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～幼児個人懇談会期間～１日（金） 

 ２日（土）＝家族ふれあいの日 

４日（月）＝ 子育て支援 園庭開放 

♪創造大生とあそぼ♪ 

５日（火）＝父母の会役員会 

７日（木）＝たなばたの集い 

（笹飾りを持ち帰ります。 

お家に飾って下さい。） 

８日（金）＝つきビクス 

９日（土）＝なかよし保育♪みんなおいで～♪ 

      ♪おやくる♪（詳細別報） 

１２日（火）＝つき えいごであそぼ 

       身体測定 

１３日（水）＝園庭開放（水遊び） 

       つき 消防署見学 

１４日（木）＝交通安全教室 

１６日（土）＝家族ふれあいの日 

１８日（月）＝海の日（祝日） 

１９日（火）＝つき組 西高校で交流 

２０日（水）＝避難訓練 

２３日（土）＝家族ふれあいの日 

２８日（木）＝♪７月生まれの子のお誕生会♪ 

２９日（金）  年長児お泊まり保育（詳細別報） 

３０日（土）＝家族ふれあいの日 

★お泊り保育の日は、つき組さん以外は、年間予定で

もお知らせした通り家庭での保育をお願いしたい

と思います。 

どうしてもお困りの方は、１９日（火）までに職員

室までご相談下さい。期日を守って頂きますようよ

ろしくお願いいたします。 

 

ー８月ー  ４日（木） 

～        夏季希望保育期間 

１８日（木）           （詳細別報） 

２０日（土）＝なかよし保育♪みんなおいで～♪ 

２７日（土）＝家族ふれあいの日 

  ※4月の予定から変更されました。 

ありえない速さで梅雨が明けてしまい、セミも鳴かない酷暑の中で、明照の夏を元気にスタートしました。

先月半ば、園児たちは楽しくプール開きを行い、恒例のスイカ割りをしました。水遊びが無事にできるように

と、つき組さんが屋上のプールで園長先生と一緒にプールの神様にしっかりお願いしました。 

この夏も行事やいろいろな夏の遊び・生活を、衛生面に注意しながら心ゆくまで体験したいと思います。 

７月終わりにつき組は保育園最後の夏ということで、待ちに待ったお泊まり保育も行います。つき組以外の

ご家庭にはご負担をかけるかと思いますが、つき組さんになったら参加することを期待しつつ、ご協力をよろ

しくお願いします。 

今年も夏の遊びが充分楽しみ、心も身体も健康になれますよう、ご家庭でもお子さんの体調（早起き早寝・栄

養・休息・清潔等）へのご配慮をお願いいたします。 

 

 

🌸保育参加と試食会、ご参加ありがとうございました🌸 

【はな】 

★先生の話を聞いて手洗い、トイレ、

仕度、こんな風にやっているんだ

なぁー。大きくなったなぁー。と

家では見れない成長が見れて幸せ

でした♡ 

 

★朝の体操から始まり屋上で遊んだ

り、工作をしたり.給食を食べるま

でのいつもの保園での日々を一緒

に体験できて とても楽しみな行

事のひとつです。 

得意気にいろいろと教えてくれた

り、慣れた様子で朝の体操をした

り、家では見ることができない一

面を見ることができました。 

【ほし】 

★保育参加ありがとうござい

ました。園でトイレの時間

どのようにしているか、よ

く分かりました。トイトレ

も少しずっ始まって早く身

につくことを期待です !家

でも話題にあがるようにな

りました。 

 

★野菜も残さずに食べられた

こと、またけっこうな量で

も食べ切り、おかわりして

いる姿が見られて、たのも

しく思えました。 

【つき】 

★マラソン、ラスト RUN だった

ので 7 年前の自分の記録に挑戦

しました。子どものというより

自分のために走ってしまいまし

た(笑) 

嫌だなと思うこともあきらめず

に最後までやり遂げる力をこの

マラソンで身につけ、心の面で

大きく成長して卒園してほしい

と思いました。 

 

★給食がおいしくて、いつもこん

なにおいしい給食を食べられる

子供達がうらやましいです。 
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6 さいおめでとう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の保育のねらいと主な活動 

○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、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。 

○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。 

変化の表れ… 

 

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♪ 

 
１．うみのそこには あおいうち 

  さかなづくりが 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 番へ続く… 

（5歳児） つきぐみだより 

 
 

