
                         

 

 

 令和４年８月号 

暑中お見舞い申し上げます。 
 

夏真っ盛り、子ども達はプールに泥んこ、シャボン玉、フィンガーペイントなどなど、夏の遊びを元気に楽

しんでいます。今年の夏、園でもご家庭でも夏ならではの生活や遊びを満喫した

いと思います。 

つき組さんは先日お泊まり保育を行い、カレー作りやキャンプファイヤーを楽

しんで一晩を友達や職員と過ごしました。一人ひとりに自信や仲間意識が深まり、

これからが楽しみです。 

つき組以外のお友達やお家のみなさん、希望保育ということで、ご協力ありが

とうございました。どうぞ、つき組さんになった時を楽しみにしていて下さいね！ 

今月は、新型コロナウイルス感染に加えて、この時期気をつけなくてはいけない熱中症や夏かぜ対策も必要

となります。「早期発見、早期治療」 「はやおきはやね」 を心がけ、免疫力を高めましょう。 

この夏が良い思い出になるためにも、ご家族そろって健康に過ごせるとよいですね。 

 

                   ※感染状況により変更されることもあります。 

 

 

 

 

 

 

追いかけたり追いかけられたりする鬼ごっこは、世界中の子どもが大好きという不思議な魅力があります。 

遊び相手がほしくて、ちょこちょこでも自分が移動できるようになって、ただ走ることを楽しんでいるそら

組さんの時くらいから、おいかけっこは始まります。 

スリルがあって興奮しすぎたり怖がったりするくらいの魅力があるので、おうちでのはじめの一歩はこんな

感じで、ステップを踏んでやってみましょう！  準備するものは何もいりません(^▽^)/ 

おとなに遊んでほしいなあという姿を見せている時に、テンポ良く、 

1 「よーし、◯◯ちゃん、捕まえちゃうぞー、まてまてー」と嬉しそうに、やさしく追いかけてみる。 

2  「○○ちゃん、まてまて」と名前を呼びながら追いかけたり、大人が逃げたりをただ楽しむ。 

3  何回かはつかまえないで「まてまて」を楽しむ。 

4  つかまえたらハグ、こちょこちょ、頭なでなで、まねっこなどをして楽しむ。 

5 つかまりそうになったら、◯色のものをさわればつかまらない(色おに)などとルールを作っていく。 

※その子の好きな遊び方を大人が見つけましょう。 

☆園で友達と遊ぶ時の発展系の例では、 

・つかまりそうになったら、友だちと手をつなげばつかまらない 

・つかまったらバナナになっちゃうけど、誰かが皮をむいてくれたらまた逃げられる(バナナおに) 

・つかまったら鬼と手をつなぎ、今度は鬼になってつかまえる側になる(手つなぎおに) 

追いかけっこ・追いかけられっこのスリルある楽しい遊びを通して、子ども達は小さな時から、自分も友だち

も大切な一人ひとりという、対等な関係性を学んでいくことになります。 

４日（木） 

            夏季希望保育期間（詳細既報） 

11日（木）＝ 山の日（祝日） 

18日（木） 

20日（土）＝なかよし保育♪一緒にあそぼ♪ 

23日（火）＝避難訓練 

24日（水）  身体測定 

27日（土）＝家族ふれあいの日 

31日（水）＝８月生まれの子のお誕生会 

※８月末から９月はじめの天候をみて、プール大会を行

い、プール遊びを終えたいと思います。日にちは担任

から後日お知らせします。 

 

～９月1０日（土）祖父母の集い～ 
 

現在の感染状況をふまえ、つき組さんの  
祖父母の方のみで行う方向ですすめたいと  
思います。  
はな組以下の園児は、可能な限り  
家庭保育へのご協力をお願いします。  
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今月の保育のねらいと主な活動 
○健康的な夏の過ごし方を知り、それを身に着ける。 

