
 

令和 4 年 9 月 1 日 

                                      湖西市立新居幼稚園 

 

 

２学期は体を動かしたり、花や虫などの秋の自然に触れたり、色々なお話に親しんだりと、楽しい活動が沢山ありま

す。コロナウイルス感染症拡大防止対策で活動が制限されてしまうこともありますが、子ども達が楽しめるような遊び

や経験を沢山考えていきたいと思います。 

まだまだ暑い日が続きます。栄養や睡眠を十分にとり、健康に過ごせるようご家庭でもご協力をお願いします。 

 

【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） 

・保育教諭と一緒に戸外で
遊ぶことを喜ぶ。 

・保育教諭と一緒に手遊び
や探索遊びを楽しむ。 

・戸外遊び【砂遊び、滑り台、お
散歩】 

・室内遊び【音の出る玩具、手押
し車、園内探索、マット登り、
トンネル】 

・製作遊び【とんぼ（足型）】 
・わらべうた遊び 

・汗をかいた時はシャワーで
汗を流したり、着替えをし
たりして快適に過ごせる
ようにする。 

・気温の変化に合わせ、衣服
の調節をする。 

１歳児 

（ちゅうりっぷ組） 

・保育教諭や友達と一緒に
戸外で体を動かして遊
ぶ。 

・保育教諭に手伝ってもら
いながら、ズボンを脱い
だり、はいたりする。 

・戸外遊び【体操、砂遊び、固定
遊具、お散歩】 

・室内遊び【コンビカー、巧技台、
リズム遊び、ブロック、絵本】 

・製作遊び【おばけ（手形）、ｷｬﾝﾃﾞ
ｨｰ（なぐり描き）】 

・わらべうた遊び 

・汗をかいた時はシャワーで
汗を流したり、着替えをし
たりして快適に過ごせる
ようにする。 

・気温の変化に合わせ、衣服
の調節をする。 

２歳児 

（さくら組） 

・いろいろな運動遊びに興
味をもち、保育教諭や友
達と一緒に体を動かして
遊ぶ楽しさを知る。 

・保育教諭に手伝ってもら
いながら、衣服の着脱を
自分でやろうとする。 

・戸外遊び【かけっこ、体操、砂
遊び、固定遊具】 

・室内遊び【リズム遊び、巧技台、
ままごと、ブロック、絵本】 

・製作遊び【ハリネズミ（はさみ）】 
・わらべうた遊び 

・汗をかいた時はシャワーで
汗を流したり、着替えをし
たりして快適に過ごせる
ようにする。 

・尿意がわかり、保育教諭に
知らせたり、自分でトイレ
に行こうとする。 

３歳児 

（すみれ組） 

・保育教諭や友達とかけっ
こや体操など運動遊びを
楽しむ。 

・秋の草花や小動物に興味
をもち、見たり触れたり
して遊ぶ。 

 

・戸外遊び【かけっこ、リズム、 
巧技台ｼﾞｬﾝﾌﾟ、平均台、はしご、
エース棒、虫探し、砂遊び】 

・室内遊び【ままごと、ブロック、
粘土、絵本】 

・製作遊び【おこのみやき（はさ
み）】 

・わらべうた遊び 

・活動後は、水分や休息を十
分にとる。 

・遊んだ後は、保育教諭や友
達と一緒に片付けをする。 

４歳児 

（あやめ組） 

・友達との関わりを広げ、
共通の目的をもって活動
したり、競い合ったりし
て遊ぶことを楽しむ。 

・身近な自然に触れ、季節
の変化に関心をもつ。 

 

