られ

快さは 、他 人の 話を 聞こ う とする 力に つな がり

るようになりました。

ます。 寝る 前の 本の 読み 聞 か せは 、い ろい ろな

ら幼児教育・保育の無償化 が予定されており、

総会

１０時４５分～（３階ホール）

※先日配布しました総会についてのプリント
に記載してある保育参観の時間とは違っていま
すのでご確認ください。

楽しい 夢や 優し い気 持ち に つなが るこ とで しょ
う。
園でも子どもたちが「今日は何をしようか

など新しい制度が始まります。金額など具体

な」、「明 日は 何を しよう か な」と 登園 を楽し み

的なことがわかり次第お知らせ します。

にしてくれる環境作りをしていきます。

また、教育面では来年度から小学校の授業

先日 も年 長ク ラス のす みれ 組さ んが 、年 中組

に、児童の話し合いや意見発表を 重視した「主

さんや年少組さんと一緒に散歩に出かけまし

体的・対話的で深い学び」（通称アクティブ・

た。言 うこ とを 聞い てく れ ない後 輩を 我慢 づよ

ラ－ニング）が全教科に取り入れられ るなど、

くリ－ ドし 、道 路に 出る と 「チェ ンジ 」と いっ

子どもたちが話し合いの中で思考力や判断力

て小さ い子 を道 路わ きに す るなど 、見 事な 先輩

を磨くことをねらった新しい教育法が始まり

ぶりで した 。つ いこ の前 ま で、自 分た ちが 面倒

ます。

を見て もら って いた のに 、 進級す ると こう まで

話し合いの中で思考力や判断力を磨く力は

変わる のか 。見 てい て涙 が 出るほ ど感 動 し まし

小学校に入ってから始まるのではなく、小さ

た。子ども時代の成長は素晴らしいものですね。

いときから自分の存在に自信を持つことで得

７月 に入 ると 年長 組さ んは お泊 り保 育に 参加
します 。お 泊り 保育 は年 長 組にな った から 参加

そういった意 味で当園では、一昨年から「０

するの では あり ませ ん。 自 分のこ とが 自分 でで

歳からの幼児教育－選択と集中」をテ－マに、

きるよ うに なっ てい るか ら 、大好 きな 家族 と離

子どもたちの主体性を高め、自分で考えたり

れ、お 友達 と参 加し て、 更 に自信 をつ けて 小学

工夫したり、話し合ったりしながら問題解決

校入学 を楽 しみ にで きる よ うにな るた めの もの

が図れる環境づくりについて、いろいろな研

です。 ご家 庭で も自 分の こ とは自 分で でき るよ

究をしてきました 。

うにな って いる か 、 生活 習 慣を見 直す 機会 にし

「０歳からの幼児教育」とは、０歳から教

てくだ さい 。 ま た、 紙パ ン ツをは いて いる お子

育をしようというのではなく、赤ちゃんのと

さんが いた ら、 お泊 り保 育 に参加 する こと をき

きから驚きと感動を味わえる環境を用意し

っかけ に、 布パ ンツ で眠 れ るよう に取 り組 んで

て、楽しさの中で集中力を高めたり、成長に

下さい。

応じ、友だちとルールのあるあそびをしなが

朝夕、約１時間、園庭を開放して駐車スペ
ースとして利用していただいております。
車が園庭に駐車している場合、開門してい
る場合は、お子さんの安全のため遊具などで
遊ばないように声をかけてくださいますよ
う、ご理解、ご協力をお願いいたします。
開門時間

新たに幼児の給食費（副食）が有料化される

られる自己肯定感が基盤となります。

乳児参観（０・１・２歳児）9:45～１0:20
親子で一緒に踊ったり、歌をうたった
りしながら交流を深めます。

教育の基礎をつけようとするものです。

に 帰 り た い」、「 お 母 さ ん が い い 」 と 泣 い て い

さて、元号が令和に変わ りますが、10月か

登降園時のお願い

ら、自分で考えたり、判断や、行動 力をつけて、

園長

登園時…7 時 30 分～8 時４5 分頃
降園時…17 時 15 分～18 時 15 分頃

子育てメッセージ
子どもという
新しい存在との
出会いに感謝
産声を覚えていますか？
初めて対面した時のことを覚えて
いますか？
子どもたちの出生からの日々…
子どもの笑顔、寝顔は、心和ませてくれ
る、まるで魔法の薬。どんなに忙しくて
も、どんなに苦しくても、その魔法の薬
で何度、癒されたことでしょう。
あなたに出会えて、ほんとうによかっ
た。ほんとうにありがとう。

この思い、忘れていませんか…。
（社）全国私立保育園連盟
子育てメッセージ

