
＊７月 ゆり組だより＊ 

 

 

 

 

 

 

 

＊沐浴や水遊びは上記の予定に記載していませんが、できる限り行っていきますのでプールカードの記入は毎日

忘れずにお願いします。 

 

 例年よりも早い梅雨時期に入りましたが、雨の合間には夏の日差しが届くようになりましたね。汗をかいたら

着替えをおこない、快適に過ごせるようにしていきたいと思います。 

 今月から水遊びや沐浴が始まります。子どもたちが楽しみながら水に親しみを持てるように取り組んでいきた

いと思います。 

 

○目標○ 

・保育士と一緒に沐浴や水浴びを楽しみ、水の心地よさを味わう。 

・自分の好きな場所や好きな玩具を見つけ安心して過ごす。 

 

♪今月の歌♪ 

・たなばたさま   ・みずあそび   ・わにのうた 

 

★お知らせ・お願い★ 

・顔の引っ掻きや怪我防止の為、爪を短く切って下さい。 

・タオルやエプロン、オムツなど名前が消えているものがありますので確認をお願いします。 

 

●最近のゆり組さん● 

 最近の子ども達は、はいはい・ずり這い・つたい歩き・自分から歩くなど活発に動いてみようとする姿が見ら

れています。手押し車がとても人気で、保育室や廊下を押しながら散歩したり、カタカタ動く部分をじーっと見

て触れてみようとします。他クラスの保育士から声を掛けられると、ニコッと返事をしているかのように微笑ん

でいる表情がとても可愛らしいです。 

 子ども達自身が行きたい所や物の場所に移動し、それぞれの動きを子ども達が存分に楽しめるように心地よい

環境を整えていきたいと思います。 

 

＊触れ合い遊び紹介＊ 

・今月はハンモックを使って触れ合い遊びを行いました。中に入ると子ども達は、布の端をしっかりと握って不

思議そうにしていますが、ゆらゆら揺れるととても心地良い様子で微笑む姿が見られました。ハンモックを見る

と、子ども達の方から布の上に乗ってきて「またしたい！」と言っていう表情で保育士の顔をじーっと見ている

可愛いらしいゆり組さんです。ぜひご家庭でもやってみて下さい。 



ももぐみだより 
7 月行事予定 

日 月 火 水 木 金 土 

    １ プール開き ２ ３ 

４ 5 6 7 8 9 10 

11 12 避難訓練 13 14 15 16 17 

18 身体測定 19 20 21 22 海の日 23 スポーツの日 24 

25 26 27 28 29 誕生会 30 31 

✿プール遊びは上記に記載していませんが、できる限り行っていきますので、プールカ

ードの記入は毎日忘れずにお願いします。 

 

 暑さも増してきて、ようやく本格的な夏がやってきます。急に気温が高くなり、子ど

もたちは汗をたくさんかきながらも毎日夢中になって様々な遊びを楽しんでいます。 

 今月からプール遊びが始まります。体調管理に気を付けて、季節ならではの遊びを楽

しみながら過ごしていきたいと思います。また、暑さも厳しくなってきますので、水分

補給や休息をこまめにとり、暑い夏を元気いっぱいに過ごしていきたいと思います。 

 

＊今月の目標＊                                 ＊今月の歌＊ 

・夏ならではの遊びを友だちや保育士と楽しむ       ♪たなばたさま 

・休息や水分補給をこまめに行いながら          ♪水遊び 

 快適に過ごし、健康的に生活する。           ♪アイアイ 

    

＊お知らせ・お願い＊ 

・再度、持ち物には記名をお願いします。（お下がりのものなどは記名の書き換えをお願

いします。） 

・爪が伸びているとひっかき傷の原因にもなりますので、こまめに確認をお願いします。 

・汗をかきやすい時期になりますので、着替えや肌着を多めに持たせてください。 

・戸外遊びが多くなり、保育園でも靴を履く機会が増えてきましたので、靴のサイズの

確認と記名をお願いします。（サイズが合っていないと、靴擦れの原因になります。） 

 

