
 

令和 4年 6月 29日 

                                     湖西市立新居幼稚園 

 

 

幼児は、６月中旬から子ども達の大好きなプール遊びが始まりました。思い切り水を浴びて遊ぶ子

や、控えめに遊ぶ子など、思い思いに水に親しんでいます。７月からは乳児もプール遊びが始まりま

す。一人一人が楽しめる環境で水遊びを進めていきます。また熱中症対策やコロナウィルス感染拡大

防止にも努めながら、夏ならではの遊びを楽しんでいきたいと思います。 

【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) 

・安全な環境の中で保
育教諭に見守られな
がら水に触れて遊ぶ
ことを喜ぶ。 

・プール遊び【ペットボトルシャワー、ボ
ール】 

・戸外遊び【水、砂遊び】 
・室内遊び【音の出る玩具、手押し車、園

内探索】 
・製作遊び【イカ・タコ（手形ｽﾀﾝﾌﾟ）】 

・水分や休息を十分にと
り、快適に過ごす。 

・汗をかいたら保育教諭に
着替えさせてもらい、気
持ちよく過ごす。 

１歳児 

(ちゅうりっぷ組) 

・身の回りの物や水、
砂などの自然物に触
れて、開放的な遊び
を十分楽しむ。 

・疲れすぎないように
休息をとりながらゆ
ったり過ごす。 

・プール遊び【ペットボトルシャワー、ボ
ール】 

・戸外遊び【泥、水、砂遊び】 
・室内遊び【マット、新聞遊び、トンネル

くぐり、ﾎﾟｯﾄﾝ落とし】 
・製作遊び【ﾋﾞｰﾁｻﾝﾀﾞﾙ（足型ｽﾀﾝﾌﾟ）】 

・オマルに自分から座ろう
とする。 

・汗をかいたら、保育教諭
と一緒に着替えをし、気
持ちよく過ごす。 

２歳児 

(さくら組) 

・簡単な身の回りの始
末を保育教諭と一緒
に行う。 

・水、泥、絵の具の感
触を味わいながら夏
の遊びを楽しむ。 

・プール遊び【シャワー遊び、 
 貝・魚拾い、ワニ泳ぎ】 
・戸外遊び【泥、水、砂遊び】 
・室内遊び【ままごと、ブロック、サーキ

ット遊び、ミニカー】 
・製作遊び【魚（にじみ絵）】 

・日中、布パンツで生活す
る。 

・十分な水分補給をし、休
息をとりながら無理の
ないように過ごす。 

・フォークを下から持って
食べようとする。 

３歳児 

(すみれ組） 

・水の感触や心地よさ
を味わう。 

・絵本や紙芝居を見て
七夕の行事を知る。 

・遊びや生活の中で、
自分の思いや要求を
伝えようとする。 

・プール遊び【貝・魚拾い、フープくぐり、
ワニ歩き】 

・戸外遊び【水、砂遊び】 
・室内遊び【ままごと、ブロック、サーキ

ット遊び】 
・製作遊び【アイスクリーム（折り紙）】 

・プール遊びの身支度や後
始末の仕方を覚え、自分
でしようとする。 

・汗が出たらハンカチで拭
く。 

 

４歳児 

(あやめ組) 

・いろいろな水遊びを
して、水に親しむ。 

・友達との遊びに興味
をもち、誘い合って
ルールある遊びを楽
しむ。 

・プール遊び【水のかけあい、 
ワニ泳ぎ、顔をつける、貝拾い、水鉄砲】 

・戸外遊び【水、砂遊び、泥団子作り】 
・室内遊び【ままごと、ブロック、サーキ

ット遊び】 
・製作遊び【紙飛行機、折り紙】 

・汗をかいたらハンカチで
拭いたり、着替えをした
りする。 

・エプロン、マスク、帽子
の準備や片付けを自分
でしようとする。 

５歳児 

(うめ組) 