 今、つき組のデッキにはたくさんの生き物たちが住んでいます♪その生き物は、ぜ～んぶみんなで生き

物探しに行った牟呂の街の生き物！登園すると「今日も楽しそうに泳いでるね♪」「あっ！僕たち（私た

ち）が作った家に、カエルいるね♪」と、様子をみることが毎日の日課になっていました(^^)/ところが、

ある日、ヌマガエルが動いていないことに気づくと、どうしよう…と悲しい表情の子ども達。気持ちに寄

り添いながら、「亡くなっちゃったヌマガエルはどうしたら嬉しいんだろう？」と問いかけると、「お墓を

作ってあげたい！そしたら、天国でゆっくりできるかな？」と、一生懸命生き物の気持ちになって、自分

なりに考えたことを伝え合い、話し合う姿がありました☆彡 

 

生きている生き物を見つけ、カエルのご飯となる生き物に「ごめんね、ありがとう♪」と声を掛けるステ

キな思いやりが見られたんです♪そして、ここでまたドラマが！1 匹になってしまったカエルを思う気持

ちが溢れ、「最初に居たドブが一番嬉しかったよね」「戻してあげよう！」と、真剣に向き合ったからこそ

気づいた命の大切さ！！生き物や野菜のお世話をする経験を通して、嬉しい気持ちはもちろん、育てる難

しさや悲しさもあることに気づいたみんなは、心が急成長していますね!(^^)! 

 

～お知らせとお願い～ 

☆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下さい♪ 
 

☆プールが始まりました。安心して遊べるよう

に体調の変化、爪の長さなど確認を細目にお

願いします。 

 先日、自分たちで決めた味噌汁の具材をつき組

みんなでドミーに出かけ、グループに分かれて買

い物をしました♪買い物リストを見ながら、「これ

にする？」「あっちのが安いよ！」「美味しそうな

のがいい♪」と、ここでもじっくり話し合い★ 

自分たちで具材決め→買い物→作る（1 組）、この

過程があったからこそ、より味噌汁の美味しさを

感じていましたよ☆彡 2 組さんもお楽しみに♪ 

味噌汁をどうやって作ったかまた聞いて見て下さ

いね(^^)/ 

 

７月生まれの 

おともだち 
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はなぐみだより（４歳児） 

〇今月の保育のねらい・主な活動 

〇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。 

〇夏の自然事象や身近な生き物や植物に興味を持つ。 

・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。 

〇体を思い切り動かしてあそび、友達と一緒に楽しむ。 

・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。 

 

できるように…なりたい！！ 
よし！やってみよう♪ 

 みんなの楽しみにしていたプールが始まりました。カレ

ンダーを見ながら、「この日 水着持ってくるんだよね！」

「この日は、はな組さんはプールお休みなのか。」と友達と

確認し合う姿もあります。そして、プールの中では「ぼく、

こんなことできるんだよ～」と思い思いに技を見せ合う姿

も♪そんな、プールが大好きな、はな組みんなの目標がで

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♪ 

子ども達の中で、少しずつ明確な目標が表れているよう

に感じます。子ども達から出た『やってみたい！』の気持

ちや言葉を大切にしていきたいですね。そして少し難しい

ことでも、頑張って取り組むこと、諦めずに取り組むこと

は、子ども達の宝物になると思います。次への自信となり

『粘り強く挑戦する姿や心』に繋がっていきます。この夏、

そんな姿の過程を大切に見守っていきたいですね。 

 
～てのひらをたいように～ 

1,ぼくらはみんな いきている 

 いきているから うたうんだ 

 ぼくらはみんな いきている 

 いきているから かなしいんだ 

てのひらをたいように すかしてみれば 

まっかにながれる ぼくのちしお 

みみずだって おけらだって 

あめんぼだって 

みんなみんないきているんだ 

ともだちなんだ 

２番へつづく♪ 

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 

７ 
 

 

 

あじさいミルクを作ろう♪ 

 
ほんとうにゼリーになるのかな？ 

 プルン！ってしてないね～ 

あじさいミルクのゼリーづくり♪ 

ゼラチンを入れることで、ジュース（液体）か

らゼリー（固体）に変わる不思議さを感じてい

ました。クッキングを通して、たくさんの学び

があったようです(*^^)v 
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2 日   

今月の ◎主なねらい と ★主な活動 
◎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。 

 
 

 

  
すいか 

だ～いすき♡ 

 毎朝、生き物がいるケースを覗いて、ジーっとよ

く観察している子どもたちは、先生よりも早く、オタ

マジャクシの体の変化に気付いていましたよ。 

 そんな中でこんなことがありました・・・ 

  

オタマジャクシから足と手が生えてきて、カエ

ルみたい！あれ？でもまだ…しっぽがあるね！

と、しっぽが残っていることに気づき『おたまじ

ゃくし』のうたを歌いながら思ったことを言葉に

して伝える、子どもたちの姿がありました。 

 

