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『感 じ る 世 界』
宗教主任 指方 愛子
私の母が里親をしていたので、様々な子どもたちと一緒に暮らす機会がありました。
その中の一人、ともちゃんは、言葉が遅く家族で心配していました。ところが 3 歳を迎えた
途端、彼の中から言葉があふれるようにたくさんお話をするようになりました。それまで多
くのものを見て、聞いて、感じて、頭や心の引き出しの中に蓄えていたのでしょう。彼のお
かげで、私はいい意味で子どもの育ちに対し、楽観的な視点を持てたと思っています。
子どもの困りごとに対して、適切な手立てを考えることはとても大切なことです。しかし
大人は知識があるだけに、あれこれと考え、先に先に何かをさせようとし、無駄なことは省
こうとします。でも、ある一定の時間がたたなければ、草花も芽が出ないように、子どもた
ちにもそれぞれのペースで、それぞれの時間が必要であることは明確です。
北光幼稚園でも子どもたちは生活に慣れてきて、のびのびとあそんでいます。網を持って
虫をずっと追い続ける子。何度も何度も滑り台を滑る子。だまって友だちの様子を見ている
子。泥の感触をたのしむように、時に激しく足踏みし、時にゆっくり水たまりの中に入って
いる子。自動ドアが不思議で、だまって見つめている子。なぜ同じことを繰り返しているの
か、なぜじっと見ているのか、大人にとっては、ただ、ぼうっとしているようにしか見えな
かったり、無駄に思えるようなことをしたり、そんな風にしか見えないことがあります。し
かし子どもたちは様々なことを感じ、内面ではダイナミックな変化が起こっています。5 歳
の子の１年は、50 歳の人の 10 年に当たるほど（ジャネーの法則）子どもの一日にはたく
さんの出来事があり、それを蓄えながら成長していくのでしょう。
マリア・モンテッソーリという教育者は、幼児期にはたくさんの敏感期があり、それがと
ても大切であることを言っています。時にこだわりをもち、何度も同じことを繰り返し、
様々なことを感じる、それが自分をより良く成長させようと子どもたち自身がしていること
の証なのだそうです。この土台がないと、小学校へ行ってからの学びが積みあがっていかな
いのです。幼児期に、この「感じる世界」を大事にされてきたかということが、鍵となるで
しょう。
私たち大人は、子どもたちの力を信じ、子どもたちのしていることを
否定せず、様々な事柄をどうしたら一人でやっていけるかをサポートし
ていくことが大切なのだと思います。季節のよいこの時、子どもたちの
中に生じるダイナミックな「感じる世界」に、私たちも心を寄せていき
たいと思います。

☆６月生まれのお誕生会

◆お誕生会会食メニュー（6/24）◆
華やかごはん
カラフル中華和え

６月２４日（金）

鶏肉竜田揚げ
枝豆
味噌汁

【６月の予定】
：おむすびランチ
日

月

5/29

：お弁当

：給食

火

水

30

31

：ひよこクラス
木

6/1

：たまご広場
金

土

2

3

4

9

10

11

(午前保育)

ひよこクラス開始
PTA 総会
保育説明会
クラス懇談会

5

6

7

8
(午前保育)

おうちの人
ありがとう礼拝
(PTA お話し会)
(はと組)

(PTA お話し会)
おうちの人
ありがとう礼拝
(ゆり･ぶどう組

おうちの人
ありがとう礼拝
(PTA お話し会)
(ひつじ組)

【口座振替】
（諸費）

（ひつじ組）
モエレ山登山
(予備日１０日)

12

13
歯科検診

14

15

16

17

18

23

24

25

(午前保育)

はと組
円山登山
(予備日 16 日)

19

20

21

22
(午前保育)

交通安全教室

26

ほっとたいむ

27

28

６月お誕生会
(お誕生会会食)
＜献金＞

29

30

7/1

2

(午前保育)

避難訓練

※今後、新型コロナウイルスの感染状況が変わって行事が変更になる場合には、その都度お知らせいた
します。
※24 日(金)は、合同礼拝の中で献金をしますので、ご用意をお願いします。献金は献金ペンダントに入れて
持たせてください。

『おうちの人ありがとう礼拝』
◎はと組（年長）

◎ゆり・ぶどう組

◎ひつじ組（年中）

（年少・満３歳）
6 月 7 日（火）10:00～
（午後保育）
ありがとう礼拝
⇒PTA お話し会
(通常通り午後保育)

