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絵本～今月は職員おすすめ絵本を紹介します～       

『ママが１０人！？』作：天野慶 

            発行：ほるぷ出版 

           ママが１０人いたらなにしてもらおうか？こどもの願いをがかな

えてもらえるね♪ 「……パパも１０人いてほしいと言ってもらいたいなー。」

 『パンダのあかちゃん おっとっと』   

                                   

        １歳クラスはまねっこが大好き♪絵本をめくるとみんなで

「おっとっと」笑顔がいっぱいです。

             『いっさいはん』作：minchi

                   発行：岩崎書店

「１歳半、えーっこんなことするの面白い！」この絵本を

読んだ４年生の男の子。そうそう、あなたもそうだったよ

思わず笑える本、子育て楽しみましょう共感の１冊です。

さわやかな風の吹く季節から梅雨時期を迎えた沖縄地方。照り付ける日差しに梅雨を忘れるほどです

が、時々蒸し暑くなるなど変わる天気に自然の恩恵を受けながら日々過ごしていることを実感します。

園舎の入り口に咲く花々やみやび菜園のキュウリやゴーヤはすくすくと育ち子ども達も観察、水まき

や草取りをして生長を楽しみにしています。体調を崩しやすい時期でもありますので、子ども達の身

の周りを清潔に保つとともに水分補給や休息をとりながら気持ちよく過ごせるように心がけていきた

いと思います。 

えんだより

７月の主な行事予定 

４日(木)内科健診 

１０日(水)弁当会 

たいよう組：倉敷ダム 

15 日（月）海の日 

（休園） 

１６日(火) 避難訓練 

１９日(金)視聴覚会 

22日（月）～1号認定

夏季休業 

26日（金）公園掃除 

27日（土）夏祭り 

３１日(金)誕生会 
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なにしてもらおうか？こどもの願いをがかな

「……パパも１０人いてほしいと言ってもらいたいなー。」 

   作：まつもとさとみ 

                                   発行：角川書店 

１歳クラスはまねっこが大好き♪絵本をめくるとみんなで 

「おっとっと」笑顔がいっぱいです。            

inchi 

発行：岩崎書店 

「１歳半、えーっこんなことするの面白い！」この絵本を 

読んだ４年生の男の子。そうそう、あなたもそうだったよ 

思わず笑える本、子育て楽しみましょう共感の１冊です。 

雅福祉会 法人理念 みやび認定こども園

一 . 生 命 の 尊 厳 と 人 間 愛 を 基 本 に 子 ど も に 奉 仕

一. 子どもの最善の利益と質の高い

一. 地域との連携を図り社会貢献

一. 感謝と支え合いを礎に職員の幸福を目指す法人運営

さわやかな風の吹く季節から梅雨時期を迎えた沖縄地方。照り付ける日差しに梅雨を忘れるほどです

が、時々蒸し暑くなるなど変わる天気に自然の恩恵を受けながら日々過ごしていることを実感します。

園舎の入り口に咲く花々やみやび菜園のキュウリやゴーヤはすくすくと育ち子ども達も観察、水まき

や草取りをして生長を楽しみにしています。体調を崩しやすい時期でもありますので、子ども達の身

の周りを清潔に保つとともに水分補給や休息をとりながら気持ちよく過ごせるように心がけていきた

●6月 8日（土）10 時～

11 時 30 分～ 子育てサークル

合おう」と題して当園理事長

子も親も共に育ちあえるヒントが沢山です。

●17 日～21 日 3,4,5 歳児保育参観ウィーク

 参観の詳細は別紙にてお知らせいたします。

えんだより 

園に対する要望・苦情がありましたらお寄せください。

Ａ棟 2階入り口に意見箱を設置しています。

5月は 1件寄せられました。

個人情報、書類の取り扱いの大切さ、気を付けていく

ことを職員会議で確認し合いました。

貴重なご意見ありがとうございました。

3・4・5 歳児保育参観ウィーク 
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0.1．2 歳児保育参観 

子育てサークル 

１５ 

 

２２ 

２９ 

みやび認定こども園 

生 命 の 尊 厳 と 人 間 愛 を 基 本 に 子 ど も に 奉 仕                             

子どもの最善の利益と質の高い教育・保育の提供 

り社会貢献 

感謝と支え合いを礎に職員の幸福を目指す法人運営 

さわやかな風の吹く季節から梅雨時期を迎えた沖縄地方。照り付ける日差しに梅雨を忘れるほどです

が、時々蒸し暑くなるなど変わる天気に自然の恩恵を受けながら日々過ごしていることを実感します。 

園舎の入り口に咲く花々やみやび菜園のキュウリやゴーヤはすくすくと育ち子ども達も観察、水まき

や草取りをして生長を楽しみにしています。体調を崩しやすい時期でもありますので、子ども達の身

の周りを清潔に保つとともに水分補給や休息をとりながら気持ちよく過ごせるように心がけていきた

時～0、1、2歳児保育参観（各クラス） 

子育てサークル（全クラス対象）「親子で共に育ち

理事長、兼城照美の講話を予定しています。 

共に育ちあえるヒントが沢山です。 

歳児保育参観ウィーク 

参観の詳細は別紙にてお知らせいたします。 

園に対する要望・苦情がありましたらお寄せください。 

階入り口に意見箱を設置しています。 

件寄せられました。 

個人情報、書類の取り扱いの大切さ、気を付けていく

ことを職員会議で確認し合いました。 

貴重なご意見ありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

                       

