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 園庭ではセミの声が聞こえるようになり、本格的な夏の到来を感じます。先月から始まった水遊

びや沐浴では、始めは泣いていた子どもも少しずつ水に慣れてきたようで、水面をパシャパシャ

叩いて水しぶきを立ててみたり、水遊び玩具で水を流したり汲んだりしながら水の感触を楽しんだ

りと、水の面白さや気持ちよさを体全体で十分に味わっています。 

 暑さで疲れが出たり体調を崩しやすい時期でもありますので、十分な休息・水分補給を心掛けな

がら、この暑い夏を乗り切っていこうと思います。 

 

 

☆今月の目標☆                         ♪今月のうた♪                
・沐浴や水遊びなどの夏ならではの遊びを、保育士と一緒に      ・水遊び 

 十分に楽しむ。                                 ・しゃぼん玉 

・自分の好きな遊びを見つけ、喜んで遊ぶ。                ・アイアイ 

 

 

★お知らせ・お願い★ 
・顔のひっかきやケガ防止、衛生面上爪は短く切って下さい。 

・タオルやエプロン、衣服の名前が消えているものがありますので、記名をお願いします。 

・新しく食べた食品があれば、その都度知らせてください。 

 

 

＊最近のゆり組さん…＊ 
 日々、成長を見せてくれるゆり組の子ども達。最近はお片付けが上手になり、保育士が 「お片

付けするよ～。」 と声をかけると、玩具を探しに行きニコニコしながら持ってきてくれます。そして

箱の中に入れると、パチパチと手を叩いて喜ぶ姿が見られています。時には、保育士の目線の高

さにある絵本棚の下まで絵本を持ってきては、“よいしょ～!!” と両手で絵本を持ち上げ、絵本棚

に入れようとする必死な姿が何とも可愛らしいです。保育士が抱っこして一緒に片づけると、 

“届いた!!” と、満足そうな表情を見せてくれますよ。 



日 月 火 水 木 金 土
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　にぎやかなセミの鳴き声が毎日聞こえ、本格的な夏の到来を感じます。
暑さが厳しくなってきましたが、子どもたちは毎日笑顔が沢山見られ、元気いっぱいです。
　しばらく雨が続きなかなかプール遊びが出来ませんでしたが、これから少しずつ、水と触れ合う
機会が多くなります。水の感触を楽しく味わえるように、一人ひとりに合わせながらプール遊びを
進め、汗をすっきり流して、気持ちよく過ごしていきたいと思います。
　これからまだまだ暑い日が続きます。こまめに水分補給を行いながら、一人ひとりの健康状態に
留意し、楽しく夏を乗り切っていきたいと思います。

☆今月の目標☆
　・栄養や休息を十分とり、ゆったりとした生活リズム
　　の中で、夏を気持ちよく過ごす。
　・保育士や友だちと一緒に夏の遊びを楽しみ、
　　セミなどの虫にも興味を持ち、自然に触れる。

☆お知らせ・お願い☆

　　（毎月お願いをしていますが、持ち物には全て分かりやすく記名をお願いします。）

☆最近のももぐみさん☆
　先日、戸外遊びをした時、蝉の鳴き声を聞きながら、子どもたちと一緒に高い木を見上げて
みました。保育士が高い所に止まって鳴き続けている蝉を発見し、子どもたちに知らせましたが、
子どもたちの目線はなかなか高い所の蝉までは向かず・・・。そして、木の幹の模様に隠れて見え
づらい蝉・・・。するとその時、鳴いていた蝉が何匹か飛び立っていきました。蝉を視界でとらえ
られていなかった子どもたちも、飛び立つ音には気付き、「あっ！！」と指を差す姿が見られま
した。　
　ダンゴムシや鳥など、様々な生き物を見つけては、喜んで指差ししながら保育士に知らせる
子どもたち！！小さなクモを見つけた時は、おいでおいでと手招きをする姿も見られました。　　
　大人は素通りしてしまいがちな場面でも、好奇心旺盛な子どもたちにとっては、とても興味深く
貴重な経験が沢山あることに改めて気付かされました。
　身近な生き物を観察する機会を大切にし、その時その時の子どもたちの反応や喜びを一緒に
共感していきたいと思います。