６月８日（水）９:３０～
（午前保育）
PTA お話し会
⇒ありがとう礼拝
⇒親子で降園

６月９日（木）１０:００～
（午後保育）
ありがとう礼拝
⇒PTA お話し会
(通常通り午後保育)

北光幼稚園では、大好きな家族（お母さん、お父さん、おばあちゃん、おじいちゃん、おにいちゃん、
おねえちゃん、おとうと、いもうと、赤ちゃん…）を与えられていることを喜び、与えてくださった神さ
まに感謝するという主旨で、毎年、子どもたちと『おうちの人ありがとう礼拝』を行っています。この日
は保育参観として、クラスごとに礼拝を行い、おうちの人たちに感謝を伝える取組を行います。なお、
PTA 役員さんの方で考えてくださり、上記のように『はと組』と『ひつじ組』は礼拝後に、
『ゆり・ぶど
う組』は、礼拝前に保護者の方のお話し会をプレイルームで行うことにしました。
はと組、ひつじ組の保護者の方は、10:00 までに、ゆり・ぶどう組の保護者の方は 9:30 までに幼稚
園までお越しください。なお、密を避けるため、ご参加は保護者の方 1 名でお願いいたします。また、当
日は、上履き（スリッパ等）をお持ちください。

歯科検診

６月 13 日(月)

北海道医療大学歯学部小児歯科による歯科検診を行います。歯の清掃状態、虫歯の有無、歯の形成、形
態、噛み合わせ等を診ていただきます。検診結果は、後日こひつじノート裏面に記入してお知らせいたし
ます。

交通安全教室

６月 20 日(月)

厚別区交通安全運動推進委員会のご協力をいただいて、ホールで、園児みんなで交通安全について学び
ます。初めての試みですが、どの子も交通安全について意識を持てるようになることを願っています。

合同礼拝・6 月のお誕生会

６月 2４日(金)

毎月１回、そのお誕生月のお友だちのお祝いをします。お誕生日を迎えるお子さんの保護者の方にもご
来園いただき、お誕生会に参加していただきます。６月のお誕生児の保護者の方は、１０時４０分までに
ホールにお集まりください。お誕生会後に、クラスごとに一緒に会食をしていただきます。なお、ご来園
の際には、検温をして来ていただけると幸いです。上履き（スリッパ）と、お箸をお持ちください。エプ
ロン等は必要ありません。

避難訓練

6 月 28 日(火)

2８日（火）に避難訓練を行います。必要以上の恐怖心を与えないように子どもたちには説明した上で訓
練を行います。当日は非常ベルの音を合図に上靴のままで園庭に避難します。

運動会

７月９日(土)

◎ひつじ組（年中）

予備日７月１１日(月)

◎ゆり・ぶどう組

◎はと組（年長）

（年少・満３歳）
登園

8:30～8:45

登園

9:35～9:50

登園 10:40～10:55

競技

9:00～9:50

競技

10:05～10:55

競技 11:10～12:00

以前にお知らせしたように、新園舎の工事が始まるために、例年、秋に行っていた運動会を７月に行
います。上記のように、時間を区切ってクラス別に競技を行う予定です。内容等については、後日改めて
お知らせします。たくさんの方にお越しいただきたいところですが、保護者の方は、各ご家庭２名までの
ご参加をお願いいたします。ごきょうだいの参加は、事前にご相談ください。
（卒園児や未就園児の競技は、
行いません。
）

《7 月の主な予定》
5 日（火）第 1 回幼稚園見学
9 日（土）運動会（時間を区切ってクラスごと）
（預かり保育なし）
11 日（月）振替休業日（預かり保育なし）
※9 日（土）が雨天の場合…運動会予備日（預かり保育なし）
1２日（火）ほっとたいむ
1５日（金）合同礼拝・お誕生会
2２日（金）終業日（午前保育）

