


 

 

 

 

 

 
 

 

つきぐみだより 
      7月のねらい・主な活動 

〇健康に過ごすための生活の仕方を考え、自分でしようとする。 

・ 手洗いうがい、消毒、水分補給、汗を拭く、歯磨き、日陰で 

休むなど。 

〇夏の自然や身近な動植物に興味や関心を持つ。 

・ 生き物の飼育、野菜の栽培をする。 

・水遊び、どろんこ遊びをする。 

〇自分でできることは、自分で進んでやろうとする。 

・七夕の集いに参加する。・小さい子の手助けをする。 

 

 

 

１．うみのそこには あおいうち 
さかなつくりが すんでいた 
まいにちまいにち おさかなを 
いくつもいくつも つくってた 

２．うみのそこには しろいしま 
     かいがらつくりが すんでいた 
     まいにちまいにち かいがらを 
     たくさんたくさん つくってた 

３番へ続く・・・。 

 

 

 

 

～お知らせとお願い～ 

〇水分補給をしっかりとしています。 
 現在、飲み干した子には園のお茶を水筒

に足しています。これからは更に暑くな
っていきますので、水筒の中身を十分に
いれてください。 

 
〇プールが始まりました。安心して遊べる

よう体調の変化、爪の長さなどの確認を
こまめにお願いします。見学する場合は
保護者の方が連絡をお願いします。 

 
○お泊り保育に向けて。 

詳細については後日手紙を配布しま
す。心配事があればそちらに記入をお
願いします。お泊り保育に向けて期待
を膨らませ、安心して当日が迎えられ
るよう「楽しい事いっぱいあるんだっ
て！」「みんなで作ったカレー美味しそ
うだね」と、プラスの言葉をかけてあ
げて下さいね☆ 

 

がつ 

今月のうた♪うみのそこにはあおいうち 

 
7 月生まれのおともだち 

 

５日     そうまくん 

７日     しずくさん 

１４日     いよさん  

１５日     つぐむくん  

 

 

 みんなで育て始めた野菜たち。「雨がふるか

らお水あげなくていいんじゃない？」「つちが

しめってたから大丈夫！」と、毎日みんなで

プランターを覗き込み、お世話をしています。

最近では実のなる野菜も多く、収穫する時期

をグループの子と相談しながら育てていま

す。収穫した野菜は、その日の給食に！育て

た野菜を収穫し、食べられる喜びも感じてい

るようです♪ 

また、野菜作りを通して、友だち同士で話

し合い、考え行動することを大切にしていま

す。思いの伝えあいに時には苦戦しながらも、

自分の気持ちを言葉で伝えたり、友だちの話

しに耳を傾けたり、気持ちを受け入れてもら

う経験を豊かにしていくことで、新たな発見

と共に、友だちとの関わりも深まっていくこ

とを期待しています。 

 

大切な命に感謝！ 
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○今月の保育のねらい・主な活動 
○夏の過ごし方を知り、自分で出来ることを進んで行う。 
・汗を拭く、着替える、水分補給、午睡をする。 
○夏の自然事象や身近な生き物や動植物に興味を持つ。 
・友だちと協力して、育てているヒマワリの、水やりをし、観察、発見をする。 
・園外保育や園庭などで、セミなどの夏の生き物を見つける。 
〇体を思いきり動かしてあそび、友だちと一緒に楽しむ。 
・プールあそび、どろんこあそび、戸外あそび、屋上あそびをする。 
・喉が渇いたら水分補給をする。 
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1, ひまわり ひまわり たかいな たかいな 
  ポンポン ダリヤの はなよりも 
  カンナの はなより まだまだ たかいな 
 
２，ひまわり ひまわり たかいな たかいな 
  にいちゃん せのびを したよりも 
  とおくの やまより まだまだ たかいな 
 
３．ひまわり ひまわり たかいな たかいな 
  もひとつ おひさま でたみたい 
  みどりの そらより まだまだ たかいな 

６日     いつきくん 

7 日     まいこさん 

９日     めいさん 

１６日     いちかさん 

♪今月のうた♪ 

～ひまわり～ 

 

