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希望保育期間中には、感染に注意しながらも、おうちの方のたくさんの工夫によって楽しい思い出が出来た

ようです。「あのねぇ～…」と思い思いに話す子ども達の、日焼けした顔から今しかできない成長がしっかりと

感じられました。 

この夏、子ども達は友達やまわりの様子から大きな刺激を受けています。小さな子は大きな子を見て「私

もやってみたい」と憧れ、年長さん達は、プールあそびや毎日の生活の中で自分の目標を決め、友達と励まし合っ

て取り組んでいます。毎日たくさんのチャレンジをしている子どもたちのここからが、本当に楽しみです。 

残暑厳しいなか、感染対策としても家族そろって衛生面と「早寝早起き朝ごはん」に取り組んでいきましょう。 

 

 

おおきくな～あれ！ 家でも園でも１０のたね
・ ・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３日(金)＝来年度入園説明会AM 

(本園に初めて入園するご家庭の方を  

対象に、説明をします )（詳細既報）  

 ４日(土)＝家族ふれあいの日 

１０日(金)＝プールおさめ（予定） 

１１日(土) 家族ふれあいの日 

13日 (月 )～ 24日 (金 )   

ゆき組個人懇談会（詳細既報）  

１４日(火)＝ つき組ビクス  

身体測定 

１５日(水 )＝つき組  えいごであそぼ  

１7日(金 )＝つき組リサイクル教室  

１8日(土 )＝家族ふれあいの日 

２０日(月 )＝敬老の日（祝日）  

２２日（水）＝園庭開放＆０歳児ひろば 

2３日 (木 )＝秋分の日（祝日）  

２４日(金)＝♪９月生まれの子のお誕生会♪  

2５日 (土 )＝なかよし保育  

     おやくる (応急WEB講習 )  

       避難訓練【引き取り訓練】（詳細別報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１０月－ 

１日 (金 )＝衣替え  

※しばらくは、天候に合わせて園服の着用は  

ご家庭で判断して下さい。  

２日 (土 )＝明照あきまつり（詳細別報）  

3０日 (土 )＝運動会（予備日 31日）  

自然との関わり･生命尊重・数量･図形、文字等への関心･感覚・言葉による伝え合い・豊かな感性と表現 

健康な心と体・自立心・協同性・道徳性･規範意識の芽生え・社会生活との関わり・思考力の芽生え 

★自分のことは おいといて…★ 
大好きな人への興味から始まった子どものお手伝い。自分のことは後回しにしてでも、周りの友達のこ

とが気になって「お世話」をしている様子が見られる時期がありませんか？  

え！？ 「私、大人になった今でもそう」ですって？(#^.^#) 

【２歳児の頃】（ゆき組さん） 

 いわゆる「イヤイヤ期」とマイナス的に呼ばれるこの時期ですが、子どもサイドから 

言えば『ブラブラ期』なんだそうです。自我の芽生えと周りへの興味から、『ブラブラ』 

しながら小さな楽しみや出来事をつなぎ合わせて過ごすこの時期。 

その、小さな楽しみや出来事が貯金となって、その後の生活が豊かになるのでしょうね。 

 自分のことはほったらかしで、友達や保育者、おうちに人のことが気になる 2 歳児の頃。 

 “いつまで付き合わなきゃいけないんだろう”とか“まずこっちが先でしょ”なんて、要領を覚えちゃ

った私たち大人はハラハラしてお世話しちゃいますよね。でも、時々でもいいからこの時期の『ブラブラ

散歩』に付き合う時間を作ることが大切です。 

大切なのは、成長の段階、大人からの働きかけ方、そして大人の心持ち（心の余裕）です。 

【大切な家族や周りの友達を守るために…】 

＊園児や家族が陽性または濃厚接触者に特定された場合

や、PCR 検査等を受けることになった 

場合は、すぐに園にお知らせください。 

＊毎朝、家族で検温と体調確認を行って 

ください。異常のある時は登園を控えていただきます。 

＊家庭内でも基本的な感染防止対策に取り組みましょう。 



 

 

