
 

 

  

 

朝晩は冷え込み、秋の深まりを感じる季節になりました。 

運動会後は他の学年同士でいろいろな競技にチャレンジしたり、5歳児はクラス単位で新居の街中を

探索に出かけたりと秋の気候の良い時期を満喫しています。乳児も園庭や命山に出てお散歩をしたり、

遊具で遊んだり戸外で元気に遊んでいます。引き続き、体を動かした遊びが十分楽しめるようにして

いきたいと思います。 

朝夕と日中の気温差が大きく、体調を崩しやすい時期です。衣服の調節や家庭でも手洗いうがいを

行い、元気に過ごせるようにしましょう。 

 

【今月のめあてと主な活動】 

 

 

 

 

 

 

 めあて 主な活動 生活習慣 

0 歳児 

(もも組) 

・戸外遊びや散歩を通して 

自然に触れて遊ぶこと  

を楽しむ。 

・保育教諭に見守られながら安

心して遊ぶ。 

・戸外遊び【散歩、砂遊び、コンビカー】 

・室内遊び【マラカス、手押し車、園内

探索、絵本、積み木】 

・製作遊び【クリスマスツリー（手形、

足形）】 

・手づかみやスプーン

で好きな物を食べ

ようとする。 

・衣服の着脱時、手足

を動かそうとする。 

1 歳児 

(ちゅうりっぷ組) 

・秋の自然に親しみ、保育教諭

や友達といろいろな遊びを

楽しむ。 

・保育教諭や友達と一緒に歌お

うとしたり、体を動かしたり

する。 

・戸外遊び【散歩、木の葉拾い、砂遊び、

コンビカー】 

・室内遊び【リズム遊び、ブロック、絵

本、シール貼り】 

・製作遊び【クリスマスブーツ（シール

貼り、絵の具）クリスマスプレゼント

袋（シール貼り）】 

・スプーンを下から持

ち、自分で食べよう

とする。 

・オマルに座って排泄

しようとする。 

2 歳児 

(さくら組) 

・秋の自然に触れながら、戸外

でのびのびと遊ぶ。 

・保育教諭や友達と一緒に歌っ

たり音楽に合わせて自分なり

に体を動かしたりすることを

楽しむ。 

・劇ごっこ 

・戸外遊び【砂遊び、固定遊具、園外保

育、木の実拾い】 

・室内遊び【ひも通し、ボタンはめ】 

・製作遊び【ケーキ（のり）】 

・お椀やお皿に手を添

え食事をする。 

・保育教諭に見守られ

ながら、脱いだ衣服

を保育教諭と一緒

にたたんでみる。 

3 歳児 

(すみれ組) 

・秋の自然に興味をもち、遊び

に取り入れて楽しむ。 

・保育教諭や友達と一緒に歌っ

たり、リズムに合わせて踊っ

たりしながら表現遊びを楽

しむ。 

・リズム遊び 

・戸外遊び【固定遊具、木の実、木の葉

拾い、鬼ごっこ、じゃんけん遊び】 

・室内遊び【自由画、ままごと、絵本】 

・製作遊び【クリスマスプレゼント袋作

り（段ボールスタンプ）リース（毛糸

通し、絵具）】 

・気温や活動に応じて

衣服の調節をする。 

・スプーンやフォー

ク、食器をしっかり

持ち、姿勢を正して

よく噛んで食事を

する。 

4 歳児 

(あやめ組) 

・自然の変化に関心をもち、自

然物を使って遊ぶ。 

・友達と共通のイメージをもっ

て表現する楽しさを味わう。 

・オペレッタ遊び・楽器遊び 

・戸外遊び【ボール遊び、自然物を使っ

た遊び、縄遊び、遊具チャレンジ】 

・室内遊び【折り紙、絵本、自由画、ボ

ール遊び】 

・製作遊び【クリスマスプレゼント作り

（のり、はさみ）】 

・気温や活動に応じて

衣服の調節をしよ

うとし、脱いだ衣服

を自分で片付ける。 

・話を聞く時は、話す

人の顔を見てしっ

かり聞く。 

5 歳児 

(うめ組) 