☆７がつうまれの 
おともだち☆ 

はなぐみだより（４歳児） 

５さい 

おめでとう♡ 

 

      お知らせ＆おねがい 
・プールあそびが始まりました！ 
 爪は短くなっているか？園でも、確認をし
ていきますが、ご家庭でも小まめな確認を
お願いします。 

・女の子は、プールがある日、自分で帽子が
被れるような髪型で登園をお願いします。 

 
・水分補給をしっかりとしています。 
 現在、飲み干した子には園のお茶を水筒に
足しています。これから更に暑くなってい
きますので、水筒の中身を十分に入れてく
ださい。 

 
☆みんなで、夏の遊びを楽しみましょう♪   

 

☆よ～し！！ やってみよう！！☆ 

いよいよ、子ども達が楽しみにしていたプールが始まりましたね。昨年は屋上の大きなプールに、ちょ

っぴり緊張したり、ワクワクしたりしながら、入っていた子ども達ですが…今年は、最初からワクワクが

いっぱいな様子があります♪そんな、はな組みんなのプール目標ができました。『みんなで顔つけに挑戦し

てみよう☆』です。みんなで挑戦し、集団として励まし合いながら、取り組む心や達成感を味わっていき

たいと思います☆ 

お家で書いた短冊からも近頃、子ども達の中で明確な目標が現れているように感じます。子ども達から

出た言葉を大切に、少し難しいことでも「頑張ったり」「諦めなかったりすること」また、そんな経験から、

次への自信に繋がり『粘り強く取り組む姿・心』に繋がっていくと思います。この夏、そんな姿の過程を

大切に応援してあげたいですね♪ 

 
屋上の ひまわりも 高くなあれ～♪ 

 

グングン！ひまわり成長中☆ 

☆８時１０分から、水やりを行ってい
ます。 

「今日は、水がいるかな？」「昨日より
背が高くなったかな？」「こっちと葉っ
ぱの模様・形が違うよ」など♪毎日、
観察することで、気づく→疑問を持つ
→調べるという姿が見られます。栽培
を通して、なんでだろう？の疑問を持
ち、命を大切に育てていきたいと思い
ます♪ 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今月の保育の◎ねらいと★おもな活動 
◎夏の生活に必要な習慣を身につける。 

★汗をかいたら着替える。日陰に入って体を休める（調節）・自分で水分補給をするなど。 

◎友だちや保育者と夏ならではの遊びを楽しむ。 

★プールあそび・泥んこあそび・寒天あそび・色水あそびなど。  

６日     はるまくん 

6 日     ことはさん 

９日     さちさん 

１２日     ななみさん 

１４日     がくくん 

２１日     はやとくん 

３０日     しょうまくん 

 

 
おめでとう☆ 

今月のうた♪ 
～とんでったバナナ～ 

1. バナナがいっぽん ありました 
あおい みなみの そらのした 
こどもが ふたりで とりやっこ 
バナナはつるんと とんでった 
バナナは どこへ いったかな 
バナナン バナナン バナナ 
         ２～６番につづく 

 

ほしぐみだより 

大変身～♪♪ 
 

５月の中旬から飼い始めたオタマジャクシがついに

カエルに大変身しました！！ 

オタマジャクシからカエルになるまでにたくさんの

ドラマがあったんです。 

 