                          

                                  

 

 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

          

 

 

   

５歳児クラスたいようぐみは親子竹馬づくりがありました。

両親、兄弟と一緒に、両親を独り占めしてなどそれぞれに参加

していただきました。ハンマーやのこぎりを初めて使う方も手

慣れたお父さんも楽しそうに作っている姿が印象的でした。

ーーー保護者より感想が寄せられていますーーー

・初めての竹馬作りでしたが、楽しく出来ました。○○さんの

お父さんや先生に手伝ってもらってたすかりました。

・のこぎりを使うのは初めてで悪戦苦闘しながらも一生懸命に

頑張っていましたお姉ちゃんもパパも一緒に進めることが出来

てよかったです。 

〇園庭で練習に励むたいよう組さん。中にはお家に持ち帰り練

習する子もいます。他のクラスの職員にも「すごいね」「がんば

れ」等声をかけられやる気がアップしています。目指すは運動

会までにひとりでのれること。楽しみですね。

土曜日は子ども広場（小学生以上）あります。    

（９時～１３時 ～本園 B棟２階にて～） 

宿題やお絵描き異年齢で遊んだりします。お食事もありますよ

５月の利用：１６名 

 

支援センター（毎週火・木・金）５月２１日より再開しました。

本園 B棟２階にて１０時～１３時まで行っています。未就学の親子の皆

様どうぞご利用ください。保詳しくはお尋ねください。（担当：粟国）

５月の利用者：２組 

保育実習 

3～６日…那覇看護専門学校…6名 

職場交流体験 

安岡中学校より（日程調整中） 

研修報告     「ＦＡ研について」

 今回の研修では、ＦＡ研について改めて詳しく学ぶことが出来ました。人間に大切な「言葉」その言葉を育てる

ためには、子どもの興味、関心を育て、自分の思いを表現する言葉遊びとして、ＦＡ研はとても有効な教材だと思い

ます。保育所保育指針が改定され、幼児期までに育ってほしい１０の姿が具体的に示されたことで、

に多くの教育的な面が加わっています。私も日々の保育の中で、子ども達の成長や、興味関心に合った教育・保育を

進め計画する立場として、教育的な面は教え方や導入の仕方に不安や難しさを感じていました。みやび認定こ

では、以前からＦＡ研を取り入れていて、何度か先輩方の取り組みを見てきましたが、自分が主となり進めることは

初めてなので、今回の研修は自分と子ども達の為に有意義な時間でした。上里先生の言葉で「子どもに悪い言葉を使

ってはなりません。子どもにはできるだけ良い言葉を使ってください」とありました。その言葉を心にとめて、今回

の研修で学んだことを実践し子どものより良い育ちにつなげていきたいです。

 

                           

                           

                                   

                       

５歳児クラスたいようぐみは親子竹馬づくりがありました。 

両親、兄弟と一緒に、両親を独り占めしてなどそれぞれに参加

していただきました。ハンマーやのこぎりを初めて使う方も手

慣れたお父さんも楽しそうに作っている姿が印象的でした。 

ーーー保護者より感想が寄せられていますーーー 

・初めての竹馬作りでしたが、楽しく出来ました。○○さんの

お父さんや先生に手伝ってもらってたすかりました。 

・のこぎりを使うのは初めてで悪戦苦闘しながらも一生懸命に

頑張っていましたお姉ちゃんもパパも一緒に進めることが出来

〇園庭で練習に励むたいよう組さん。中にはお家に持ち帰り練

習する子もいます。他のクラスの職員にも「すごいね」「がんば

れ」等声をかけられやる気がアップしています。目指すは運動

会までにひとりでのれること。楽しみですね。 

５月の第２土曜日の午後の時間は

も達の散歩コ－スの安全確認を全職員で行いました。

より安全に戸外で過ごせるように

確認することが出来ました。

ご協力ありがとうございました

 

    