保育のねらいと主な活動 
〇残暑の過ごし方が分かり、健康で快適に過ごす。 

・汗を拭く、水分補給をする、日影で遊ぶ、急速をとる。 

〇自分の力を十分に発揮しながら、クラスの友達と共通の目的に向かって活動

に取り組む。 

・剣道、日舞、運動会の練習をする。 

〇夏から秋に変わる自然に興味を持つ。 

・生き物の観察、植物の変化、気温、空の様子などを知る。 

 

 

・プール納めとともに、お昼寝も終了となります。 

・運動会に向けて、活動が活発になります。運動のし

やすい服装で登園をしてください。運動靴も必要と

なりますので、靴のサイズの確認をして、園に置い

ておくか、毎日履いてきてください。 

（機能的、衛生的に、靴下を着用することをお勧めし

ます！！） 

・まだまだ暑い日が予想され、また戸外での活動も盛

んになりますので、しっかりと水分補給ができるよ

う、水筒には十分な量のお茶を入れてきてください。 

１． あきのゆうひに てるやまもみじ 

こいもうすいも かずあるなかに 

まつをいろどる かえでやつたは 

やまのふもとの すそもよう 

 

２． たにのながれに ちりうくもみじ 

なみにゆられて はなれてよって 

あかやきいろの いろさまざまに 

みずのうえにも おるにしき 

           ♪今月のうた♪ 

つきぐみだより 

りりしい剣道、おしとやかな日本舞踊 
つき組では日本の伝統文化に親しみ、男の子は

剣道、女の子は日本舞踊に取り組んでいます。 

最初はなかなか慣れなった浴衣も、だんだんと

自分たちで着ることが出来るようになっている姿

もちらほら…☆「わたし手伝ってあげるね！」「じ

ゃあ私は○○ちゃんの縛るね！」と紐を友達同士

で縛り合ったりし、協力している様子も見られて

います♪ 

ご家庭でも一つ結び、蝶結びを一緒にチャ 

レンジしてみてくださいね♪ 

 

 

 今年の夏はとっても暑く、プール遊びを

満喫した子ども達☆「せーので顔つけよ

う！」と一緒にやってみたり、「手をしっか

り伸ばすと泳げるよ！」と友達同士で教え

てあげていたり…つき組さんならではの姿

がたくさん見られます！ 

 そんなつき組さんは一人ひとり目標を立

ててプールを楽しんでいます。「できる、で

きる、できる！」を合言葉に、友達と励まし

合いながら挑戦しています！ 

 今までできなかったことができたときの

「せんせい、できたよっ！」という子ども達

の自信に満ちた表情は本当に素敵だと思い

ます♪この一つ一つの「できた！」の積み重

ねを大切にし、これからも色んなことに挑

戦していこうね！ 

 

お家の方へ 

7日      かほさん 

19日      みやびくん 

30日      かなたくん 

9月生まれのおともだち 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○今月の保育のねらい・主な活動 
〇健康に過ごすために、必要な生活の仕方を身につける。 
・手洗い、うがい、水分補給を行う。 
○夏から秋に変わる自然に興味を持つ。 
・散歩をしたり、公園で遊んだりする。 
○いろいろな運動を経験し、体を動かす楽しさを味わう。 
・運動会のかけっこ、遊戯や、鉄棒、跳び箱など。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

１． ゆうやけ こやけで ひがくれて 

やまのおてらの かねがなる 

おてて つないで みなかえろ 

からすと いっしょに かえりましょう 

 

２． こどもが かえった あとからは 

まあるい おおきな おつきさま 

ことりが ゆめを みるころは 

そらには きらきら きんのほし 

１６日     ほのさん 

 ３０日     ふみかさん 

♪今月のうた♪ 

～ ゆ う や け こ や け ～

 

 

 

☆９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♡ 

 

     どんな色になる？ 
 赤・青・黄色の３色だけを使って混色あそび

を楽しみました。混ぜるとどんな色になるのか

な？とワクワクしている子どもたちの表情!(^^)!