＊ももぐみだより＊
８月　行事予定

　・汗をかきやすい時期ですので、着替えを多めに持たせて下さい。



ばらＡぐみだより 
８月行事予定  
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 照りつけるような陽射しと賑やかな蝉の声に本格的な夏の到来を感じます。 

そんな暑さにも負けず元気いっぱいの子どもたちは、水の感触にも少しずつ慣れ、天気の良い

日はプール遊びやシャワーを楽しみにして、汗を流しては気持ち良さそうに遊んでいます。 

 これからも水遊びを楽しみながら、こまめな水分補給や休息を心がけて、暑い夏を元気に過

ごしていきたいと思います。 

 

☆今月の目標☆ 

・日常生活の中で自分でできることに喜びを感じながら、簡単な身の回りのことを保育士と一

緒に意欲的に行う。 

・正しい姿勢でスプーンを持ち、自ら進んで食事をする。 

 

♪今月の歌♪ 

・せみ    ・シャボン玉    ・金魚のひるね   

 

☆お知らせ・お願い☆ 

・出来るだけ毎日水浴びを行いますので、引き続きプールカードの記入を忘れずにお願いしま

す。 

 ※タオルには大きく、見やすい所に記名をお願いします。 

・汗をかき着替えをする機会も多くなりましたので、子どもが着脱しやすい衣服の準備を多め

にお願いします。 

・子ども同士の関わりも増えてきています。安全のため、爪はこまめに確認し、切って下さい。 

 

★☆最近のばらAぐみさん・・・☆★ 

 食べ物の手遊びをすると、目を輝かせて喜びながら、一緒にしてくれます。特にかき氷の手

遊びでは、「ガリガリガリガリ…」というリズムに合わせてかき氷を作る仕草をしてくれます。

「イチゴ味が良い！」「メロン！」「次はレモンが良い！」と口々に言っては、次はどんな味

を作ろうかと想像豊かに楽しんでいます。最後は、みんなで舌を出して「べー‼」とするのです

が、その表情がとても可愛らしいですよ。 

 これからも様々な手遊びを一緒に楽しんでいきたいと思います。 
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毎日暑い日が続いていますね。7 月はプール開きをしたものの雨や曇りの日が多く、思う存分プールに

入ることができませんでしたが、8 月は思いっきりプールを楽しめればと思っています。 

 まだまだ暑い日が続きますが、水分補給をこまめにとり、室温調整にも気を付けながら、一人ひとりの体

調管理に努めていきたいと思います。 

 

＜今月の目標＞                           

＊保育士と一緒に水遊びを楽しみ、心地よさを味わう。 

＊十分な水分補給を行いながら健康的に楽しく過ごす。 

 

＜今月の歌＞                        

♪きんぎょのひるね ♪くじらのとけい ♪おすもうくまちゃん 

 

＜お知らせ・お願い＞ 

✎ 最近は、自分で衣服の着脱を頑張っています。汗をかきやすい時期の為子どもが着脱しやすい素材

の服を持たせてください。 

✎着替えの補充は、必ず翌日持たせて下さい。 

✎水遊びは体力をつかいますので朝ご飯はしっかり食べてください。  

✎週末は子どもと関わるスキンシップのひとつとして耳掃除や爪切りをお願いします。  

 

☆最近のばら B ぐみさん☆ 

水浴びが大好きなばら B 組さん。天気を見て「今日プールする～？」と保育士に聞き「水遊びしようね」

と応えると、とても嬉しそうな表情をして自分で頑張って着替えようとしています。準備体操をしっかりして

からプールに入ると、ジョウロやフープ・水鉄砲と自分が好きな玩具を手にします。友だち同士でジョウロを

高くあげて雨を降らせて水をかけあったり、保育士に「みてみて～。」と言ってフープをくぐったりしながら、

水遊びを楽しんでいます。中には水遊びの苦手なお友だちもいますが、少しずつ水に慣れるよう水を手や

足に少しだけかけたり、友だちが水遊びを楽しむ姿を見せたりと、水に興味が持てるようにしています。 

今月も暑い日が続きそうなので、たくさん水遊びを楽しみたいと思います。 



さくらぐみだより 
   
 夏の暑い日差しが降り注ぎ、夏本番の季節となりました。園庭ではセミの声が聞こえていますが、その声に

負けないくらい、子ども達の元気な声が響いています。 

 晴れた日にはプール遊びを思い切り楽しんでおり、ワニさん泳ぎをしたりバタ足をしたりと気持ちよく遊ぶ

姿が見られています。顔に水がかかるのを怖がる子どももいますが、少しずつ慣れていきながら、自信や意欲

につなげ、楽しめるようにしていきたいと思っています。 

 休息や水分補給をしっかりと行っていきながら、暑い夏をみんなで楽しく過ごしていきたいと思います。 

  