・身の回りの始末を自分でし、休憩や水分補給を自分で行う。 

〇夏のあそびを十分楽しみ、満足感や達成感を得る。 

・プールや泥んこあそびなど。 

〇夏の自然事象に触れたり、動植物のお世話をしたりする中で命の大切さを知る。 

・動植物（カブトムシ、夏野菜）を観察したり、図鑑で調べたりする。  

 ♪今月のうた♪ 

みなみのしまのハメハメハだいおう 

1．みなみのしまの だいおうは 
 そのなもいだいな ハメハメハ 
 ロマンチックな おうさまで 
 かぜのすべてが かれのうた 
 ほしのすべてが かれのゆめ 
 ハメハメハ ハメハメハ 
 ハメハメハメハメハ 
          ２番につづく… 
 

6 さい 

おめでとう 

できたー！楽しかったー！ 
お泊まり保育♪ 

〇自分でできることは自分でしましょう 

〇困ったときは、自分から相談しましょう 

先日のお泊まり保育のご参加・ご協力をありが

とうございました。 

「お泊まり保育楽しみ！！」と指折り数えて楽

しみにしている中にも、ドキドキ感やちょっぴり 

不安な気持ちが感じられていました。そんな自分

の心と向き合いながら最後まで友だちと楽しむ

ことが出来たからこそ、子ども達の心は一回り大

きくたくましくなったと思います。友だちがいる

から一緒に頑張れる！寝れた！プール遊びやキ

ャンプファイヤーは一緒にやるから楽しい！友

だちと協力したからおいしいカレーができた！

と、友だちの存在の大きさに改めて気が付き、  

“仲間”との絆がより一層深くなったように感

じます。一人の力がみんなの大きな力になること

のすごさ、達成感などの経験を大切にしていきた

いと思います。 

 

〇シャボン玉の大きいもの
作りたい！割れにくいシャ
ボ ン 玉 は ど う や っ て       
作る？？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
疑問→やってみたい！→図鑑で調べる→試し

てみよう！→実験だ！と、好奇心からチャレン
ジしようとする姿が☆☆ 

 
うまくいかなかった、想像と違った、失
敗したことからの発見、考える力、集中
力、子ども達の無限大の力がぐんぐんと
☆☆ 

プールの「○○がんばりたい！」 

 思いっきり水遊びをする中から、こんなこと
できないな、、できるようになりたいな！という
気持ちに気が付いています。自分の気づいた気   
持ちから目標を決め、それに向かって挑戦し

ようとする気持ちがメキメキと☆☆ 

 
〇玉ねぎの皮を煮て布を染めると
黄色になったよ！「じゃあ、にん
じんの皮は？」「トマトは？」 

 

（5歳児） つきぐみだより 

★８月生まれのお友だち★ 

８日      すずさん 

１０日     こうせいくん 

１２日     いちとくん 

１６日     えいのすけくん 

１８日     かいしくん 

２１日     ほのかさん 
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★今月の保育のねらい・主な活動 

〇夏の生活を知り、健康で快適に過ごす。 

・身の周りの始末を自分でし、休憩や水分補給を自分で行う。 

〇友達や保育者と関わりながら、夏の遊びを一緒に楽しむ。 

・プールやどろんこ遊びなどをする。 

〇夏の自然事象に触れたり、動物の世話をしたりする中で、命の大切さを知る。 

・動植物（カブトムシ、ヒマワリなど）を観察したり、図鑑で調べたりする。 

 

はなぐみだより（４歳児） 

めざせ、明照名人！ 

 プール遊びを楽しみながら、もっとやってみたい！

という気持ちが溢れているはな組さん。少しドキドキ

しながらも「顏付けてみる！」と自分から挑戦してい

ます。やってみよう！の気持ちが素敵ですね！ 

 そして、その姿をお応援したり、出来た時には友達

と先生とお家の皆さんと、大いに喜び合いましょう♪ 

 

『はっけんめいじん』になっちゃおう♪ 

 ついに、はな組さんみんなで育てていたヒマワリ

が咲きました！毎日水を上げている中で、子どもた

ちからは、面白い発見がたくさん見つかりました♪ 

 「はな組さんと同じくらいの大きさだ！」「このチ

ームのヒマワリは、なんで大きくならないのかな…」

「太陽の光が当たってないからじゃない？」「穴が開

いてるのは誰がやったの？」「虫が付いてるから、こ

の虫じゃない？」…などたくさんの発見をしていた

子どもたち。 

 発見したことを、友達と話し合って考えたり、朝

の会で伝え合ったりしたことで、みんなで一緒に育

てる大切さや楽しさを感じていましたよ☆ 

 