・オタマジャクシを飼い始め、興味津々の子ども達はた

っくさんオタマジャクシと触れ合いながら遊びました

♪「メダカみたい！」「柔らかいのかな～？」 

一週後、力の加減が難しくオタマジャクシはつぶれて死

んでしまった、、、。死んでしまうとオタマジャクシのマ

マに会えなくなってしまうんだよ、という言葉に自分達

と重ね合わせたのか、それは悲しい！大事にしなくっち

ゃ！そーと見よ！と、子ども達なりに出来ることを考え

ている姿が！！ 

 そして、オタマジャクシの歌の通り、ある日足が出

て！！手が出て！！「出てるー！！」と発見していまし

た☆驚きや喜び、生き物が変化していく不思議さを感じ

ていくだけでなく、命の尊さにも直面し、生き物を通し

て、「優しくしよう」、「大切にしよう」とする気持ちが育

んでいっていました(^^♪ 

ドキドキ☆ワクワク☆楽しい！！ 
 

 大きなプールに入ることを楽しみにしてい

た子ども達♪♪ ドキドキしながらも、思いっ

きり水に触れながら体も思う存分動かして楽

しんでいます。 

そして、脱いだ服を自分で畳んだり、水着の

前後ろを確認して着たり、水着をタオルにくる

んでしまったりと、後始末まで自分で丁寧に出

来るように頑張っています。「こんなにきれい

にたためちゃったよ～」「今日のくるくるタオ

ルは納豆巻き～」と、遊びの中でも自立心が育

まれてきています♪ 

水遊びだけでなく、泥や寒天、片栗粉粘土な

どにも触れていきながら感覚を味わえる遊び

もド派手に！楽しみながら、子ども達の心がた

くさん動く夏に出来たらなと思います☆ 

お家の方へ 

水遊びセット（水着・帽子・タオル）と、洋

服（下着も含む）への名前の記入の確認を再度

お願いします 



 

 

 

 

 

今月の ◎保育のねらい と ★おもな活動内容 

◎身の回りの事を自分でできた喜びを味わいながら、意欲的に取り組む。 

  ★衣服を着脱し、脱いだ服の始末をする。 

◎夏の遊びや行事を友達や保育者と楽しむ。 

 ★水遊びや泥んこ遊びをする。★季節の歌や手遊びをする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水遊びやパジャマに着替える時など、脱いだ服を広げると「はんぶんこ」と言いながらたたむ姿も見られるよ

うになってきました。おうちでも服をたたんだり、タオルをたたんだりするお手伝をお願いするのもいいですね。 

ゆきぐみだより （2 歳児） 

7 月 

(２日)       あつきくん 

(１２日)      みなとくん 

(２３日)      しおりさん 

 

 

ブロックを出すとそれぞれに遊んでいる姿が見られる中、少しずつ気の合う友達と一緒の

遊びをしようとしたり、一緒に作ろうとしたりする姿が見られるようになってきました。 

 

先日の出来事…ほしかったおもちゃが同じだった A 君と B 君。取り合いになってしまった

のですが、先に持っていた A 君がそのまま遊ぶことになりました。次の日、A 君がそのおも

ちゃを見つけると B 君に渡していました。B 君も遊びたかったことを覚えていた事に驚いた

とともに、感動してしまいました。 

 

時には思いがうまく伝わらず「手が出てしまう」「けんか」になる姿も見られます。そのよ

うな時は双方の思いを受け止め、伝えていくことで少しずつお友達にも思いがあることに気

づけるようにしていきます。集団の中で思いどおりにならない経験を通して、友達との関わ

りを学んでいきます。けんかになった場面など子どもの成長を共に支えていくよう、保護者

の方にお伝えしていくようにします。何か心配なことなどありましたらお気軽に声をかけて

くださいね。 

友達との関わりの中で 

今月のうた ♪たなばたさま♪ 

 

ささのは さらさら 

       のきばに ゆれる 

       おほしさま きらきら  

       きんぎん すなご 

 

 

おうちでもやってみよう！～ぬいでたたむ～ 



 

『みずあそび』 
 

 みずを たくさん くんできて 

みずてっぽうで あそびましょう 

 １・２・３・４ 

 シュッ シュッ シュッ 
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そらぐみだより（１歳児） 7月 

