2019 年４月 25・26 日
保護者各位
認定こども園 國學院大學栃木二杉幼稚園

5 月の園だより
入園・進級と、新しい環境に慣れ、笑顔も増えてきました。好きな遊びを見つけたり、
保育者や友達と一緒に新しい遊びを楽しんだりしています。
しかし、園生活にようやく慣れはじめたばかりですが、10 連休という長いお休みが
入り、連休明けには、４月当初のように泣いたり、不安になったりする姿が見られるか
もしれませんね…。でも、きっと毎日楽しいね❢と思えるように、一人ひとりのお子さ
んの気持ちに寄り添いながら過ごしていきたいと思いますので、応援して下さいね
令和元年…新しい年がいよいよ始まります。これから成長していくお子さん達のた
めに、争いのない平和な年になってくれることを一緒に願っていきましょう(^^♪

～お知らせとお願い～
先日、メール及び【親子の会】の手紙でもお知らせ致しましたが、行事予定の変更及び訂
正があります。
ご父母の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しますこと、申し訳ありません。ご理解とご協力
をお願い致します。

５月２５日（土）
５月８日（水）
父母懇談会

年長児 園外保育
（東京スカイツリー・すみだ水族館）

→

延期

※市内小学校運動会と重なったため※

※1 号認定の方は、休園となります。※

3 学期修了式
６月８日（土）→15 日（土）
～親子の会 日程変更～
※年少・年中・年長 ※

日程変更

3 月 20 日（金）→3 月 23 日（月）
年間行事予定表で 3 学期修了式を
とお知らせしましたが、休日（春分の日）
となりますので、変更させて頂きます

５月の納入金について
保育料を５月 10 日(金)までに、銀行にご用意ください。

５月５日「こどもの日」には、子どもが、力強く元気にすくすく
育つように願いを込め、こいのぼりを揚げたり、かぶとを飾ったり
します。この日に食べるものにも、一つひとつ意味があります。
ちまきには悪いものから守ってくれる力があり、かしわ餅は子孫繁栄の願いが込められてい
ます。

どうして、お歌には、お
母さんがいないの？？

♪こいのぼり♪
作詞：近藤宮子 作曲不明

お子さんの
つぶやき…。

屋根より高い こいのぼり
大きい真鯉は お父さん
小さい緋鯉は 子どもたち
おもしろそうに 泳いでる

こいのぼりの起源は江戸時代。
「男の子が生まれたら、その子供の立身出世を願い真鯉
（黒い鯉）を一匹揚げた」というものでした。そのため、真鯉の意味するものはお父さん
ではなく「子供」だったのです。
明治時代になり、真鯉と緋鯉（赤い鯉）がセットで揚げられるようになりました。
こいのぼりの歌が作られた昭和 6 年当時は、まだこの２色のセットしか浸透していなかった
時代で、歌の中では「緋鯉＝子供たち」でした。
今の様に家族をイメージして何匹も揚げるようになったのは、昭和 39 年東京オリンピック
以降のことです。発端は、五輪の輪を見てこいのぼり職人が思いついたのだとか…。そして、
女性の社会進出もあり「お母さん」が鯉のぼりに登場し「緋鯉＝お母さん」となり、子鯉が
青い鯉になり、家族のイメージになったそうです。

新しい絵本を紹介します
文：富安 陽子

絵：降矢 なな

福音館書店

“やまんば山”の“春のパーティー”のために、「世界一大きなケーキ」を
作ろうとはりきる、やまんばの娘、まゆ。ところが、おひさまの熱でふくらむ
ケーキなのに、巨大な黒雲がじゃまをします。まゆは雲を避けるため、大
きなケーキを持ち上げて、谷から山まで駆け回りますが……。力持ちのや
まんばの娘まゆが大活躍するお話です。
作：サリー・サットン
訳：あらや しょうこ

～オノマトペとは～
ものの音や声などをまねた擬声
語（ざあざあ、じょきじょきな
ど）
、あるいは状態などをまねた
擬態語（てきぱき、きらきらな
ど）をさすことば。

作：サリー・サットン
訳：あらや しょうこ

絵：ブライアン・ラブロック
福音館書店

くいを打って、コンクリートを流して、鉄骨を組みたてて…ページをめ
くるごとに、建物がみるみるたちあがっていきます。壁をたてて、ペンキ
を塗ったら、さあ、どんな建物ができあがるかな。臨場感あふれるイラス
トと音で、建設工事を描いた絵本。
訳者の新谷祥子さんは打楽器奏者です。工事現場に足を運び、さまざ
まな音に耳を傾けながら翻訳にあたりました。日本語版ならではの、に
ぎやかなオノマトペを、ぜひ読み聞かせでお楽しみください。
わたしたちの身のまわりでは、いつもなにかしら工事が行われていま
す。けれども、現場は安全第一。高い囲いで覆われ、一般の人は立ち
入れません。この絵本を開けば、どんな作業が、どんな機械で行われて
いるのか、じっくり観察することができます。現場のあちこちで、てきぱき
と立ち働く作業員のすがたが、全体にあたたかみを添えています。巻末
に、重機や作業員の装備のイラスト入り解説がついています。