７日      れんくん 

２８日     はんなさん 

 

８ 

♡はなぐみまつり大成功♡ 

 廃材を使って、ごちそうを作ることに夢中なはな組さん。

作るのも楽しいけど「お客さんに食べて欲しい」「買いに来

て欲しいな」そんな子どもたちの声から、はなぐみおまつり

計画が始まりました♪ 

 ご馳走を作ったりラッピングしたり、販売をしたりする中

でも、どうしたらお客さんが買ってくれるのか、話し合いを

していました。「綺麗に飾ったら買ってくれるかな？」「いら

っしゃいませ！って大きい声で言ってみる？」「大きすぎな

い声で言うといいんじゃない？」「いいね、やってみよう！」

など、考えて伝え合う姿がありました。お客さんが買ってく

れると「買ってくれた！」「うれしい～！」と大盛り上がり

で、はなぐみまつり大成功でした♡ 

 自分の思いを伝えたり、相手の思いを受け止めたり、受け

止めてもらう経験を重ねていく事♪そして、時には、まだ上

手く伝わらなかったりすることもあると思います。しかし、

その姿も今は大切な経験であり、一つの成長です♪ 

 ★友達と関わる中で、子どもたちはどんどん成長していま

す。耳を傾け目を輝かせ、子どもたちを信じ、温かく見守っ

ていきましょう♪ 

しりとりうた 
１． なつはどうして たのしいか 

みんなですきなもの いってみよう 

すいか かもめ めだか かいすいよく 

くも もっくもく くいしんぼう 

うなどん 

２． なつはどうして たのしいか 

みんなですきなもの いってみよう 

きんぎょ よみせ せみ みずあそび 

びーだま まつり りょこう 

うなどん 
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ほしぐみだより８がつ 
3 歳児 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

２日      ひびきくん 

１８日      かんなさん 

２４日      みらいさん  

２９日      せいじくん 

今月の ◎主なねらい と ★主な活動 
 ◎気温や気候に合わせて、心地よく過ごせるようにする。 

★水分補給、衣服の調節、汗を拭く。 

◎自分の思いを友だちに伝え、競争したり目標を達成したりする楽しさを味わう。 

★鉄棒、集団あそびなど。 

◎植物の苗を植え、世話をして昆虫や植物を大切にする気持ちを持つ。 

★植物の世話や観察、生き物の飼育などをする。 

ぼくたちにまかせてー！！ 

 

当番活動や、お手伝いが大好きな

な子どもたち♪友だちが困っていた

り、先生が困っていたりすると、

「やってあげるー！！」「ムキムキ

まんにまかせてー！」と、キラキラ

の顔で小さなヒーローたちが助けて

くれます☆彡 

そんな中で、友だちとの関わりも

増え、「こっちやるから○○やっ

て！」「じゃあわたしが○○やろっ

か？」「でもそしたらさ・・・」

と、子どもたち同士で気づき、伝え

合う姿もたくさん見られます(^_-)- 

ほしぐみのお兄さん、お姉さん！ 

頼りになるね～！！！！！！ 

 

 

『南のしまのハメハメハ大王』 
１． なみのしまのだいおうは 

そのなもいだいな ハメハメハ 

ロマンチックなおうさまで 

かぜのすべてが かれのうた 

ほしのすべてが かれのゆめ 

ハメハメハ ハメハメハ 

ハメハメハメハメハ  

２番につづく…。 

雨にも負けず、暑さにも負けず！！ 

朝、登園してくると「あついね～！」「もうあせかいちゃ

った～」と、顔をぬぐいながら登園してくる子どもたち♪ 

「セミの声聞こえてきたね」「おうちにいたときは、かみ

なりもきこえたんだよ」と、夏らしい季節の様子に気づき親

しんでいます。まだまだ雨が続く日は多いですが、暑さにも

負けず、たくさん体を動かしています★ 

そんなほしぐみさんが最近頑張っていることは、プー

ル！！！「みてみて！！」と水に顔を付けてみたり、ワニや

色んな動物になって変身してみたり…“できた♡”の経験

が、自信へと繋がっていく子どもたちの姿に日々成長を感じ

ます(^^)/ 

ほしぐみの部屋の壁には大きなプールがあり、顔をつける

目標を達成すると小さな自分がプールの中に入ることができ

るんですよ♪ 

すってんすっく！何度転んでも大丈夫！！ 

これからも色んな事に一緒にチャレンジしていこうね★ 

 

