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まだまだ残暑が厳しい日もありますが、朝晩の涼しさや虫の声に秋の訪れを感じるようになりまし

た。天気の良い日中は、戸外に出て砂遊びや遊具遊びを楽しんだり、幼児はいろいろな運動器具に挑戦

したり、リズムに合わせて踊ったり、友達と一緒に走りっこを楽しんだりと思い切り体を動かして遊ん

でいます。 

朝夕との気温差で体調を崩しやすい時期です。栄養や睡眠を十分にとり、元気に活動に参加できるよ

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） 

・保育教諭と一緒に園庭や

戸外で体を動かして遊

ぶ。 

 

・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、ぬいぐるみ、積み木】 

・製作遊び【ミノムシ（手形）】 

・衣服の調節を行いな

がら快適に過ごす。 

１歳児 

（ちゅうりっぷ組） 

・自分の気持ちや要求を言

葉や動作で伝える。 

・好きな玩具や身の回りに

あるものに積極的に関わ

って遊ぶ。 

・戸外遊び【コンビカー、ストライダ

ー、お散歩、木の実遊び】 

・室内遊び【体操、リズム遊び、まま

ごと、ひも通し】 

・製作遊び【果物（絵具遊び）】 

・保育教諭の言葉かけ

と援助でズボンの上

げ下ろしなど簡単な

着脱をしようとする。 

・くつに足を入れ、はこ

うとする。 

２歳児 

（さくら組） 

・秋の自然に触れ、保育教

諭や友達と戸外遊びや散

歩を楽しむ。 

・簡単な言葉のやりとりを

楽しみながら友達と関わ

って遊ぶことを喜ぶ。 

・戸外遊び【体操、固定遊具、園外保

育、木の実遊び】 

・室内遊び【体操、リズム遊び、まま

ごと、ボタンはめ、ひも通し】 

・製作遊び【やきいも、木（ビー玉転

がし）】 

・尿意を感じたら、保育

教諭に伝えトイレに

行こうとする。 

・食器に手を添え、フォ

ークを正しく持って

食べる。 

 

３歳児 

（すみれ組） 

・秋の自然に触れながら友

達と一緒に遊ぶことを楽

しむ。 

・運動的な遊びに興味をも

ち、みんなと一緒に楽し

む。 

・戸外遊び【運動会ごっこ、固定遊具、

木の実・木の葉拾い】 

・室内遊び【自由画、粘土、風船遊び、

玉入れ】 

・製作遊び【木（ちぎり絵）、どんぐり

(折り紙)】 

・戸外で遊んだ後は、手

洗いを自分でしよう

とする。 

・声をかけられ水分補

給をする。 

４歳児 

（あやめ組） 

・身近な秋の自然に触れ、

遊びに取り入れて遊ぶ。 

・いろいろな運動遊びやル

ールのある遊びを楽し

む。 

 

・戸外遊び【運動会ごっこ、ボール遊

び、鬼ごっこ、虫探し、木の実・木

の葉拾い、】 

・室内遊び【折り紙、絵本、自由画】 

・製作遊び【ドーナツ(絵の具・クレパ

ス)】 

・使ったものの片付け

をする。 

・話を聞く時は、話す人

の顔を見る。 

５歳児 

（うめ組） 

・秋の自然に触れ、季節の

変化や事象に興味、関心

をもち関わって遊ぼうと

する。 

・友達と考えを出し合い、

協力しながら、遊びを進

めていこうとする。 

・戸外遊び【運動会ごっこ、鬼ごっこ

ドッジボール、ホップスキップ、木

の実・木の葉拾い、虫探し】 

・室内遊び【楽器遊び、絵本、自由画】 

・製作活動【木の実遊び、運動会の絵

（クレパス、絵の具、コンテ）】 

・気温や活動に応じて

衣服の調節をする。 

・汗が出たら拭く。 

・みんなで協力して片

付けをする。 

あらいようちえんだより 
～１０月号～ 
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≪変更になった行事≫ 

 

10月 13日（木）園外保育 4歳（源太山） 

↓ 

ｸﾞﾘｰﾝ広場 

 

10月 17日（月）園外保育 3歳（源太山） 

↓ 

10月 14日（金） 

 

10月 26日（水）就学時健康診断 

↓ 

11月 1日（火） 

 

【行事予定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

◎行事は変更や縮小などがある場合もあります。ご了承ください。 

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 木 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 

30 水 3・5歳児 祖父母参観会 

 

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 

全 弁当持参 

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（ｸﾞﾘｰﾝ広場）※ 

14 金 3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） 

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） 

 

大きなお芋を掘ったよ！～5歳児～ 

当日は天気も良く、絶好の芋ほり日和でした！ 

畑までの道のりは少し長かったですが、虫や植物、道路を走

る車等の会話をしているとあっという間に到着しました。 

畑からはたくさんの芋のつるが出ており、「早くお芋、掘

りたい！」と元気いっぱいの子ども達！芋は土の下のほうに

埋まっていてなかなか掘り出すことができず、友達と協力し

ながら深いところにある芋を優しく掘り進めていくと…。じ

ゃがいものように太っている芋や人参のように細長い芋な

どが仲良くくっついて出てきました！子ども達は大喜びで、

達成感に満ち溢れた顔をしていました☆ 

 

９月はこんなことして遊んだよ 

パワー全開！ムキムキマッチョ ～4歳～ 
あやめ組の運動会のテーマは「マッチョ」です。

筋肉ムキムキになるため、いろいろな種目に取り
組みます。重いものを運んだり、鉄棒にぶら下が
ったりと張り切って運動会に向けての活動に取
り組むことができています。写真にある１０トン
運びリレーはクラス対抗だったこともあり、「○
○ちゃんがんばれー！」とクラスの友達の名前を
呼びながら応援することができました。 

 