 

 

＊今月の目標＊ 

 ・適切な休息をとり、心身の疲れを癒しながら健康で快適に過ごす。 

 ・夏の遊びを思い切り楽しみ、夏の自然に興味や関心を深める。 

 

 

 

＊今月のうた＊ 

 ♪みずあそび     ♪かもめの水兵さん     ♪うちゅうせんのうた 

 

 

＊お知らせ・お願い＊ 

 ・今月はお米の月です。お米一合をビニール袋に入れ、記名をして１１日(火)までに持たせて下さい。 

 ・２１日(金)はお誕生会ですので、白ご飯はいりません。スプーンと水筒は持たせて下さい。 

 ・移動図書の本は、一週間を目途に必ず園に返却をお願いします。(紛失や破損等のないようにして下さい) 

 ・持ち物には全て記名をお願いします。 

 

 

 

＊最近のさくら組さん＊ 

★パズル大好き★ 

 パズルに興味を持ち、よく遊んでいる子ども達です。はじめは保育士に「先生やって！」と頼み、完成する

のを楽しんでいましたが、今では自分たちで出来るようになり、７０ピースのパズルにも挑戦しています！今

では保育士よりも分かっており、一緒に作ろうとすると「違うよ！」と教えられることもあり、次々とピース

をはめていく姿に驚かされます。完成すると「出来たよ～！！」と、とても嬉しそうに見せてくれ、得意げな

表情の子ども達です♪ 

 

★初めての移動図書★ 

 先日、初めて移動図書の本を借りました。今まで見ていた移動図書のバスでしたが、自分たちも借りられる

ようになり、とても嬉しそうでした。「借りていいよ～。」と声をかけると、好きな絵本のコーナーに一直線の

子ども達でした。お友だちが借りたものも気になったようで、お部屋に帰るとみんなで見せ合って楽しんでい

ましたよ♪ 

 家庭でも子どもと一緒に絵本の時間を楽しんで下さいね。また、借りている絵本は丁寧な取り扱いと保管を

お願いします。             

              



 すみれぐみだより 

８月 行事予定 

 
セミの賑やかな鳴き声が響きわたり、いよいよ夏本番ですね。７月の歌でセミの歌を歌ってい 

た子どもたちは興味津々で、どの木から鳴き声が聞こえてくるのか耳をすませ、セミの姿を探して

います。子どもたちの「セミ！！あれじゃない！？」「どこ！？」「ほら！あそこ！！」「…どこー？？」

というやり取りも、見ていて微笑ましいです。まだまだ暑い日が続きますが、こまめに休憩をとっ

たり、木陰で虫探しを楽しんだりしながら戸外遊びも楽しみ、元気に過ごしていきたいと思います。 

 