 

 

育てたアサガオで

色水遊び 

したよ☆彡 
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今月の◎保育のねらいと★主な活動 

◎生活の中で身の回りのことを意欲的に取り組み、出来た喜びを味わう。 

 ★衣服の着脱をし、脱いだ服を畳む ★トイレで排泄をする など 

◎夏ならではのあそびを友だちや保育者と一緒に楽しむ。 

 ★水あそびやどろんこあそび、色水あそび など 

今月のうた♪ 

『はなび』 

1．ドンとなった はなびだ きれいだな 

  そらいっぱいに ひろがった 

  しだれやなぎが ひろがった 

 

2．ドンっとなった なんびゃく あかいほし 

  いちどにかわって あおいほし 

  もいちどかわって きんのほし 

 

 食べることがだ～いすきなゆき組のみんな♡先日、とう

もろこしの皮むきにチャレンジしました！ 

 先生がとうもろこしを持ってくると、あれ？何だかいつ

ものとうもろこしと違う…と不思議そうな子どもたち。「緑の

皮をむきむきするんだよ」と伝えると、目をキラキラと輝か

せてやる気満々♪硬くてぷるぷると震えながらも真剣な眼差

しで 1枚 1枚、皮をむいていくと…みんなの知っている黄色

の実が！「みて～！でてきたよ！」と嬉しそうに教えてくれ

たみんなの表情は達成感に満ち溢れていました★ 

皮むきをしてから、給食にとうもろこしが出ると「これ、

みんなでむきむきしたとうもろこしかな？」と食材にも興味

がでてきていますよ。もりもり給食を食べて、まだまだ夏を

楽しもうね♪ 

 

おいしそ～う♡ 

★はたらくくるま★ 

 7 月の誕生会では、ゆき組

の男の子たちがお楽しみを披

露しました！キラキラバンド

を付けるとパワーが出てきて 

大きな声でセリフを言ったり 

かっこよく踊ったりすること

ができましたよ★ 

困っていることがあったら

「ぼくたちにおまかせ！」と

頼もしい男の子たちです♡ 

おたんじょうびおめでとう 

 ６日      なみさん 

１４日      りつくん 

１７日      とあくん 

２０日      はんとくん 
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☆今月のねらいと主な経験 

◎保育者に見守られながら、身の回りのことは自分でやってみようとする 

 ★汚れに気づき手や口の汚れを拭く  ★衣服の着脱を自分でしようとする 

◎夏の遊びに親しんだり、全身を使って遊んだりすることを楽しむ 

 ★水あそび・絵の具あそび・シャボン玉・洗濯あそび・リズムあそび 

そらぐみだより（1歳児） 

今月のうた 『 はなび 』 

  １ どんとなった はなび だ 

    きれいだな 

    そらいっぱいに ひろがった 

    しだれやなぎが ひろがった♪  

    

   いっしょにうたってみてね 

 

 

一段と暑くなってきて、毎回大盛り上がりの楽しい水遊び☆体全体で水の中につかったり、水鉄砲で的当て

をしたり、シャワーの水を豪快に浴びたり…より遊びが広がって、ダイナミックにもなっています♪またおも

ちゃのスプーンで水をすくって遊んでいる姿が給食にもつながり、以前よりスプーンの使い方が上達している

子が増えています。日常の遊びが生活の知恵へと繋がっていく…とっても素敵ですよね♪ 

身のまわりのことにも興味を持っている子ども達は、プールの後やお昼寝前の着替えを保育者と一緒に挑戦

中☆自分で一生懸命ズボンをはこうとする姿を先生たちは見守りながら、手を添えたり手伝ったりして、「や

ってみよう♪」「できた☆」という喜びを感じていくことができるよう、日々保育をしています♪ 

     ゆうせいくん（１８日） 

 