ひよこクラス 4 日（月）
たまご広場

13 日（水） 20 日（水）

７日（木）

※今後の新型コロナウイルスの感染状況により、変更する場合があります。

【６月の保育】

主題：とりくむ

はと組
◎目標 : みんなで目的を共有し、一つになって挑戦する中で、関わりや経験を広げる。
初夏の自然を存分にたのしむ
◎主な活動
・近隣の公園の散策を中心に積極的に屋外へ出かけて、円山登山に向けての体力づくりをします。み
んなで励まし合い気持ちを合わせて準備し、全員で円山登頂の達成感と円山の自然を味わいます。
・おうちの人ありがとう礼拝を通して、神さまやおうちの人、周囲の人への感謝の気持ちを育みます。
おうちの人を思いながら楽しくプレゼント製作をします。
・畑の野菜のお世話を頑張ります。先日、近所のスーパーに行って園児たちが苗を購入する体験をし
ました。その苗をみんなで大切に育てます。
・なわとびも引き続き取り組みます。それぞれのペースで少しずつ上手に跳べるようになっています。
・歯科検診を通して、神様から与えられた自分の体に関心を持ち、大事に思う心を育みます。
・色々な活動を、友だちと協力し合い一緒にチャレンジしながら、運動会への力にしていきます。
◎いよいよ 6 月 14 日は円山登山です。友だちと協力し合い、励まし合いながら全員そろって登頂する
ことを目指します。また、登山は自分と向き合う時間をくれます。それぞれがしっかりと乗り越えて、
大きく成長できる１日にしたいと思っています。

ひつじ組
◎目標：友だちと一緒に活動をたのしむ中で、関わりや経験を広げていく
初夏の自然をたのしむ
◎主な活動
・晴れた日には積極的に外に出て、初夏の自然を感じながら、のびのびと身体を動かしてあそびます。
・6 月７日（雨天時は 6 月 10 日）に「ひつじ探検隊」として、モエレ山登山を予定しています。み
んなで一緒に挑戦し、達成感や自信を感じる取り組みになればと思います。
（お子さんにはまだ㊙
でお願いします！）
・畑作り、園庭あそびなどを通して、たのしみながら土や泥、水に触れていきます。
・運動会に向け、集団あそびや歌、ダンスなど、みんなで表現するたのしさを重ねていきます。勝ち負
けの喜びや悔しさも味わいながら、ルールのあるあそびを経験していきます。
・おうちの人ありがとう礼拝を通し、神さまやおうちの人、身の回りの人への感謝の気持ちを分かち
合いたいと思います。
・歯科検診を受け、神さまから与えられた身体を大事に思うひとときを持ちます。
☆5 月の保育では、クラスのみんなで一緒にたのしむことを意識しながら、新しい集団あそびや「探検
隊ごっこ」等に取り組んできました。6 月は、
「モエレ山登山」への挑戦からスタートです！また、7 月
の運動会へ向けて、たのしみながら力を合わせて準備を進めていきたいと思います。

ゆり組
◎目標：友だちと一緒にいろいろなことを経験していく
初夏の自然にふれ、のびのびとあそぶ
◎主な活動
・基本的生活習慣（身支度、準備や片付け、トイレ、手洗い…）を保育者と一緒に行い、自分たちの力
でできることを増やしていきます。
・友だちや保育者と一緒にあそぶ経験を重ね、つながりを広げる経験をしていきます。
・おうちの人ありがとう礼拝を通し、改めて神さまやおうちの人、身の回りの人への感謝の気持ちを
感じる機会になれたらと思っています。
・製作活動では、クレヨンやのり、様々な材料を使って作っていく経験を重ねていきます。
・初夏の自然にふれながら、外で過ごす心地よさをみんなで一緒に感じられたらと思っています。
また、土や泥、水等に触れながらあそび、感触を味わいながら外あそびをたのしみます。
・菜園活動を通し、野菜が育つ過程を知りながら、みんなで育ていく経験をしてみます。
・身体をたくさん動かしてあそび、保育者や友だちと一緒に挑戦したり、力を合わせたりすることを経験
しながら、みんなで一緒に運動会へと向かっていきます！

◎６月後半は、幼稚園バスに乗って、春の遠足に出かけることを予定しています

少し遠い公園まであ

そびに行き、特別な１日を過ごせたらと思っています♪（お子さんにはまだ㊙でお願いします！）
詳細については、後日改めてクラスだよりにてお知らせいたします。

ぶどう組
◎目標：友達との関わりを広げ、生活を楽しむ。
初夏の自然を感じ、神様を感じて安心して過ごす。
◎主な活動
・身支度や片付け、排泄等の基本的生活習慣を身に付け、
“自分で出来た‼”…という喜びの体験を
重ねていきます。
・ラディッシュや枝豆の育ってゆく姿を楽しみ、水やりも行います。
・リズムや音楽に合わせて表現することや、様々な運動遊びを積極的に行います。
・賛美歌を歌い、聖書の話を聞く中で、神さまが自分を大事に思っていてくださる事を感じていき
ます。
◎6 月後半、ゆり組の子どもたちと一緒に春の遠足に出かけます。幼稚園バスに乗って出かける予定で
す。お楽しみに！現在は、ゆり組で過ごしていますが、少しずつぶどう組の部屋で過ごす時も作って
いきます。

