
○朝食は必ずとりましょう

○朝、必ず体温をはかり、健康状態をよく見てください。熱のあるとき

や体調の悪いときは入水できません。

○雨天、気温の低い日、強風、行事のある日等はプールに入りません。

○耳あかをとり、手足のつめを短く切っておきましょう。

○病気にかかっている人は、早く治療をしておきましょう。特に健康面

で心配なことがありましたら、事前にご相談下さい。

○入水後は非常に疲れますので、休養をしっかりとるなどして、体調管

理に気をつけましょう。

7月1日はプール開き(予定)です

子どもたちの心待ちに

していたプール開きの

時期がやってきました。

安全に気をつけながら、

水に親しむことの楽し

さを子どもたちに学ん

でもらいたいと考えて

います。

[縦割り保育活動]

　異年齢の子どもとともに生活することによって、

年上の子どもは年下の子どもの面倒を見たり、年下

の子どもが年上の子どもの真似をし、いろいろなこ

とに自分でやったみようと思うなど、大人が関わる

以外に子どもたち同士で育つことができます。

現在保育園では7月に行わ

れる、SUNSUNまつりに向け

ての準備を進めています。

幼児クラスでは縦割りグル

ープで制作などをおこなっ

ています。

7月18日(土)

午後5:00～7:00(予定)

SUN SUNまつり

７月の予定

　夏のような暑い天気が続きますね。そのような中でも、園庭では子ど

も達が暑さに負けずに元気に走り回っています。適度な休息と水分

補給で熱中症に気をつけながら、この暑さを楽しく乗り切りたいと思い

ます。そして、もうすぐ梅雨もやってきます。気温や湿度が高くなり、体調

を崩しやすくなる季節・・・子どもたちの体や身の回りを清潔に保つよ

うにし、気持ちよく過ごせるよう心がけていきます。

プールでのお願い

梅雨の日対策

ま

がけ

太陽の子保育園　平成27年６月号

６月の園だより
親子遠足アンケート結果
１．親子遠足の時期はいかがでしたか？　①よかった 85%(46)　②ふつう 15%(8)　③よくなかった 0%(0)

２．集合時間はいかがでしたか？　①よかった 91%(49)　②ふつう 9%(5)  ③よくなかった 0%(0)

３．場所はいかがでしたか？　①よかった 93%(51)　②ふつう 5%(3)　 ③よくなかった 2%(1)

先日はアンケートへのご協力をいただきありがとうございます。いただいたご意見

は来年度以降の親子遠足への重要な検討材料として活用させていただきます。

4.クラスごとのラリーについて
・とてもよかった(5)

・ちょうどよい距離でよかった

・チェックポイント間の距離もちょうどよかった

・各クラス出発がずれていたので、ごちゃごちゃ

せずよかった。

・毎年の恒例で歩いて広場に行くために、とても

良い企画だと思う

・花を見ながら、クラスのおともだちと会話を楽

しみながら、ゆっくりまわれてよかった

・途中、写真撮影の時間をとって下さりながら、

のんびり回れたのが良かった

・親子でラリー、楽しかった(14)

・お弁当のシール貼りがとてもよいアイデアで、

子ども達も楽しんでいた(13)

・妹弟がいる子ども達が、下の子のためにシール

をもらってくる姿をみてほほえましかった

・「次はなんのおかずかな ?」と話しながら歩け

てよかった

・きちんと並べる子がいたり、バラバラに貼った

り、いろんなお弁当ができて面白かった

・小学生の上の子も「どこにしようかなー」と楽

しみながらやっていた(2)

・「お弁当の台紙」がかわいかった(4)

・毎年手作りなのもありがたい

・クラスの子に会えたり、先生方とお話するいい

機会だった

・ウインナーを台紙ではなく母に貼り付け、周り

に影響されない所が次男だと思った

・子どもと手をつないでと言っても、子どもは手

をはらい、お友達と先に行ってしまって残念!

・らいおんぐみやくまぐみは、もっと距離が伸び

たらさらに楽しいのでは ?と思った

・チューリップの咲いている横道に入ってもよか

ったと思った

・クラス毎の間隔が広かったので、別クラスとの

交流が少ない

・兄弟がいるとどちらかのクラスに混ざってしま

うので、少し下の子がさみしい

・歩くペースについていけなかった

・各年齢にあった楽しみ方ができれば面白い

・みんなでなわとびをしたら面白いのでは ?

5.保育園クイズについて
・子ども達が楽しんでいたのでよかった(8)

・面白かった(7)

・毎年工夫されていて楽しい。

・先生方が皆さん元気でとてもよかった

・簡単ですぐ答えられて楽しかったようだ(3)

・2択でわかりやすい(選びやすい)

・子ども達にとって簡単な問題と難しい問題が

混ざっていて楽しそうだった

・園に関するクイズでよかったと思う

・園の歴史も知ることができてよかった

・改めて知る答えもあり、よかった(2)

・ちょうどよい難しさで大人も楽しめた

・時々出てくる園長先生が面白かった(3)

・新しい先生や遊具が出てくると、パパも保育園

の変化に気づけるのでよかった(2)

・挿し絵が上手だった

・小さい子には少し難しいかな?と思った(6)

・今年のクイズは少し難しかった(4)

・3 問目が難しかった。保護者でも知らない人が

多いような気がする

・園に行く機会が少ないのでわかりづらかった

・入園間もないので、ちょっと難しかったようだ

・大変かもしれないが、年齢ごとに年齢に見合

ったクイズがよいと感じた。乳児の子が参加し

ているように見えなかった

・園にまつわるクイズでなくても、なぞなぞのよ

うなテーマでも良いかもしれない。

・園の先生をよく知るためのクイズも楽しそう

・問題のパネルの写真を大きくしてほしかった

・歩くペースについていけなかったため、クイズ

に参加できなかった

6.じゃんけん列車について
・楽しかった(12)