・感じたことや考えたことを

様々な方法で表現しようと

する。 

・友達との関わりを深め、共通

の目標に向かって協力しよ

うとする。 

・劇遊び・楽器遊び 

・戸外遊び【ドッジボール、雲梯、鉄棒、

登り棒、縄跳び、ホップスキップ、自

然物を使った遊び】 

・室内遊び【自由画、絵本、折り紙】 

・製作活動【自然物や廃材で製作、ツリ

ー、クリスマスプレゼント袋作り】 

・気温や活動に応じて

衣服の調節をする。 

・病気予防を理解し

て、手洗いを丁寧に

する。 
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【行事予定】                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月行事予定 

日 曜日 対象学年 行事内容 

1 火 5歳児 就学時健康診断 

2 水 希望者 すくすく相談 

3 木 文化の日 

7 月 5歳 遠足予備日（図書館） 

8 火 3～5歳児 新居中職業体験（9日） 

9 水 全 避難訓練（地震・津波） 

11 金 PTA役員 PTA役員会 

12 土 
希望者（保） 

地域希望者 
すくすく相談 

16 水 希望者 すくすく相談 

18 金 2～5歳 発表会総練習 

21 月 全 誕生会 

23 水 勤労感謝の日 

26 土 2～5歳児 あらいっこ発表会 

28 月 
3～5歳児 

（幼） 
振替休園日（発表会） 

29 火 2・4歳児 
祖父母参観会 

（ミニ発表会） 

30 水 3・5歳児 
祖父母参観会 

（ミニ発表会） 

 

１２月行事予定 

日 曜日 対象学年 行事内容 

1 木 
4歳児 身体測定 

5歳児 幼小交流会 

2 金 
5歳児 身体測定 

新入園児 半日入園① 

5 月 3歳児 身体測定 

6 火 0～2歳児 身体測定 

7 水 

4歳児 歯磨き指導 

5歳児 起震車体験 

希望者 すくすく相談 

9 金 全 避難訓練（地震・津波） 

10 土 
希望者（保） 

地域希望者 
すくすく相談 

12 月 5歳児 リトミック 

13 火 お客様が見えます 市指定研究（公開保育） 

14 水 5歳児 歯磨き指導 

15 木 

全 おたのしみ会 

幼稚園部 給食終了 

4歳児 英語で遊ぼう 

16 金 
新入園児 半日入園② 

幼稚園部 11時降園 

19 月 3～5歳児 希望個人面談（～20日） 

20 火 全 誕生会 

21 水 
3～5歳児 2学期終業式 

希望者 すくすく相談 

29 木 全 
年末・年始の休日 

【～1/3（火）】 

 
行事はコロナウイルス感染状況により、変更や中

止になる場合もありますので、ご了承ください。 

１０月はこんなことして遊んだよ 

 おやまへおさんぽ！やっほ～！ ～３歳児～ 
源太山へ園外保育に出かけました。山の道には落ち葉がた

くさんあり、歩くとカサカサ音がして歩きながら枯れ葉の音
を楽しみました。どんぐりを見つけると、丸いのや細長いの
といろいろな形があることに気づき、手に取ったどんぐりを
先生やお友達と見せ合って楽しむ姿が見られました。また、
頂上では「ヤッホー！」と下の広場にいるお友達に呼びかけ
て遊びました。下にいるお友達から返事が返ってくると大喜
びの子どもたちでした。 

フワフワたのしい♪ ～２歳児～ 

運動会ごっこをしました。以前からお兄さ

んお姉さんがやっていたバルーンに興味を

もっていた子ども達。  

さくら組もミニバルーンに挑戦！曲に合

わせて上下や左右などの動きを行い、先生や

友達と楽しみました。遊びの中では「楽し

い！」「もう一回やる！」などの声が聞かれ、

大喜びで参加する子ども達でした♪ 

 