・戸外遊び【かけっこ、リズム、 
はしご、一本橋、虫探し、砂遊
び、遊具】 

・室内遊び【ブロック、絵本、自
由画、粘土】 

・製作遊び【祖父母ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ、ぶど
う（はさみ・のり、折り紙）】 

・わらべうた遊び ・当番活動  

・ポケットにハンカチを用意
し、汗が出たら拭く。 

・使った遊具・用具はみんな
で片付ける。 

・運動後や食後は静かに休
む。 

５歳児 

（うめ組） 

・自分の力を十分に発揮し、
友達と力を合わせて意欲
的に活動する。 

・夏から秋への自然の変化
に気付き、興味や関心を
もって身近な自然に関わ
る。 

 

・戸外遊び【リレー、バルーン、 
ﾏﾙﾁﾊﾟﾈｼﾞｬﾝﾌﾟ一本橋、虫探し、
砂遊び】 

・室内遊び【ブロック、絵本、自
由画、粘土、折り紙】 

・製作遊び【T ｼｬﾂの絵を描く、入
場門作り、野菜スタンプ】 

・芋ほり、経験画 
・わらべうた遊び ・当番活動  

・体を休める大切さを知り、
水分補給や休息をとる。 

・使った器具、用具をみんな
で力を合わせて片付ける。 
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【行事予定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

１０月 

日 曜日 対象学年 行事内容 

1 土 2～5歳児 運動会 

2 日 2～5歳児 運動会予備日① 

3 月 

3～5歳児 

（幼） 
振替休園日（運動会） 

2～5歳児 運動会予備日② 

0～2歳児 身体測定 

4 火 5歳児 身体測定 

5 水 
3歳児 身体測定 

希望者 すくすく相談 

6 木 
4歳児 身体測定 

ふたば ふたば学級 

7 金 5歳児 防犯教室（警察署要請） 

8 土 
希望者（保） 

地域希望者 
すくすく相談 

10 月 （祝）スポーツの日 

11 火 3歳児 交通教室 

12 水 0～1歳児 保育参観会 

13 木 4歳児 園外保育（源太山） 

15 土  園内消毒 

17 月 
4歳児 自由参観（19日・20日） 

3歳児 園外保育（源太山） 

18 火 3～5歳児 人形劇観劇 

19 水 
全 内科検診 

希望者 すくすく相談 

21 金 5歳児 サッカー教室 

24 月 全 避難訓練（火災・消防署要請） 

25 火 4歳児 サッカー教室 

27 木 
5歳児 英語で遊ぼう 

全 誕生会 

28 金 3～5歳児 

秋季遠足 

文化公園・図書館（5歳） 

文化公園（4歳） 

親水公園（3歳） 

31 月 3歳児 運動遊び参観会（ﾘﾄﾐｯｸ） 

 

※行事はコロナウイルス感染拡大の状況により、 

中止や変更になる場合もあります。 

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 

28 水 全 げんきっず撮影 

 

ちびっこパパ＆ママに変身（1歳児） 

お部屋では“ままごと遊び”が大盛り上がり！エ

プロンをつけてキッチンでご飯を作り、テーブルに

ごちそうを並べるとパーティーが始まりました。 

 また、赤ちゃんの人形を用意すると、小さなお父 

さんとお母さんに変身！ご飯を食べさせたり、布団 

に寝かせてトントンしたり、抱っこしてあやしたり 

…大忙しの子ども達でした。いつも愛情いっぱいに 

お世話してくれるお家の方の真似ですね。一生懸命 

お世話をする可愛い姿にほっこりしました❤ 

8月はこんなことして遊んだよ 

 お水遊び大好き（2歳児） 

段々水にも慣れ、ダイナミックに遊ぶ姿が多く見

られるようになりました。「ももや ももや 流れ

ははやい～」というわらべうた遊びが大好きです。

「先生もう一回やって！」と繰り返し遊び楽しむ姿

が見られました。また、みんなが大好きな水鉄砲は

初めは使い方が分からずなかなか水が出ない子も

いましたが、何度も楽しむうちに遠くまで飛ばせる

ようになりました。先生と打ち合ったり、花火と言

って上に打ち上げたりして楽しんでいました。 