＊最近のももぐみさん＊ 

 最近では少しづつお話しできるお友達が増え、お部屋の中は子どもたちの声で賑わっ

ています。朝ももぐみに入ると、「せんせい、おはよう」と声をかけてくれ、遊びの中で

は手遊びや歌を友だちと一緒に楽しむ姿やお友達の名前を呼び一緒に関わりあってい

る姿にほっこりする毎日です。 

また、最近では食事前の挨拶を保育士からの声掛けで自分でしてみたり、スプーンを

もって給食を食べたり、ズボンの着脱を自分なりに取り組もうとする姿が見られていま

す。これからも自分でやってみたいという気持ちを大切にしながら、状況に応じて援助

をし、できた喜びを認め、共感していきたいと思います。 



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

プール開き

4 5 6 7 8 9 10

七夕会

11 12 13 14 15 16 17

避難訓練 身体測定

18 19 20 21 22 23 24

海の日 スポーツの日

25 26 27 28 29 30 31

誕生会

♪みずあそび

＜最近のばらＡぐみさん＞

　お昼寝の時は、ござを使って気持ちよさそうに眠っている子ども達です。起きた時に、保
育士がタオルケットをたたんでいると、それを見ていたＡちゃんが真似をしてたたみ始めま
した。大きいタオルケットを広げると、「半分！」「よいしょ！」と言いながら、自分で頑張る
子どもが増えています。時には、まだ寝ている子どものタオルケットまでたたもうとするの
で、慌ててとめています。何でも自分で!!という気持ちが高まっている子ども達。友だちが
なかなかできない時には、手伝うやさしい姿がみられ、色々な面で成長を感じます。お友
だちに対しての思いやりの気持ちも育まれているようで嬉しく思います。

✿衣服の着脱など、身の回りのことを自分でやろうとする

✎以前もお伝えしましたが、廊下側から開閉するリュックの棚の扉は、安全の為に保護者の方
が開閉をして下さい。お迎えに来られる方全員に必ずお伝え下さい。（※保護者の方に自分で
荷物を取って頂くために作られた扉です。子どもが開閉するための扉ではありません。）

＜お知らせ・お願い＞

♪アイスクリーム

✎水遊びも始まり、衣服の着脱も増えますので、衣服には必ず記名をお願いします。名前が消
えかけているものや、おさがりの衣服などの名前の書き直しの確認をお願いします。

♪たなばたさま
♪お星さま

✿保育士や友だちと一緒に水に触れ、思いきり水遊びを楽しむ

ばらＡぐみだより
7月行事予定

　梅雨の時期とは思えない位に、晴天が続き、子ども達も戸外で元気いっぱい遊んで喜んでいます。
先日は、戸外に出た時に、Ａぐみさんだけだったので、思いきりボールをけっては追いかけながら体を
たくさん動かして遊びました。自分のボールを見つけて追いかける姿は一生懸命でした。
　最近は、かぶと虫に興味津々の子ども達。お部屋で虫カゴに入ったかぶと虫の様子をじっと見ていま
す。かぶと虫が動くと、さらに夢中になり観察することを楽しんでいるようです。
　今月から、プール遊びが始まります。子ども達の体調や安全に十分気を付けながら楽しく過ごしてい
きたいと思います。

＜今月の目標＞ ＜今月の歌＞

※プール遊びは、上記の行事予定には載せていませんが、出来る限り行っていきますの
で、プールカードの記入は毎日忘れずにお願いします。



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

プール開き

4 5 6 7 8 9 10

七夕会

11 12 13 14 15 16 17

避難訓練 身体測定

18 19 20 21 22 23 24

海の日 スポーツの日

25 26 27 28 29 30 31

誕生会

☆プール遊びは、上記の日程には載せていませんが、出来る限り行っていきます

ので、毎日プールカードの記入は忘れずにお願いします。

　梅雨のどんよりした雲を吹き飛ばすほどの子どもたちの笑い声が園内に響き渡っています

　４月当初に比べると、言葉の数も増え「そんな事も話せるの？」と驚く保育士に照れ笑い

で逃げていきます。子どもたちの吸収力は本当にすごいですね。今後も、子どもたちとの会

話を楽しみたいと思います。

☆目標☆

・衣服の着脱に保育士と一緒に取り組み、清潔な衣服で過ごす気持ちよさを感じる。

・夏ならではの遊びを、保育士や友だちと一緒に楽しむ。

♪今月の歌♪

・たなばたさま　・しゃぼんたま　・みずあそび　・おつかいありさん

★お知らせ・お願い★

・暑くなってきましたので、着替えを多めに持たせてください。

・ケガ防止のため、週末に爪を切るなど定期的な確認をお願いします。

・以前もお伝えしましたが、廊下側から開閉するリュックの棚の扉は、安全の為に保護者の
　方が開閉をして下さい。お迎えに来られる方全員に必ずお伝えください。（＊保護
　者の方に自分で荷物を取って頂くために作られた扉です。子どもが開閉するための扉では
　ありません。)