・いろいろな水遊びを
友達と一緒に楽し
む。 

・友達と役割分担し、
協力して遊ぶ。 

 

・プール遊び【ビート板、潜る、バタ足で
進む】 

・戸外遊び【水、砂遊び、泥団子作り、色
水遊び】 

・室内遊び【ままごと、ブロック、サーキ
ット遊び、お店やさんごっこ】 

・製作遊び（折り紙、楽焼粘土） 
・夏野菜を収穫し食べる。 

・水遊びでぬれた手足、頭
を拭く。 

・汗をかいたらハンカチで
拭く。 

・トイレを汚さないように 
 気をつけて使う。 

～７月号～ 

189
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(幼)幼稚園部の略 (保)保育部の略 【行事予定】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

７月・８月 

日 曜日 対象年齢 行事内容 

1 金 0～2歳児 プール開き※4日に変更 

4～6 月 ～水 5 歳児 自由参観 

6 水 希望者 すくすく相談 

7 木 5 歳児 プール指導 

8 金 4 歳児 プール指導 

9 土 
保育部希望者 

地域希望者 
すくすく相談 

11 月 全 避難訓練（不審者） 

12 火 

3～5歳児 

幼稚園部 
給食終了 

全 夏祭り（子どものみ） 

13 水 

3～5歳児 

幼稚園部 
11時降園 

3～5歳児 誕生会（7・8月） 

0～2歳児 誕生会（7月） 

3～5歳児 個人面談（～15日） 

15 金 全 避難訓練（火災） 

18 月 （祝）海の日 

20 水 希望者 すくすく相談 

21 木 3～5歳児 １学期終業式 

8/1 月 0～2歳児 身体測定 

2 火 全 避難訓練（プール・地震） 

11 木 （祝）山の日 

25 木 
新入園児 入園説明会 

0～2歳児 誕生会 

 

9月 

日 曜日 対象年齢 行事予定 

1 木 
3～5歳児 2 学期始業式 

全 避難訓練（地震・津波） 

2 金 

3～5歳児 

幼稚園部 
給食開始 

5 歳児 身体測定 

5 月 

5 歳児 プールじまい 

4 歳児 身体測定 

ふたば ふたば学級 

6 火 
4 歳児 プールじまい 

3 歳児 身体測定 

7 水 
希望者 すくすく相談 

3 歳児 プールじまい 

9 金 
全 登園時避難訓練 

0～2歳児 プールじまい 

10 土 
保育部希望者 

地域希望者 
すくすく相談 

13 火 5 歳児 芋掘り 

16 金 PTA PTA役員会 

19 月 （祝）敬老の日 

20 火 3 歳児 PTA園内整備・自由参観 

21 水 希望者 すくすく相談 

22 木 2～5歳児 運動会総練習 

23 金 （祝）秋分の日 

27 火 
3 歳児 PTA 園内整備・自由参観予備日 

全 誕生会 

 

★行事は変更や縮小されることがあります。 

トンネルくぐって バー！（０歳児） 

保育室でトンネルやマットを用意すると、

興味津々な子ども達。トンネルに入ってみる

と、反対側で「こっちだよ～！」と待ってい

る先生に向かって、にこにこ顔で出てきます。

慎重派な子どもも先生と一緒にトンネルに入

ってみると、ハイハイで進むことができまし

た。 

マットは少し角度をつけてみると上りも下

りもしっかりとした手･足運びでハイハイし、

先生に「すごいね！できたね！」と言われる

と得意げな表情の子ども達でした。 

6 月はこんなことして遊んだよ 

水遊びきもちいいね（３歳児） 

天気の良い日には泥水遊びを楽しみました。バ

ケツに水を溜めて砂場に流すと、川の出来上が

り！川に入って涼んだり、泥の感触を楽しんだり

出来ました。水を汲むのが楽しくて何度も川に水

を流してくれる子もいて、自然と役割分担しなが

ら遊びが盛り上がっていました。 