✿今月の目標✿                 ✿今月のうた✿ 

 ・夏の自然に触れ、様々な虫や植物に興味を持つ。      ♪うみ ♪すいかの名産地 

 ・十分な休息をとりながら、暑い夏を健康的に過ごす。     ♪ホ！ホ！ホ！ 

✿お知らせ・お願い✿ 

・今月はお米の月です。お米１合をビニール袋に入れ、記名をして 11 日(火)までに持たせてください。 

・２１日(金)は誕生会ですので、白ご飯はいりません。お箸は持たせてください。 

 ・暑くなり、水分を摂る回数が増えてきますので、天気の良い日はお茶を多めに持たせてください。 

 ・怪我防止のため、爪はこまめに確認し、短く切ってください。 

✿子どもの様子✿ 

 初夏に植えたミニトマトの苗が生長し、たくさんの実をつけてくれました。『とってもアイコ・フ

ルーツイエロー・ぷちぷよ』の三種類を植えました。体操の前にミニトマトたちに「おはよう！」

と声を掛け、晴れが続いた日には水やりをしてお世話し、ミニトマトの生長の様子を観察していた

子どもたちは収穫の日を心待ちにしていました。初めて自分で収穫して食べた日には「わっ！あま

い！」「フルーツイエローは中身も黄色い！」「おいしい～。」と様々な感想が飛び交い、とても嬉し

そうにゆっくりと食べていましたよ。梅雨に入ると割れてしまうミニトマトも増え、「これは食べら

れないね。」と残念そうにしていた子どもたちでしたが、割れたミニトマトの側に蟻やダンゴ虫が来

ていたことに気づき、「割れてるやつは虫にあげたらいいんじゃない？！」という子どもの提案に虫

たちにおすそ分けした日もありました。また、他のクラスの先生たちにもプレゼントし“おいしい”

と言ってもらえて照れながらも少し得意気な表情で頷く様子も可愛らしかったです。まだまだミニ

トマトは実を付けてくれているので引き続きみんなでお世話をして、子どもたちと一緒に収穫を楽

しみたいと思います。 

月 火 水 木 金 土
1

3　体育指導 4 5 6 7 8
(プール) 英会話

10 11 12 13 14 15
山の日 ノーメディアデー

17 18 19 交通安全 20 21 22
身体測定 移動図書 誕生会

24 25 26 27 28 29
体育指導 避難訓練 英会話

31



＊８月 ふじ組だより＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 今年は梅雨の時期が長くなり、室内で過ごす日も増えましたが、子どもたちはとても元気いっぱいです。 

 晴れた日に園庭から聞こえてくるセミの声にも耳を傾けて、梅雨明けを楽しみにしています。 

 先日の和太鼓披露会では、ご理解ご協力いただきありがとうございました。このような状況の中でしたが、子

どもたちがこれまで真剣に一生懸命取り組んできたことを保護者の方に見て頂くことができ、子どもたちにとっ

ても大きな自信に繋がったのではないかと思います。また、子どもたちが真剣に目の色を変えて本番に臨む姿に

とても頼もしさを感じました。みんなで心を合わせることの素晴らしさも感じられたと思います。 

これからも子どもたちと一緒様々な事に挑戦していきたいと思います。 

 

＊今月の目標＊ 

・水分補給や十分な休息をとりながら全身を動かして健康的に過ごす。 

・保育士や友だちと、夏ならではの遊びを十分に楽しむ。 

 

＊今月のうた＊ 

♪うみ   ♪手のひらを太陽に    ♪南の島のカメハメハ大王 

 

*お知らせ* 

・今月はお米の月です。お米一合を入れて記名をして 11 日（月）までに持たせて下さい。 

・21 日（金）は誕生会ですので白ご飯はいりません。お箸と水筒は持たせて下さい。 

・廃材遊びの為に廃材を持ってこられる時には、トイレットペーパーの芯や空き箱、カップなど子どもたちがイ

メージを膨らませて遊べるものを選んで頂くようにお願いします。（キャラクターのものやお菓子の袋などは

トラブルの原因にもなりますので保育園ではお預かりしません。また、廃材遊びにも使用しません。） 

 

＊子どもの様子＊ 

 最近では、少しずつ時計を見て自分たちで動こうとする姿が多く見られています。４月から継続して、活動 

の前などには、「長い針が８になったら片づけだようね」など見通しを持って過ごせるようにしてきました。以 

前は遊びに夢中になっていた子どもたちですが、最近では遊びながら時計を見たり、「あ！あと少しで片づけだ！」 

「片づけの前にトイレいく！」と言う子どもたちの会話が聞こえています。保育士がなんでも先に行動したり、 

声掛けをしたりするのではなく、子どもたちと共に考える時間を過ごし、無限の可能性を信じて子どもたちに任 

せていくことで、成長していく一面もあると日々感じています。 

 

月 火 水 木 金 土
1日

3日 4日 5日 6日 7日 8日
体育指導
（プール）

英会話

10日 11日 12日 13日 14日 15日
ノーメディアデー

17日 18日 19日 20日 21日 22日
交通安全 身体測定 移動図書 誕生会

24日 25日 26日 27日 28日 29日
体育指導 避難訓練 英会話
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