混ぜてみると…「綺麗な色になった！」「また茶

色になっちゃった」と個性あふれる色がたくさん

作られていました。色が変わる様子を不思議そう

に見ていた子どもたちですが、何度も経験してい

くうちに「どうすれば、きれいな色ができるのか

な？」と考えて取り組む姿が見られたり、「同じ

色混ぜたのに、こっちのほうが濃い！」と発見し

たりする様子も見られました♪ 

 混色あそびを通して、色に興味や関心が高まっ

ている子どもたち(^^)/色が変わる不思議、「なん

でだろう？」という疑問を持つ中で、考える力も

芽生えています☆ 

 次は、どんな不思議が待っているかな？ 

 

 まだまだ、暑い日が続いていますね。子どもたち

は、大好きなプールあそびを楽しんでいます♪プー

ルの中で、宝探しをしたり、ワニ泳ぎで鬼ごっこを

したりと、思い切り楽しむ姿が見られます。 

 個々に目標をもって、取り組んでいるプールあそ

びでは、おそるおそる顔をつけていた子も、「みてみ

て！顔つけ３秒できるようになったよ」「ぼくの、け

のびもみてて！」と、誇らしげな姿や、できた喜び

を友だちと共感し合う嬉しそうな表情がたくさん見

られましたよ(^^♪ 

 「できるかな？」少しドキドキしている友だちが

いると、「できるできる！がんばれー☆」と声を掛け

てる優しいはな組さん。友だちからの応援を頑張る

パワーに変えて、挑戦する勇気をもったり、「○○君

みたいになりたい！」と刺激を受けたり、それぞれ

の「できた！」の声が、たくさん聞こえてきます。 

 みんなと一緒だと楽しい！みんながいるから頑張れ

る！こんな思いを感じられる経験をこれからも、たく

さんしていきたいと思います(^^)/ 

頑張るパワーに変えて♪ 

      お知らせ＆おねがい 
・９月からは、かけっこや遊戯などが始まってい

きます！ 
★女の子は、ズボンでの登園をお願いします。 

★まだまだ暑い日が続きますので、水筒の中身はた

っぷり入れてください。 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

今月の ◎保育のねらい と ★主な活動 
◎遊びと休息のバランスに留意し、健康で快適に生活できるようにする。 

★水分補給、汗を拭く・午睡や休息 

◎身近な秋の自然に触れ、季節の変化に気づく。 

★秋の虫の声・草花あそび 

言葉にするって楽しいね♪ 

 

 夏季保育明け元気に「おはようございます！」と

ニコニコの笑顔で登園してきたほし組さん。お休み

の生活発表をすると嬉しそうに「川に行って遊んだ

よ！」「ナイト zooでライオンを見た！」とお友だ

ちの前で発表することが出来ました。みんなの前で

発表することは少しドキドキするけれど、勇気を出

して話したことでみんなが「ぼくもナイト zoo に

行ったよ。キリンが歩いてた！」と答えてくれたり、

終わった子に拍手を自然としたりするなど声に出

して伝えたことで、お友だちに言葉にして伝えるこ

との楽しさを味わい、終わってからの笑顔から達成

感を感じられる姿が見られました。 

 言葉だけでなく、自分の思ったこと、楽しかった

ことをだんだんと絵にして表現できるようになっ

てきました。これからも楽しみながら取り組んでい

きたいと思います♪ 

 

 

9 月 

20日     おうすけくん 

25日     あおいくん 

30日     めいさん 

30日     みなとくん 

 
４さい 

おめでとう☆ 

今月のうた♪ 

むしのこえ 

1， あれ まつむしが ないている  

チンチロチンチロチン チロリン 

あれ すずむしも ないている 

リンリンリンリン リーンリン 

あきの よながを なきとおす 

ああ おもしろい むしのこえ 

2 番につづく… 

 