・とても盛り上がっていてよかった(2)

・子どもも大人も楽しそうだった(2)

・子ども達も長くなる列を楽しんでいた

・最後、もう少しのところで負けて残念だった

が、楽しかった(2)

・全体がひとつになれて、とてもよいイベントだ

と思った(2)

・コンパクトに 1 個のゲームにまとまっていてよ

かった

・音楽が楽しくて、乳児クラスの子でも楽しそう

に見ていた

・見ていて楽しそうだった(3)

・妹が楽しそうだった

・先頭の勝ち残っている方は楽しいが、一番後ろ

の方はただ歩いているだけのような気がする

・1回しかできないので、はじめに負けると次の

チャンスがなく、少し残念な感じがした

・ジャンケンのルールがわかっていない子なども

いて、なかなかスムーズにいかない点があった

・長くなって最後がどこかわからなくなってしま

ったのが残念だった

・先頭の人がわからなくなるので、先頭は帽子

をかぶるなどしてはどうか?

・最後がぐだぐだしていた感じがあり、終わりが

もう少しわかりやすいとよいと思った(2)

・人数が多くなり過ぎて、最後の方大変だったの

で、クラスごとの方がよかったのではないか

・子どもが、じゃんけん列車の意味がわかってい

なかったので、事前に園でやっていたら楽しめ

たのかな ?と思った( もしやっていたらすみま

せん)

・最後に父+子は「高い高い」、母 +子は「抱き

しめる」などのスキンシップがあると、より盛り

上がる のではと思った

・だんどりが悪かったように思う

・チームに分かれて競争するようなスタイルの方

がよい。昨年のフラフープをくぐって速さを競

うのが盛り上がったので

7.自由意見
・親子で楽しい時間を過ごせた(8)

・天候にも恵まれてよかった(5)

・子どもも満足していたようだ(2)

・色々なご意見があると思うが、少し離れた場

所まで電車で行くだけでも遠足気分で子ども

はとても楽しんでいたと思う

・保育園生活最後の親子遠足、楽しかった

・年齢を重ねるごとに子ども達も活発になり、楽

しそうだった

・いい思い出ができた

・「また行きたいね」と言っていた

・短い時間だったが、とても楽しめた

・テンポがよく、内容も濃く感じられてよかった

・家族だけで遊びに行くと、自転車でまわってし

まうが、歩いてキレイに咲いているお花を見な

がら 移動するのもとてもいいなーと思った

・おともだちもできているんだなぁと安心した

・おともだちと話しながら歩いたりお弁当を食

べたり、たくさんの初体験ができて喜んでいた

・普段抱っこの子どもの歩く姿が見られてよか

った

・ブルドック体操がかわいかった

・雨が降ってきてバタバタとクモの子散らすよう

に帰ったのがおかしかった

・マグネットの写真入れが良かった。写真ができ

たら昨年のものと交換して飾りたいと思う

・先生方にはいつも色々な企画で楽しませて頂

き、準備もありがとうございました。(16)

・先生方のサポートも大変助かった

・色 ご々苦労も多いと思うがぜひ続けてほしい

・来年も楽しみだ

・早めに日にちがわかったので、家族みんなで参

加できてよかった(2)

・小学生の上の子は参加できなかったが、下の

子とゆっくりできたので、これはこれでよかっ

たと思う

・遠足の日程は、小学校の学校公開日は避けて

ほしい(3)

・早めに日程がわかると勤務の調整がしやすい

・雨天時は延期にしてほしい

・昭和記念公園の他に候補を増やしてはどうか。

例えば青梅鉄道公園。青梅駅から公園までの

道のりでラリー・クイズを実施など。

・たまには別の場所で行ってもよいかと思う

・ラリーは小学生も参加させて頂いたが、中高

学年になってくると、園児と混じってクイズに

参加する のは恥ずかしいみたいで結局やって

いないので、希望者だけにしたらどうか

・別クラスとの交流が少ない

・乳児クラスもお弁当前に集まり、親子の自己

紹介などしてほしかった。こういう機会でない

と顔が一致しないので。

・お弁当の時間がもう少し長ければ、他の子ど

も達と遊ぶ姿を見られたので、もっとよかった

と思う

・先生方もゆっくり昼食がとれるといいなと少

し思った。クラスの中に入って食べてもよいの

では ?

・集合写真も各クラス撮ってほしい

・終わりがよくわからず、いつ帰っていいのかわ

からなかった

・淡泊な遠足だった。参加する意味は ? と考え

るところがあった

２( 火 )　保育参加・懇談会(ぱんだ )

３(水 )　保護者懇談会(うさぎ )

４(木 )　体育指導[ 職員 ]

５( 金 )　虫歯予防

９( 火 )　保護者懇談会(ぺんぎん)

９( 火 )　職員園内研修

10( 水 )　音楽指導( 幼児 )

15 ～19　身体測定

23( 火 )　避難訓練

25( 木 )　調理保育(くま)

26( 金 )　職員会議

26( 金 )　お誕生日会

30( 火 )　体育指導( 幼児 )

１(水)　プール開き

３(金)　調理保育 ぱんだ組

７(火)　七夕会

８(水)　避難訓練

18(土)　SUNSUNまつり

21～24　身体測定

22(水)　体育指導(幼児)

24(金)　お誕生日会