宿題やお絵描き異年齢で遊んだりします。お食事もありますよ 

支援センター（毎週火・木・金）５月２１日より再開しました。 

棟２階にて１０時～１３時まで行っています。未就学の親子の皆

保詳しくはお尋ねください。（担当：粟国） 

６月職員研修 

・3，4日…令和元年度保育所初任者研修（浦添市）…山城

・13,14 日…認定こども園初任者研修（沖縄市）…伊佐（章）

・17 日…施設運営者向け研修会（浦添市）…園長、金城

・22～24 日…32 期主任保育士・主幹教諭特別講座（神奈川県）…金城

・24 日…法人監査セミナー（那覇市）…上原 

「ＦＡ研について」         大城（愛） 

今回の研修では、ＦＡ研について改めて詳しく学ぶことが出来ました。人間に大切な「言葉」その言葉を育てる

ためには、子どもの興味、関心を育て、自分の思いを表現する言葉遊びとして、ＦＡ研はとても有効な教材だと思い

ます。保育所保育指針が改定され、幼児期までに育ってほしい１０の姿が具体的に示されたことで、

に多くの教育的な面が加わっています。私も日々の保育の中で、子ども達の成長や、興味関心に合った教育・保育を

進め計画する立場として、教育的な面は教え方や導入の仕方に不安や難しさを感じていました。みやび認定こ

では、以前からＦＡ研を取り入れていて、何度か先輩方の取り組みを見てきましたが、自分が主となり進めることは

初めてなので、今回の研修は自分と子ども達の為に有意義な時間でした。上里先生の言葉で「子どもに悪い言葉を使

子どもにはできるだけ良い言葉を使ってください」とありました。その言葉を心にとめて、今回

の研修で学んだことを実践し子どものより良い育ちにつなげていきたいです。 

つぶやき 

・夕方の合同保育の時間。４歳クラスのＹ君、その日は昼にス

イミングがあり、夕方は眠気も手伝い絵本を見ながらウトウ

ト。延長保育の時間になり、Ｙ君に声をかけると「んー先生、

床からお尻が離れなーい」と困った顔で話していました。

思わず笑いながら「お尻と床が仲良しになっているねーどうし

ようか」と声をかけると隣にいた女の子が手を伸ばして立たせ

てくれました。重力…立てたＹ君何度もお尻を触りながら床を

見る姿がかわいかったです。 

・２歳クラスのＥちゃん。お父さんがお迎えに来ました。ちょ

うどダンスを楽しんでいる時間というのもあり、「今はかえら

ない」とのこと。しかし、お父さんはまた仕事に戻るため急い

でいます。そのことを知ってか知らずか、「だって、今Ｅが帰

ったらみんなが寂しいって！だから帰らない」とのこと。なん

て賢い。そして言葉をよく知っているな

さんもＥちゃん好きだから迎えに来たんだね、みんなも明日又

笑顔のＥちゃんに会えるの楽しみにしてるね。というと「また

明日来るからね、明日遊ぼうね」と手を振り帰りました。

語彙力の豊富さにただただ感動です。

 

第２土曜日の午後の時間は職員全体会議、子ど

も達の散歩コ－スの安全確認を全職員で行いました。

より安全に戸外で過ごせるように 

確認することが出来ました。 

ご協力ありがとうございました。 

日…令和元年度保育所初任者研修（浦添市）…山城 

日…認定こども園初任者研修（沖縄市）…伊佐（章） 

日…施設運営者向け研修会（浦添市）…園長、金城 

期主任保育士・主幹教諭特別講座（神奈川県）…金城 

今回の研修では、ＦＡ研について改めて詳しく学ぶことが出来ました。人間に大切な「言葉」その言葉を育てる

ためには、子どもの興味、関心を育て、自分の思いを表現する言葉遊びとして、ＦＡ研はとても有効な教材だと思い

ます。保育所保育指針が改定され、幼児期までに育ってほしい１０の姿が具体的に示されたことで、保育現場でも更

に多くの教育的な面が加わっています。私も日々の保育の中で、子ども達の成長や、興味関心に合った教育・保育を

進め計画する立場として、教育的な面は教え方や導入の仕方に不安や難しさを感じていました。みやび認定こども園

では、以前からＦＡ研を取り入れていて、何度か先輩方の取り組みを見てきましたが、自分が主となり進めることは

初めてなので、今回の研修は自分と子ども達の為に有意義な時間でした。上里先生の言葉で「子どもに悪い言葉を使

子どもにはできるだけ良い言葉を使ってください」とありました。その言葉を心にとめて、今回

夕方の合同保育の時間。４歳クラスのＹ君、その日は昼にス

イミングがあり、夕方は眠気も手伝い絵本を見ながらウトウ

ト。延長保育の時間になり、Ｙ君に声をかけると「んー先生、

床からお尻が離れなーい」と困った顔で話していました。 

思わず笑いながら「お尻と床が仲良しになっているねーどうし

ようか」と声をかけると隣にいた女の子が手を伸ばして立たせ

てくれました。重力…立てたＹ君何度もお尻を触りながら床を

 

・２歳クラスのＥちゃん。お父さんがお迎えに来ました。ちょ

うどダンスを楽しんでいる時間というのもあり、「今はかえら

ない」とのこと。しかし、お父さんはまた仕事に戻るため急い

でいます。そのことを知ってか知らずか、「だって、今Ｅが帰

ったらみんなが寂しいって！だから帰らない」とのこと。なん

て賢い。そして言葉をよく知っているなと感心しつつも「お父

さんもＥちゃん好きだから迎えに来たんだね、みんなも明日又

笑顔のＥちゃんに会えるの楽しみにしてるね。というと「また

明日来るからね、明日遊ぼうね」と手を振り帰りました。 

語彙力の豊富さにただただ感動です。 