    めいかさん（１８日） 

 

   りのさん（21日） 

 

   るりさん（２６日） 

 

子どもの様子 

〇暑い日が続き、体調を崩しやすい時期です。目の充血、

下痢、とびひなどは感染症が広がるのを予防するために

も、水遊びをお休みすることがあります。お家での様子

や体調が、いつもと少し違うと感じた時はお知らせくだ

さい。 

〇虫さされをかいてとびひになりやすいので、爪切りをお

願いします。 

〇エプロンや帽子のゴムの伸びや、名前が薄くなっていな

いか等、お休み中に一度ご確認の方をよろしくお願いし

ます。 

お誕生日おめでとう！！ 

夏の製作でフィンガーペイントをして、それ

ぞれ素敵な色・模様のお魚や、カメ、タコの生

き物を作りました。絵の具の感触を楽しみ、色

が交わる面白さを感じる子ども達です。 

おしらせとおねがい 

ぶにゅ 

ぶにゅ 

たのし

い～！ 

ぬりぬり 

気持ちが 

いいな 

色が変わ

った☆

 

よごれない 

かな？ おもしろい！ 
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☆    なぎとくん 

１歳になったね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「センサリープレイ」は五感を刺激するあそ

びのことです。先日、子どもたちと一緒に 

「寒天あそび」をしました。 

食紅で色付けした色とりどりの寒天を不思

議そうに眺めてから、そっと触れたり、握っ

たりして楽しみましたよ。 
 あそびを通して五感をたくさん刺激し、経

験を重ねていくと、指先の力の入れ方に気付

くなど、様々な成長に繋がるきっかけとなり

ます。ぜひおうちでも挑戦してみてください

ね(*^-^*) 

やってみよう！ 
    センサリープレイ♪ 

８月  

☆今月の保育のねらいと主な活動☆ 
☆今月の保育のねらいと主な活動☆ 

○暑い夏を健康で元気に過ごす。 

★汗をかいたら、衣服を着替える。 ★水分を補給して、体温を調節する。 

○夏のあそびに親しむ。 

★水あそび・色水あそび・フィンガーペインティング・ 

絵の具あそび・身近なものを使った感覚あそび等。 

 

 暑い日が続く中、水あそびが始まりました。初めてのプールにドキドキ…そんなお友だちもお湯の

シャワーをちょっとずつかけていくと徐々に慣れていき、赤ちゃんプールに一人ずつ入ると、あっと

いう間に笑顔に。水面をパシャパシャ叩いてみて、飛んでいく水しぶきを見たり、冷たい感触を味わ

ったりして楽しんでいますよ。 

最近「あかぐみさ～ん！」と呼び掛けると、「はーい」と言ったり、手を挙げたりするようになって

きた子どもたち。音楽に合わせて保育者が踊ると、真似っこして同じ動きをする子も増えてきました。

言葉や動きが通じ合うことで、心と心の距離も、ぐっと近づいたように感じます♡ 

 これからもたくさん気持ちを通わせられるように、じっくりと関わりながら毎日を過ごしていきた

いと思います。 

おたんじょうびおめでとう★ おねがい 

☆暑さや疲れにより急な発熱や嘔吐・夏風邪
（咳・鼻水・下痢など）で体調を崩す場合があ
ります。 
長引くと子どもたちの体にも負担がかかる為、
体調の変化には気を付けていきたいですね。 

☆子どもの健康や安全面を考慮して、爪の長さ、
目やに、鼻水がでていないか毎朝忘れずにチ
ェックしましょう(^^♪ 

 

♪今月のうた♪～お家でも歌ってね～ 

『 パンやさんにおかいもの 』 

 『りんご ごろごろ』 
りんごがごろごろ りんごがごろごろ 

みかん みかん みかん  

みかん みかん みかん 

ぴーまん ぴーぴー 

ぴーまん ぴーぴー 

きゃべつは きゃー  

きゃべつは きゃー 

☆保育園では「りんご→トマト」で歌うことが 

多いです。（※歌詞、曲名共に諸説あります。） 
親子で歌ってみてくださいね♪ 

あかぐみだより（0 歳児） 
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