ほしぐみだより 

特別な船♡ 

 お家から持ってきたトレーを使って船づくりを

しました。たくさんある中からどのトレーを組み

合わせて作ろうか、どんな材料を使おうか考えな

がら船づくりをしていたほし組さん☆ペンやテー

プを使ってかっこいい船を作ったり動物をイメー

ジして作ったりしていました。世界に一つだけの

特別な船が完成するとお友達と見せ合い「この旗

かっこいいね！」「たくさんピンクを使って作った

んだよ！」と嬉しそうなほし組さんでした♪ 

（材料の準備ありがとうございました。） 

保護者の方へ 

食育活動としてトウモロコシの皮むきやピーマ

ンの種とりなどの経験をしてきました。給食の玉

ねぎの皮をむく「玉ねぎ当番」を 9 月からほし組

さんが担当します。当番の週は朝早めの登園を 

お願いしますので、ご協力をお願いします。 



 

 

 

今月の ◎保育のねらい と ★おもな活動内容 

◎保育者や友だちと食事を楽しみながら意欲的に食べる。 

 ★苦手な物でも食べてみようとする、正しい姿勢で食事をするなど。 

◎イメージを広げながら表現活動を楽しむ。 

★いろいろな道具（絵具、筆、クレヨンなど）を使って描いたり作ったりする。 

★音楽やリズムに合わせたダンスを踊る。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゆきぐみだより （2 歳児） ９月 

（ ７日）    あさみ さん 

（ ７日）    ゆきの さん 

（ ９日）    こうへい くん 

（12 日）   そら さん 

（15 日）   ののか さん 

（19 日）   そらと くん 

（25 日）   りん さん 

 

 
1.とんぼのめがねは みずいろめがね 

あおいおそらを とんだから とんだから 

2.とんぼのめがねは ぴかぴかめがね  

おてんとさまを みてたから みてたから 

3.とんぼのめがねは あかいろめがね 

ゆうやけぐもを とんだから とんだから 

ありがとう♡のきもち 

Kara 

おうちでもやってみよう！ ～ておしぐるま～ 

 

体幹を鍛えることは、怪我をしにくい体づくり

や、運動能力の向上、バランス感覚が養われるな

どたくさんのメリットがあります♪ 

① 子どもに腕立て伏せの体

制になってもらい、両足首

を持ち、足を持ち上げる。 

② 腕で体を支える体勢にな

ったら、子どものペースに

合わせてゆっくり進む。 

 

今月のうた ♪とんぼのめがね♪ 

希望保育明け、子どもたちは素敵な夏の思い出をたくさん聞かせてくれました！海を見に行ったこ

と、花火をしたこと…経験したことや思いを言葉にして、先生やお友だちに伝えている子どもたちの

姿に成長を感じます♪ また生活の中で、子どもたちが率先して、丁寧に手洗いをしている様子が見

られるようになりました。日々、ご家庭でお家の方が一緒に、丁寧な手洗いを行ってくださっている

おかげですね♪ 

そんなゆき組さんは今、遊びを通して様々な“お手伝い”にチャレンジしています。食べ終わった

食器を重ねて片づけたり、自分が座っていた椅子を運んだり…お部屋ではたくさんの「ありがとう♡」

の言葉が飛び交っていて、伝えた側も伝えられた側も嬉しく、ほっこりした雰囲気になっていますよ。 

いろんなお手伝いにチャレンジしていく中でできることも増え、そこでの成功体験が子どもたちの

自信になり、もっとやってみたい！こんなことしてみたい！と様々な意欲へと繋がっていきます。 

ぜひお家の人と一緒に遊びを通して、いろんなお手伝いにチャレンジしてみてくださいね☆ 
 

 これから秋に向けて、指先を使ったあそび（は

さみ、ひも通し、ボタンかけ、箸を使ったあそび）

を楽しんだり、プール納め後は戸外遊びや散歩に

も出掛けたりします。足に合った靴の支度をお願

いします。 
 

 

★おねがい★ 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

*************************************************************************************************** 

 

 