今月のねらいと主な経験 

◎一人ひとりの生活リズムや体調に合わせ、身の回りのことをやってみようとする。 

 ★簡単な衣服の着脱をする、スプーンを持って食べようとするなど。 

◎水の感触に親しみ、保育者や友だちと一緒に夏あそびを楽しむ。 

 ★プールあそび、シャボン玉、色水あそび、フィンガーペイント、 

  野菜スタンプなど。 

 すっかり保育園にも慣れ、そら組のトイレにも

行き始めています。初めはトイレの便座に座るの

を嫌がる子や、すぐに立ってしまう子もいました

が、少しずつ座ることにも抵抗がなくなり、タイ

ミングが合うとおしっこがでるお友だちもいます

よ。ズボンを下ろしたり、一生懸命履こうとした

りと自分で頑張る姿も見られるようになってきて

成長も感じられます。一人ひとりに合わせて、無

理なくトイレトレーニングを進めていきますね。 

 いよいよ子ども達が大好きな水あそびの季節が

やってきました。初めはドキドキして泣いちゃっ

た子もいましたが、慣れてくるとプールの中に手

を入れてピチャピチャしたり、ペットボトルの玩

具に水を入れてジャーと流したり、どの子もそれ

ぞれの遊びを見つけながら楽しんでいますよ。水

あそびが好きな子も少し苦手な子も、みんな笑顔

で楽しめる夏にしていきたいと思います。 

子どもの様子 おねがい 

 

〇水あそびが始まりました。いつもと体調

が違ったり、（風邪気味、咳、鼻水、と

びひ、水いぼ、結膜炎など）気になるこ

とがありましたら、きっずノート等で相

談して下さいね。 

〇手足の爪は短く切って下さい。 

〇衣服や持ち物には必ずわかりやすく名

前を書いてください。   

〇暑くなり子どもたちは、いつも以上に汗

をかいて体力を消耗してしまいます。水

分補給や休息を十分にとりながら熱中

症などにも気をつけて過ごしていきた

いと思います。 

★          ちさきさん (９日) 

★          ゆりのさん (９日) 

★          かいとくん (９日) 

★          いっさくん (１０日) 

★          こうくん (２９日) 

 

7 月うまれのおともだち 

今月のうた 

おうちでもうたってみてね♪ 

 



子どもたちの大好きな水あそびの季節になりました。あか組は水にぬるま

湯を足して乳児用プールに入れるので、安心してプールの中で水の感触を

楽しんでいます。ジョロやバケツ、ペットボトルで作った水あそび用おも

ちゃにも興味津々♡おもちゃから流れ落ちる水や、水面をたたいて飛び散

る水しぶきが体や顔にかかると、うれしそうな笑顔を見せてくれますよ。 

これから、シャボン玉やフィンガーペイントなど指先を使ったあそびもた

くさん用意して、みんなで夏ならではの経験をしていきたいと思います。 

この夏、どんな成長が見られるか楽しみですね！ 

 

 

 

  

 

☆今月の保育のねらいと主な活動☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

お し ら せ 

○一人ひとりの生活リズムを大切にしながら、暑い夏の時期をゆったりと過ごせるようにする。 

 ・水分と休息を十分にとる。 ・清潔に過ごす心地よさを感じる。 

○保育者や友だちと夏のあそびを楽しむ。 

 ・水の感触に慣れ、楽しく水あそびをする。 ・手先を使ったあそびを楽しむ 

1さい おたんじょうび 

おめでとうございます！ 

 ちあき くん 

 ありす さん 

今月のうた 
『みずあそび』 

みずをたくさんくんできて 

みずでっぽうであそびましょう 

１・２・３・４ 

しゅっ しゅっ しゅ 

０歳児 

・梅雨が明けると「暑い夏」がやってきます。外
気の変化で体温が上がったり、体調を崩す場合
もあります。水分補給と休息をしっかり取りま
しょうね。 
・汗をかいたらこまめに着替えをしていきますの
で、着替えの補充をお願いします。 

おうちでもお風呂や水あそび

の際に、やさしく水をかけな

がら歌ってみてくださいね。 

７月

★ 

毎日の衣服は着脱のしやすいシン
プルなものが子どもも動きやすく、
あせもなどの肌トラブルの予防に
もなりますね。 
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