令和３年度

４月の園だより

くまの・みらい保育園

新しい年度がスタートします
新しいお部屋、新しいお友だち、子
どもたちは期待でいっぱいです。保護
者の方々にとっては、不安もあるかと
思いますが、困ったこと、わからない
ことなど何でも気軽に、担任に声をか
けてください。
園とご家庭とで、しっかりコミュニ
ケーションを図り、楽しい子育てをし
ていきましょう。

コロナと共生しながら主体性を育もう
この問題解決型学力と言われる子ども自身が
「学びたい、知りたい」という意欲や、粘り強く

す。こ れから 始まる ４月 からの 園生活 は、新 入園

取り組もうとする気持ちは、小 学校に入ってから

児はも ちろん のこと 進級 児にと っても 、しば らく

身につくものではありません。誕生後しっかり可

４月１７日（土）親子遠足（幼児クラス）

は緊張 の毎日 になる もの と思わ れます 。登園 を嫌

愛がられ、励まされながら自分に対する自信であ

5 月１５日(土)

がるよ うでし たら、 一言 担任に その旨 をお伝 え下

る自己肯定感が身についていることが基礎になり

さい。

ます。

① 体調管理表は毎日記入のうえ、朝
の受け入れの担任に提出してく
ださい。
② お預かりしている間に、３７．５
度の発熱を目安にご連絡させて
いただきます。また発熱だけでな
く、咳、鼻水、倦怠感などいつも
と違う様子が見られた時には、受
診していただければと思います。
③ 発熱した際、解熱後 24 時間は様
子を見ていただきますようお願
いします。
感染対策に、細心の注意を払うこ
とで、いつも通りの楽しいあそび
が展開できます。ご理解とご協
力、よろしくお願いします。

夏祭り

弥陀経 とい うお 経の中 の 「 微妙 香 潔 」か ら引 用し

び）たくなるように、赤ちゃんのときから驚きと

7 月３０日(金)

お泊り保育

たもの です。 阿弥陀 経は 極楽を 説明し たもの で、

感動、楽しさを味わえる環境を用意して、大人に

７月３１日(土)

〃

その一 説に、 池 の中 には 車輪の ような 大きな 蓮の

対する安心感や信頼感をもとに人が好きになって

9月

花が咲 いてい る。そ の花 は青い のもあ れば、 黄色

もらうことを保育の出発点にしています。１歳、

や赤、 白いの もある 。そ れらが 一斉に 光り輝 く様

２歳と成長していくと行動範囲が広がり、遊ぶ楽

かんば

子は何とも言えないほど（微妙）、芳 しく清らか（香

しさがわかるようになると、大人への信頼関係か

潔）で あると ありま す。 法人名 には、 子ど も たち

ら今度は友だちと遊ぶことが好きになり、コ－ナ

一人ひ とりが 持って 生ま れた個 性を伸 ばして あげ

－あそびやごっこあそびを通して、友達と考えた

たいという願いが込められています。

り工夫しながら、
「 問題を見つけ解決する力」や「行

さて、 コロ ナ感 染症が な かなか 収ま りま せん。

動 す る 力 」、「 や り 抜 く 力 」、「 我 慢 す る 力 」 な ど 、

運動会予行演習

9 月１１日(土)

運動会

10 月２日(土)

講演会

11 月６日(土)

みらいフェスタ

12 月 1７日(土)

もちつき

12 月 2２日(木)

クリスマス会

1月

７日(金)

1 月 1５日(土)

発表会予行演習
発表会

「非認知能力」といわれる目には見えない「やる

法を変 えるの で、今 年も マ スク や三密 に気を 配り

気」が生まれ、この積み重ねが小学校以上に望ま

2月

ながら の生 活 になる もの と思わ れます 。人生 で一

れる「学びに向かう力」へとつながってゆきます。

２月２５日(金)

入園説明会

番成長 の激し い乳幼 児期 の子ど もたち にとっ ての

保育園における教育や保育の目的は、遊びを通

3 月 1２日(土)

卒園式

今は今 しかあ りませ んの で、園 では感 染症対 策に

して非認知能力を高め、自分のことは自分で決め

最大の 注意を 払いな がら 、でき るだけ 子ども たち

る主体性を育てるところにありますが、この自分

の活動は制限しないように保育をしてまいりま

のことを自分のこととして決める主体性は、園で

す。保 護者の 皆様も 遠方 に出掛 けたり 、感染 しそ

コ－ナ－遊びやごっこ遊びなど非認知能力を高め

諸事情により、予定が変更になることもあります

うな場 所に出 入りさ れた ときは 当分の 間用心 をし

るあそびをするだけでは 育ちません。主体性を育

が、早めにお知らせしますので、よろしくお願い

て、少 しでも 体調の 悪い 人がい たら、 お子さ んを

てる一番大切な鍵は家庭にあります。ご両親が頭

します。

含めて登園しないようにしてください。

ごなしに「ああしなさい。こうしなさい」と命令

さて、 昨年 から 小学校 の 学習指 導要 領が 改訂さ

していたのでは、指示待ちの子どもになります。

が向き 合って いる問 題を 解決す る「問 題解決 型学

たのか」を話し合い、お子さんが自分で失敗した

おうちでいらなくなった、空き箱、芯、

力」を 重視し た学習 方法 が取り 入れら れ、 話 し合

原因に気がつくようにしてあげることが、時間が

いの中で思考力や判断力を養う「アクテｲブ・ラ－

かかっても主体性を育てることになります。今年

ニング 」と言 われる 学習 方法が 全教科 に取り 入れ

度もいろんなことがあると思われますが、よろし

られました。

くお願い致します。

です。ご協力お願いします。

２日(木)

ワクチ ン接種 が始ま って もこの ウイル スは感 染方

廃材を集めています

ール箱の中に入れていただければ嬉しい

保護者参観

7 月１７日(土)

「できたら褒める」、失敗した時は「なぜ、失敗し

もたちが制作で使いますので、玄関の段ボ

小学生カレーパーティー
6 月１２(土)

れ、そ れまで の「知 識・ 技能」 だけで なく、 自分

カップ、包装紙など何でもよいです。子ど

保護者参観・総会

当園では、子どもたちが自分から行動し （あそ

みみょうこうけつ

子どもたちのたのしい保育を保障
するためには日ごろの体調管理が何
より大切です。お忙しいとは思いま
すがご協力をお願いします。

主な行事予定

お子さ まの ご入 園・ご 進 級おめ でと うご ざいま

さて、 当法 人の 名前の 「 みみょ う」 は、 仏説阿
楽しい保育を展開するために

２０２１年度

理事長

松 尾 龍 一

4 日(木)

豆まき

毎月、避難訓練・誕生日会があります。

※新型コロナウイルス感染拡大予防の影響で、新
年度の行事も多少変更があるかもしれません。そ
の都度連絡いたします。ご了承ください。