絵：ブライアン・ラブロック
福音館書店

建物をとりこわす工事現場を、シンプルなイラストと音で描いた絵
本。びっくりするほど大きな音。はこびだされるたくさんの資材。がらん
と空いたその場所に、さあ、なにができるのかな…？
わたしたちの身のまわりでは、いつもなにかしら工事が行われてい
ます。けれども、現場は安全第一。高い囲いでおおわれ、一般の人は
立ち入ることができません。この絵本には、現場の作業が順を追って
描かれているので、どんな作業が、どんな機械をつかって行われてい
るのか、じっくり観察することができます。ほら、あちこちで、作業員が
一生懸命、働いていますよ。解体工事のあとには、資材の山ができま
す。それをきちんとより分けて、できるだけムダにしないこと。それも、
建設作業と並ぶ大切な仕事です。重機や作業員の装備を紹介するイ
ラスト入りです。

著者紹介
サリー・サットン
オークランド大学でドイツ語修士課程修了。文筆家・劇作家として活動を始める。幼年向けの絵本や読物など、
子どもための本を数多く執筆している。ニュージーランドのオークランド在住。
ブライアン・ラブロック
地熱科学者、イラストレーター。サリー・サットンとともに手がけた初の絵本作品"Roadworks"は、2009 年度
ニュージーランドポスト児童書賞の最優秀絵本賞を受賞。その後もサットンとともに多くの絵本を世に送
り出している。オークランド在住。

★･･･年長 ❤･･･年中
◎･･･年少 ◆･･･たんぽぽ①②
つくし つぼみ

5 月の行事及び各学年の主の活動や遊び
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行事
新天皇即位の日
国民の休日
憲法記念日
みどりの日
こどもの日
振替休日
年長園外保育
二杉クラブ
年長セカンドステップ

★･･･年長
♪年長のテーマソング【きみとぼくのかぜを】
29 人、みんなで力を合わせ、困った時は助け合い、
考えを出し合い、楽しい一年にしよう。
・年長さんとしての意識をしっかり持って機敏に行動
出来るように頑張ろう！！
❤･･･年中
♪スクーターにサンシャインドリーム、長縄遊び…
お外は楽しいことがいっぱいだね
♪ハサミで遊ぼう
～扱い方に気をつけて、切り紙遊びを楽しもう～

◎･･･年少
・ままごとや、ブロックで、たくさん遊ぼうね！！
・お外でダンゴムシやありを見つけて、
仲良しになろう(^_^)/

年長セカンドステップ
歯科検診
4・5 月誕生会
自宅弁当
年長セカンドステップ

◆･･･たんぽぽ①②・つくし・つぼみ
・ままごとやブロック、おもしろそうなお気に入りの
遊びを先生と見つけてみよう！
・先生やお友達と一緒にたくさん手遊びしたり、歌った
りしようね (*^。^*)

★･･･年長
・楽しみだね“東京スカイツリー”みんなで“スカ
イツリートレイン”に乗って出発‼
・
“すみだ水族館”
“マゼランペンギン”
“チンアナゴ”
等、色々見てこよう(^_-)-☆
他にどんな生き物がどんな風にしていたか、お家の人と
話してみようね。

❤･･･年中
・お外で沢山遊ぼう！自然に触れ、草花でごちそう
作りも楽しもうね(*^_^*)
・お天気のいい日には、裸足になって遊んでみよう！
どんな感じかするかな…
◎･･･年少
・お砂遊びは気持ちがいいね！
～お山作り、ごちそう作りをして遊ぼうね～
・リトルライダー、三輪車にも乗ってみよう。
◆･･･たんぽぽ①②・つくし・つぼみ

・お日様の下でのお散歩や砂場や遊具遊び、気持ち
いいね(*^-^*) たんぽぽさんは、第二園庭の
サンシャインドリームでも遊んでみよう！
みよう！
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行事
年長セカンドステップ
年長体育遊び
二杉クラブ
尿検査回収日
年長・消防署見学
年長セカンドステップ
園内研修
年長セカンドステップ
年長体育遊び
年長体育遊び
はなみずき会