♪おたまじゃくしに 

あしが でて 

てが でてきたら 

おが とれた 

 

しっぽって 

とれちゃうの？ 

 

ちょきんって 

きれるのかな？ 

 

その日からまた毎日ケースを観察し、しっぽは取れるのではなく、だんだん短く

なってカエルの姿になっていくことを知った子どもたちは、みんなにも知ってもら

いたい！と昆虫博士と一緒に朝の会で発表しました。 

自分で見つけた小さな発見を、みんなに知ってもらえた嬉しさが自信になり、 

もっと知りたい！と意欲へと繋がり…子どもたちの次の興味は園庭にあるクスノキ

の下で見つけた“あおむし”へと向き、毎日観察をしています。不思議さ、面白さ

を言葉にして伝えあい、思いを共有する子どもたちの姿に成長を感じました。 

 

 

 

 

 

ついに…カエルになりました！ 
 

 
 

 

 

しっぽはね、だんだん 

ちいさくなるんだよ♪ 

     By 昆虫博士  

     

 

ほしぐみだより ７がつ 3 歳児 

誕生会で『イーヤー魔人をやっつけ

ろ！』の表現遊びを楽しみました♪  

何でもかんでも「いやだ！」と消極

的になってしまう魔人に、みんなで力

を合わせればなんでも乗り越えていけ

ることを伝える経験をした子どもたち

は、生活の中でも、お友だちに対して

「いっしょにやってみよう？」と優し

い気持ちを持って声をかける姿が少し

ずつ増えています。 

１人より、みんなで♪いろんなこと

にチャレンジしていく楽しさに気づき

始めていますよ♡ 

今月のうた 

『チェッチェッコリ』 

 

チェッコリってこんな歌詞だったん

だね！ぜひ、お家でも歌いながら、踊

ってみよう♪ レッツダーンス♪ 

 

ちぇっちぇっこり ちぇっこりさ 

りさんさ まんがん 

さんさ まんがん 

ほんまん ちぇっちぇっ！ 

ちぇっちぇっこり ちぇっこりさ 

りさんさ まんがん 

さんさ まんがん 

もんまん ちぇっちぇっ！ 
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今月の◎保育のねらいと★主な活動 

◎保育者に見守られながら簡単な身の回りのことを自分でしようとする。 

 ★衣服の着脱をする、たたむ、靴や靴下を自分で履く など 

◎色々なあそびを友達や保育者と一緒に楽しむ。 

 ★外で体を動かしてあそぶ、歌や手あそびをする、ごっこあそびをする。 

 ９日 すずき ちさき さん 

 ９日 ほらぐち ゆりの さん 

１０日 よこた いっさ くん 

２９日 あじおか こう くん 

 

今月のうた♪ 

『たなばたさま』 

① 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 

② ごしきの たんざく 

わたしが かいた 

おほしさま きらきら 

そらから みてる 

 

 

梅雨に入り、雨の日も続いていますが、ジメジメした空気や

暑さにも跳ね返してしまうくらいパワフルなゆき組さん♪ 

いよいよみんなが大好きな水あそびの季節がやってきまし

た！プール開き初日は自分の腕に嬉しそうにプールバックを

掛けて「もってきたよ～♪」と見せてくれたみんな。 

プールではお友達と水を掛け合ったり、プールの淵を持って

ジャンプしたり「つめたーい」と言いながらもワニさんのよう

にプールの底を這ったりして全力で楽しんでいますよ♪ 

これからも、ゆき組のみんなと夏の楽しい思い出を作ろうと

テラスでのプールだけではなく、屋上でプールに入ったり、ど

ろんこあそびをしたりと楽しいことを盛り沢山計画中です★ 

水あそびを通して一緒に色々な経験をしていこうね♡ 

 

水あそびだ～いすき♡ 

 ♡ 

 

 

★おうちでもやってみよう★ 

～脱いで畳む～ 

4月からパジャマを脱いだら

畳んでみようと取り組んでき

ました。水あそびも始まり、

水着に着替える時も「はんぶ

んこ」と言いながら畳む姿も

見られます♪ 

お家でも服やタオルを畳む

お手伝いをぜひみんなにお願

いしてみて下さいね。 

おたんじょうびおめでとう 

9日     ちさき さん 

9日     ゆりの さん 

10日     いっさ くん 

29日     こう くん 
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☆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のあそびを楽しむ。 

 ★水あそび、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。 

そらぐみだより（1歳児） 

今月のうた『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 

 １・２・３・４  

 シュッ シュッ シュッ 

  

