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暑い日や涼しい日と気温差が激しい日もありますが、子ども達は毎日元気いっぱいです。 

 雨の日は戸外には出られませんが、体操やサーキット等、体を動かして遊べるよう工夫しています。

気温や湿度に応じてマスクを着脱したり、こまめに水分を補給したりと新型コロナ感染防止と共に、熱

中症対策をしながら楽しんでいます。 

  

【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） 

・ゆったりとした環境の中

で一人遊びや保育教諭と

の触れ合いを楽しむ。 

・保育教諭と一緒に水や砂

などに触れて遊ぼうとす

る。 

 

・戸外遊び【乳母車で散歩する、

水・砂遊び】 

・室内遊び【音の出る玩具、手押

し車、ぬいぐるみ、ブロック、

コンビカー】 

・製作遊び【七夕飾り（指スタン

プ）】 

・気温に合わせて衣服の調節

をしてもらい気持ちよく過

ごす。 

・水分補給をまめに行う。 

１歳児 

（ちゅうりっぷ組） 

・保育教諭と一緒に遊んだ
り、一人遊びをしたり、
好きな遊びを十分楽し
む。 

・水、砂、泥などに触れて
遊ぼうとする。 

・戸外遊び【水・砂・泥遊び、 

滑り台、散歩】 

・室内遊び【ままごと、ジャング

ルジム、コンビカー、絵本】 

・製作遊び【七夕飾り（手形） 

 金魚（シール貼り）】 

・おまるに座ることに慣れる。 

・衣服の調節をしたり、水分

補給をしたりする。 

２歳児 

（さくら組） 

・保育教諭と一緒に水、砂、

泥などに触れて遊ぶこと

を楽しむ。 

・保育教諭に手伝ってもら

いながら、排泄や着脱を

自分でしようとする。 

・戸外遊び【水・砂・泥遊び、滑

り台、ブランコ、三輪車、散歩】 

・室内遊び【ままごと、ブロック、

絵本、新聞紙遊び】 

・製作遊び【七夕飾り（はさみ）

ジュース（スタンプ）】 

・排尿間隔に合わせてトイレ

に誘い、排泄しようとする。 

・水分補給をしたり、汗をか

いたらシャワーを浴びたり

着替えを行ったりする。 

３歳児 

（すみれ組） 

・保育教諭や友達といろい
ろな遊びを楽しむ。 

・水、砂、泥の感触を味わ
う。 

 

・戸外遊び【水・砂・泥遊び、 
プール遊び】 

・室内遊び【ままごと、ブロック、
粘土、絵本、サーキット、オー
ガンジー】 

・製作遊び【七夕飾り（ビー玉こ
ろがし）クリームソーダ（1回
切り、のり）】 

・汗が出たらハンカチで拭い
たり、着替えたりする。 

・プール遊びの身支度や後始
末の仕方を覚え、自分でで
きることは自分でしようと
する。 

４歳児 

（あやめ組） 

・自分の好きな遊びを見つ
け、保育教諭や友達と一
緒に遊ぶ。 

・身近な自然に触れ、見た
り遊んだりすることを楽
しむ。 

 

・戸外遊び【水・砂・泥遊び、 
 プール遊び、遊具チャレンジ】 
・室内遊び【ままごと、ブロック、

粘土、自由画、遊具チャレンジ】 
・製作遊び【七夕飾り（染め紙）
金魚（折り紙）】 

・夏野菜を育てる【トマト】 

・汗が出たらハンカチで拭い
たり、着替えたりする。 

・雨具の始末を覚える。 
・給食のエプロンの紐の結び

方や、後始末の仕方を覚え、
自分で行う。 

・プールの準備の仕方を知り、
自分で行う。 

５歳児 

（うめ組） 

・友達との関わりを深め、
いろいろな遊びを楽し
む。 

・身近な植物に触れ、世話
をしたりする。 

 

・戸外遊び【水・砂・泥遊び、 
 プール遊び】 
・室内遊び【ままごと、ブロック、

粘土、サーキット】 
・製作遊び【染め絵、折り紙】 
・夏野菜を育てる【キュウリ・ピ

ーマン・オクラ】 

・濡れた衣服、水着の始末を
自分でする。 

・トイレを汚さないように気
をつけて使う。 

あらいようちえんだより 
～６月号～ 

189
 いち はや く

 



6 月行事予定 

日 曜日 対象学年 行事予定 

1 水 

3歳児（幼） 14時 30分降園 

5歳児 身体測定 

希望者 すくすく相談 

2 木 
4歳児 身体測定 

5歳児 歯磨き指導 

3 金 
3歳児 身体測定 

5 歳児保護者 PTA園内整備・自由参観予備日  

6 月 0～2歳児 身体測定 

7 火 4歳児 歯磨き指導 

8 水 ふたば学級 ふたば学級 

9 木 5歳児 英語で遊ぼう 

10 金 
PTA 役員会② 

相談員訪問 お客様がみえます 

11 土 

希望者（保） 

地域希望者 
すくすく相談 

 園内消毒 

13 月 市教委訪問 お客様がみえます 

15 水 
4歳児 リトミック 

希望者 すくすく相談 

16 木 5歳児 花火教室 

21 火 3～5歳児 プール開き 

22 水 4歳児保護者  PTA 園内整備・自由参観 

23 木 4歳児 英語で遊ぼう 

24 金 全 避難訓練(地震・津波) 

27～

29 
月～水 3 歳児保護者 給食参観会 

28 火 5歳児 ※プール指導（中止） 

29 水 全 誕生会 

30 木 4歳児保護者  PTA 園内整備・自由参観予備日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【行事予定】 

 
7 月行事予定 

日 曜日 対象年齢 行事内容 

1 金 0～2歳児 プール開き 

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 

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 

 ★行事は変更や縮小になる場合もありますのでご

了承ください。 

※6 月 28 日（火）は浜名湖スイミングの先生がボ

ランティアでプール指導を行ってくださる予定

でしたが、スタッフが集まらないため中止となり

ました。（7月は行える予定です。） 

５月はこんなことして遊んだよ 

お部屋でも元気いっぱい～１歳児～ 

外は雨が降っていても、子ども達は元気いっ

ぱいです。お部屋に滑り台やジャングルジムを

出すと、子ども達は大喜び！「おーい」と手を

振ってくれる子、滑り台を滑ることが楽しくて

繰り返し遊ぶ子、お気に入りのコンビカーを見

つけて乗る子など、どの子も自分のしたい遊び

を見つけてお部屋の中でも体を動かして遊ぶ

ことを楽しむことができました。 

 色々な遊具に挑戦だ！～4歳児～ 

体を動かすことが大好きなあやめ組の子ど

も達。雨天の日には、サーキット遊びを楽し

んでいます。はじめは怖くて慎重に進んでい

たたいこ橋も、繰り返し遊んでいくうちにス

ラスラとできるようになりました！「先生見

てて！」「先生できたよ！」と嬉しそうな表情

が増えました。色々な運動遊びを楽しんでい

きたいと思います。 


