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 園庭の緑が,一気に輝き始めました。  
透き通った青空に鯉のぼりが泳いでいます。 

年長組の園児たちが,毎朝,競って園庭のポールに向かって集まり,のぼりを揚げるお手伝いをしています。 
 この春,新たに 44 名の新入園児を迎え,元気に登園をしてくれています。 
年中・年長組の子どもたちも進級し,年長の子どもたちが,まだ園生活に慣れない年少の子の手を引いて手助けして

いる姿に,子どもたちの成長を感じています。 
「世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ」（汐文社）という絵本が話題を呼んでいます。 

この絵本の主人公は,元ウルグアイ大統領ホセ・ムヒカ氏（８０歳）で,今,最も世界中の人々が興味を示す人物の一

人です。今月,来日し,池上彰氏とのテレビ対談も反響を呼びました。彼の名が一躍世界に知れ渡ったのは,2012 年 6
月ブラジルのリオデジャネイロで開催された「国連持続可能な開発会議」でのスピーチです。会場の各国代表は,
演説の冒頭,この無名の人物に何の注目もせず,聞き入っていました。しかし,スピーチが終わると,会場には,賞賛の

拍手が湧き起こったのです。 
 彼は,昨年多くの国民に惜しまれながら大統領の任期を終えました。資産の９割を財団や政府のプロジェクトに

寄付し,首都モンテビデオの郊外の小さな家に住んでいるといいます。 
稀有な人物というか,変わった人と言えるかも知れません。しかし,彼の言葉に耳を傾ける人が増え続けています。 
リオ会議での発言を少しだけご紹介します。 

「我々の前に立っている巨大な危機は,環境問題ではないのです。それは,政治的な危機です。」「貧乏な人とは,少し

しかモノを持っていない人ではなく,無限の欲があり,いくらあっても満足しない人のことだ。」「私たちは発展する

べく生まれてきたわけではありません。幸せになるため,この地球にやって来たのです。」 
 彼は,現在ウルグアイの子どもたちの教育に余生を注ぎながら,人々には大量消費の世界から抜け出し,節制を基

本とした生活を実践するよう呼びかけています。 
 日本にも「知足」という言葉があります。老子の言葉で「足るを知る者は富む」という意味から来ているとされ

ています。ムヒカ氏の言葉と相通ずるところがあるように思います。旧約聖書の記述を見ると,神はご自分の心か

ら離れていく民に向かって,正しい道を歩むように預言者を遣わします。しかし,指導者たちは預言者の言葉に背き

わが道を突き進みます。わたしは,この貧しい国に住むというムヒカ氏に預言者の姿を見ます。 
園長 篠原 康二 

今月の聖句  
アヴェ・マリア。恵みにみちた方。主はあなたとともにおられます。   （ルカ１：２８） 

5 月のねらい ・神さまに愛され，守られていることを知る。 
 ・興味のあることを見つけて，自分からかかわろうとする。 
 
 

・マリアさまの優しさに倣う。 
・自分の気持ちや気付いたことを身近な人に伝えようとする。 

月の目標 ： 年少 ・身支度や身の回りのことを自分でしようとする。 
・生き物との触れ合いを通して命の大切さに気付く。 
・マリアさまと出会い，毎日の生活の中でお祈りをする。 

 年中 ・戸外での安全な遊び方の決まりを守りながら，友だちと

一緒に体を使って元気に遊ぶ。 
・聖母マリアの月を通して，いつも守ってくださる 

マリアさまの優しさを感じる。 
 年長 ・マリアさまの話を聞き，優しさを知る。 

  ・友だちと戸外で元気に過ごし，自分の思いを相手に伝え

関わりを深める。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ５月 園だより 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

おつけものデー  5 月 6 日(金) 

各学年で里親になっている，「もう一人のお友だち」がいます。境遇はさまざまですが，そのお友だちを

支援するために，おつけものデーの日は，おにぎりとお漬け物のお弁当をいただき，おかずと果物の分の

献金(200 円～300 円程度)をします。皆様からいただきました献金はチャイルド・ファンド・ジャパン

を通じて送金させていただきます。ご協力ください。 

もう一人のおともだちをご紹介します！ 

  きく・ふじ  ジェニヴィ ローレンちゃん ２００８．４．１２生まれ（８歳） 

  うめ・ゆり  ジェマイ ブフンガンちゃん ２００６．５．３０生まれ（９歳） 

  ばら・もも  パウロ デュレティンくん  ２００８．１２．６生まれ（７歳） 
 

尿検査     5 月 11 日(水) 

 5 月 6 日に配布する印刷物と容器をご確認ください。 

 検査が終了しなければ，個人的に病院で検査を受けていただくことになりますので予めご了承ください。 

園外保育    5 月 10 日(火) 

園児だけで霞が丘公園へお弁当を持って行きます。 
  体操服で登園。自由送迎のご協力をお願いします。 

    雨天時…年長・年中はリヴィエホール 

        年少は幼稚園内ホールで過ごします。 

園庭開放   5 月 12 日(木)(10:00～12:00) 

未就園児対象に普段の園児の様子を見て頂けるよう，平日にも園庭開放を実施します。 

12 日は，「体操の先生と元気に遊ぼう！」(10:30～)を予定しています。 

10:00～12:00 までは自由に園庭やホールでも遊んでいただけます。 

お知り合いに未就園児の方がいらっしゃいましたら，お声をかけて頂けますようにお願いいたします。 

2１日(土)の園庭開放ミニ保育は～ドロシー先生と楽しく English です。 

在園児のお友だちも，園庭や図書室で自由に遊んでいただけます。 

 

 

 

 

４・５月生まれお誕生会 5 月 17 日(火) 

―いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。― 

                       テサロニケの信徒への手紙Ⅰ ５章 １６－１８節 

 みんなから 「おめでとう！」のあらし の特別な日 

あなたが 生まれてきたことが どれほど大切なことでしょう。 

生まれてきてくれてありがとう・・お誕生月のお子さまの保護者の方をご招待します。 

一緒にお祝いいたしましょう。 

 

年少組 体操  5 月 1９日(木) 

 毎週木曜日，保育時間内に体操の専門の先生による指導があります。 

 絵本バックに体操服を入れてきてください。制靴(黒)で運動がしづらいと感じる方は，夏靴(白)を 

ビニール袋に入れて，持たせてください。 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

マリアさまを讃える集い  5 月 20 日(金)  自由送迎・・集会停め 

保育参観 9：００～祈りの集い終了まで 

   ＊子どもたちは 午後保育 

マリアさまを讃える集いでは，いつも私たちを見守ってくださる大好きなマリアさまにご家庭からは 

生花を捧げ，子どもたちは保育の中で平和のために祈りながら作ったお花をみんなでお捧げいたします。

保護者の方も一緒にお祈りください。 

＊登園時に 1 束ずつ生花を持ってきてください。 

     ＊バラなどの棘は取ってください。 

     ＊ラッピングは不要です。 

     ＊8:50 駐車完了  9:00 からお話がございます。集会室にお集まりください。 

     ＊マリアさまを讃える集いは２階から参列していただきます。 

＊祈りの集いですので沈黙でご参加ください。 

     ＊祈りの集いが終わりましたら，ご退出ください。     

＊年長組はご近所の方，お世話になっている方にお花を届けます。 

ホーリーコーナー       5 月 25 日(水) 
女子パウロ会のシスターが来られて宗教的な絵本・カード・シール・メダイ等の販売を行います。 

     時間 ８：３０～９：００と１１：３０～１２：１５頃 

     場所 幼稚園ホール 

 

スクールカウンセラー来園日  5 月 24 日(火) 

  学院専属のカウンセラー 杉 佐和子先生が来てくださいます。 

どんな小さなことでも聞いて下さいますので，気軽にご相談ください。 

あらかじめ予約が必要ですので事務所にお申し込みください。 

 

 

たいそうの先生からのメッセージ 

ほそや かずし せんせい 

いよいよたいそうがはじまります。 
おともだち、そしてせんせいといっしょにげんきいっ
ぱいからだをうごかして、たいそうをたのしみましょ
うね。 

しんねんちゅうぐみのおともだちは、ねんしょうぐ
みからひとつおにいちゃん、おねえちゃんになりまし
た。ねんしょうぐみのときよりも「できた」をたくさ
んふやしていけるように、どんどんチャレンジしてい
きましょうね。 

 

おおはら あつお せんせい 

ねんちょうぐみのおともだちへ 

ねんちゅうぐみでいろいろチャレンジしたことを、

ねんちょうぐみでは，じしんをもってできるように

なりましょうね。 

まずはうんどうかいにむけて、マット・てつぼう・

とびばこにチャレンジしましょう。 

 

母の日のプレゼント 

 5 月 8 日の母の日に向けて 

「よろこんでくれるかな・・」と子どもたち

は一生懸命作っています。 

できたお友だちから持ち帰りますの

で、たのしみにしていてください。 

・車登園される方は，必ず窓を開けておいて 

ください。 

・子どもたちの安全のため，2：00～2：15 

(水曜日は 11：30～11：45)まで 学院駐車場

への乗り入れは禁止させていただいています。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【モンテッソーリ教育ってなあに？】 

モンテッソーリ教育が誕生して１００年以上になります。これだけ古くから存在し，今

もなお１３０か国以上で幼児教育の中で実践され，高い評価を受けています。それは，

どのようなものなのでしょう。 

「名前は聞いたことある・・」 「教具っていうから，お勉強かしら・・？」そんなふうに 
思われていませんでしょうか？ 
 簡単に言うと，モンテッソーリ教育は子どもの姿をしっかりととらえ，その子どもの自発性を

尊重し，子ども一人ひとりが豊かに自立・成長していくための手助けをする教育法です。 

 そのために，子どもの自由を保障し，環境による教育を行います。自由といっても野放し・

放任的な無制限の自由ではなく，大人の社会と同じような最小限のルールの下にある「自由」

です。その自由を保障し，子どもの知的好奇心が揺さぶられ，集中して活動に取り組み， 

満足感，充実感を得て正常な発達をしていきます。興味のないことを頭上から教え込む「勉強」

ではなく，いまその子がある敏感期にそって様々な教具や用具を使って「おしごと」をし，その

子自身が豊かになっていくように援助していくのが「モンテッソーリ教育」です。  

 

 

 

震災おつけものデーにご協力ありがとうございました 
    皆さまにご協力いただきました献金はカリタスジャパンを通して熊本

の地震でで被災された方に送金させていただきました。 
 

     ４/１５ 震災おつけものデー ¥１９，１２８ 
（謝恩会の残金 ¥２，９６８を含む） 

 

 

備蓄品について 

 災害に備え，奉献会より備蓄品を提供していただきました。ありがとうございました。 

★ まもるんボックス 125 個 

（飲料水・食品スマートクッキー・軍手とタオル・アルミブランケット・マスク） 

  ★ コンパクトトイレクリーン 2 個 (1 個で 100 回トイレが使用できるもの) 

  ★ 大人用 長期保存水 24 本 マジックライス 60 個   

 保管場所 1 階 玄関横靴箱の上        2 階 会議室横 倉庫       

 
 

今後も，お子さまの様子を交えながら，少しずつお伝えいたします。 
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