 子どもたちが大好きな水あそびの季節になりました。初めはちょっぴりドキドキしながらも、お友だちや先

生と一緒にビニールプールの中に入り、手や足でパシャパシャしながら水の感触を楽しんだり、ジョロやバケ

ツにお水を入れて流れ落ちる様子をみて喜んだり、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。

天気のいい日にはプールに入ってたくさん遊ぼうね♡この夏、どんな成長がみられるか楽しみですね！ 

 少しずつ、トイレにも行き始めています。「トイレに行くよ～」と声をかけると自分のオムツネットを探し

て、ズボンを脱ごうと頑張る姿もみられるようになってきました。一人ひとりに合わせて無理なく進めていき

ますね。また、パジャマに着替える時、難しいけれどズボンを履いたり上着を着ようと、自分でやりたい気持

ちも芽生えてきてますよ。おうちでもチャレンジしてみてね！ 

 ちあきくん(19 日) 

 きこさん（20 日） 

     ありすさん（24 日) 

ななせさん(30 日) 

 

 

 

子どもの様子 

                おねがい 

 〇水あそびが始まりました。 

いつもと体調が違う場合(風邪気味、咳、鼻水、とびひ、結膜炎など)は登園時にお知らせくださいね。 

 〇手足の爪は短く切りましょう。 

 〇衣服や持ち物にはわかりやすく名前を書いて下さい。(消えかかってる場合もあるので確認お願いします) 

 〇暑くなり子どもたちは、いつも以上に体力を消耗してしまいます。水分補給や休息をとりながら 

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。 

 

お誕生日おめでとう！！ 
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☆    みずき さん 

☆    かずき くん 

☆    なのか さん 

1歳になったね♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はじめてのお絵描きは、おうちの方にそっ

と手を添えてもらい、クレヨンをにぎにぎ♪

したり、チョンチョンと手を動かし、親子で

楽しくお話をしながら、描く様子が見られま

した。おやつはどの子もおかわりをして満足

そうな表情でしたね。 

親子でのご参加ありがとうございました。 

次の行事もご参加お待ちしておりますね。 

♪今月のうた♪～お家でも歌ってね～ 

『 パンやさんにおかいもの 』 

 『ピンポン♪』 

 
ピンポン ピンポン 

ドアがあいて でてきたのは 

たこにゅうどう 
ピンポン ピンポン 

ドアがあいて でてきたのは 

ぶた 

ピンポン ピンポン 

ドアがあいて でてきたのは 

ふぐ 
★お子さんの可愛い鼻をピンポン♪と触って、

親子でふれあって歌ってみてくださいね。 

 

★保育参加たのしかったね★ 

７月  

☆今月の保育のねらいと主な活動☆ 

 

〇一人一人の生活リズムを大切にしながら、暑い夏をゆったりと過ごす。 

★水分と休息を十分にとる。 ★体を清潔にする。 

〇保育者や友達と夏の遊びの楽しさを味わう。 

★水遊び ★フィンガーペインティング、寒天あそびなどの感覚遊び 

 あか組の子どもたちはボールプールが大好きなんです。ビニールプールと赤ちゃんプールにボールをいれ

ると、ハイハイや歩いて自分からプールの中に入り、笑顔で遊ぶ姿が見られていますよ。体調や天気のいい

日はお外での水遊びができるといいですね☆ 

 暑い日が続いていますが、あか組の子どもたちは食べることがと～っても大好き♪給食の支度をしている

先生達の姿をじ～っと見つめて熱い視線を送ってくれたり、お菓子の入っている棚が開くとすぐに気付いて

傍に来てくれたり♡給食では、嬉しそうに手を伸ばし手づかみでパクパク♪先生のあ～んでモグモグ☺様々な

食材や食感を味わうようにして食べていますよ。スプーンにのせると自分で持ち口に運ぼうとする子やコッ

プやお茶碗を口に近づけるとゴクッと飲む子の姿もあり、自分で食べる意欲がでてきているあか組さんです。

これからも暑さに負けずにたくさん食べようね！ 

 

おたんじょうびおめでとう★ 

おねがい 

梅雨が明けて、暑い夏がやってきましたね。外気

の変化で体温が上がり体調を崩す場合もあります。

汗をかいたらこまめに着替えたいと思いますので、

着替えの補充をおねがいします。 

※食中毒警報が発令される日が続いていますの

で衣服・エプロン・マグの衛生状況（カビなど）の

確認をしてみてくださいね。 

 

あかぐみだより（0 歳児） 

透かしを削除する Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=7486&m=db
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