そらぐみだより（１歳児） 9月 

今月のねらいと主な経験 

◎夏の疲れをとり、体調や生活リズムを整え、健康で安全に過ごせるようにする。 

 ★砂遊び、散歩に出掛ける、かけっこ、秋の自然に触れる。  

◎保育者や友だちと一緒に、音楽に合わせて体を動かして、リズムあそびを楽しむ。 

 ★わらべうた、手あそび、手作り楽器あそび、体操。 

６月下旬から楽しんできた水あそび、生まれて

初めての経験の子もいたようです。初めは、水が

かかるのを嫌がっていたり、プールの外から水を

触って遊んでいた子もいました。日を追うごとに

シャワーの水がかかっても大丈夫！大きなプール

に入ってダイナミックに遊ぶ姿が見られ、成長を

感じられます。水着の用意や体調面での配慮など

ご協力ありがとうございました。 

児童クラブのお兄さん・お姉さんが、夏休み中

はお部屋に来てくれるました。少し恥ずかしがっ

ている様子も見られましたが、毎日一緒に遊んで

もらったり、お世話をしてもらううちに、朝来て

くれると嬉しそうに近づいて行き遊ぶ子が増えて

いきましたよ。お兄さん・お姉さんに刺激を受け

て、ちょっと苦手な物も頑張って食べたり、お着

替えも自分で頑張っている姿が見られました。 

～～ おしらせ～～ 

○9 月から新しいお友だちが仲間入りです。 

1 くみ むらた みつきくん 

２くみ なかお まなとくんです！ 

 よろしくね♪ 

○9 月の誕生会のお楽しみは、そらぐみです。 

 1・２くみの子どもたちが一緒に歌を歌った  

 り、踊りを楽しんだりしながら、披露したい  

 と思います。 

 

子どもの様子 

おねがい 

・これから気候も良くなり、靴を履いて戸外遊び 

 をする機会も増えてきます。靴のサイズが足に 

 合っているか確認をお願いします。 

・自分で靴を履くことに少しずつ挑戦していきた 

 いと思います。履きやすい靴をお願いします。  

 おうちでも、頑張ってみてくださいね！ 

●    まなとくん（27 日） 

●    ゆいさん（29 日） 

 

お誕生日おめでとう♪ 

９月うまれのおともだち 

今月のうた 

   『とんぼのめがね』 

1.とんぼのめがねは 水色めがね 

青いお空を とんだから とんだから 

 

2,とんぼのめがねは ピカピカめがね 

おてんとさまを 見てたから  

見てたから 

 

3.とんぼのめがねは 赤色めがね 

夕焼け雲を とんだから  

とんだから 

 

 

 



希望保育明けは、おうちの人と離れる時にちょっぴり泣きそうな表情を見せる

子もいましたが、しばらくすると、お友だちや先生と遊びだして笑顔が見られ

ます。暑さを吹き飛ばすくらい、元気に水あそびも楽しんでいますよ。 

最近では、手づかみやスプーンを使って自分で食べたいという 

気持ちが出てきて、食事のあいさつもおててを合わせたり、 

頭をさげる姿はとても可愛いですよ！スプーンやコップに親しみ 

ながら自分でやることの楽しさを育んでいきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ🍂 

☆今月の保育のねらいと主な活動☆ 
 

○ゆったりとした生活の中で暑い時期を健康に過ごす。 

★汗をかいたら、衣服を着替えたり、調節をする。 ★水分補給や休息を十分とる。・ 

○秋の自然に触れながら、戸外あそびを楽しむ。 

★気候が涼しくなり、散歩や園外保育で、草花や虫を見たり、木や葉っぱの色の変化を感じる。 

 

 

今月のうた 
だるまさん 
 

だるまさん、だるまさん 

 にらめっこしましょ 

わらうとまけよ 

あっ ぷっ ぷっ(*^_^*) 

 

 

０歳児 

 

☆暑い夏が過ぎて、涼しい秋がやってきますね。 

園庭でのあそびでは、砂遊びや手押し車などを

楽しみたいですね。 

これから、気持ちの良い気候の中で 

バスで公園に行ったり、園の周りを歩いて自然

にも親しんでいきたいと思います。 

 

今あか組のお友だちの

大好きな絵本は“だる

まさんの”です。 

みんながだるまさんに

なって 

楽しんじゃおう～ 

 

９月 

月 

靴をはく機会も増える為、はき慣
れたくつを用意していただき、足
に合っているか、確認をしておい
てくださいね。 
よろしくお願いします。 
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