★最近のばらBぐみさん★

　戸外遊びが好きな子どもたち。最近のブームは虫探しです。ダンゴムシやミミズ、テント

ウムシなど、マットや石の下などで見つけると、とても嬉しそうです。初めは怖くて眺めて

いるだけで触れなかった子どもたちも、今ではダンゴムシを自分で捕まえて、プリンカップ

に入れ嬉しそうに観察しています。

　先日、長いミミズを見つけた時に、どうするのか見守っていると「A君捕まえて。」「B

ちゃん捕まえて。」などと子どもたち同士でしばらく悩んだ後、A君がCちゃんに「カップ

ちょうだい！」と言い２つのカップですくって、うまいこと捕まえることが出来ました。

「脚がないのに、どうして動くの？」「目はあるのかな？」と興味津々で友だちと観察する
姿は、とても真剣で瞳は輝いていました。
　まだまだ雨は続きそうですので、雨の日は長靴を履いて園庭に出たり、雨音を感じたりし
ながら梅雨の時期にしかできない体験もしていきたいと思っています。

ばらBぐみだより

7月　行事予定



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

プール開き

4 5 6 7 8 9 10

七夕会

11 12 13 14 15 16 17

避難訓練 身体測定

18 19 20 21 22 23 24

交通安全 海の日 スポーツの日

25 26 27 28 29 30 31

移動図書 誕生会

※プール遊びは、上記の予定には載せていませんが、出来る限り行っていきますので、

プールカードの記入は忘れずにお願いします。

　今年も早い時期から厳しい暑さが続いていますね。

これから夏本番となっていきますが、子どもたちの健康管理を今まで以上にしっかりと行っていき、

夏ならではの遊びを思い切り楽しみながら健康的に過ごしていきたいと思います。

　また、子どもたちと一緒に夏の思い出がたくさん出来たらいいなと思っています。

✿今月の目標✿

・十分な休息や水分補給をとりながら、健康的に過ごす。

・夏ならではの遊びを、ルールを守りながら思い切り楽しむ。

♪今月のうた♪

・たなばたさま　　　・うみ　　　・おうまはみんな           ・しゃぼん玉

✿お知らせ・お願い✿

・29日（木）は誕生会です。白ご飯はいりません。水筒・スプーンは持たせて下さい。

・衣服（下着も）や水筒、スプーンなどの持ち物全てに記名をお願いします。

　薄くなってきたら再度書き直しをお願いします。

・暑くなってきますので、水筒のお茶を多めに持たせて下さい。

・白ご飯は、家庭で食べられる量と同じ位の量で入れてきて下さい。

　（白ご飯が多すぎる家庭があります。）

・プールカードの記入を毎日忘れずにお願いします。

✿最近のさくら組さん✿

　天気の良い日は、積極的に戸外へ出て遊んでいます。以前は三輪車や虫さんみーっけが人気で

よく遊んでいましたが、最近は虫探しに夢中になっている子どもも多く一生懸命に探しています。

　容器の中に見つけたダンゴ虫を入れているのですが、ダンゴ虫だけではなく、葉っぱや小石を

一緒に入れてダンゴ虫が快適に過ごせるお部屋を作っています。

また、見つけたダンゴ虫をじーっと観察したり触ってみたり、自分の手や腕を歩かせてみたりして

沢山触れ合っています。

　虫が苦手な子どももいますが、虫に興味はあるようでお友だちが見つけた虫を少し遠目で見てみ

たり、チョンと触ってみたりして楽しんでいますよ。

さくらぐみだより

７月　行事予定





ふじ組だより 

７月行事予定 

日 月 火 水 木 金 土 

    １プール開き 

英会話 

２お楽しみナイト ３ 

４ ５体育指導 ６ ７七夕会 ８英会話 ９ １０ 

１１ １２避難訓練 １３ １４和太鼓指導 １５交通安全 １６身体測定 １７ 

１８ １９体育指導 ２０ ２１英会話 ２２ ２３ ２４夏祭り 

２５ ２６ ２７移動図書 ２８ ２９誕生会 

英会話 

３０ ３１ 

 ＊プール遊びは上記の予定には載せていませんが、出来る限り行っていきますので、プールカードの記

入は毎日忘れずにお願いします。 

梅雨明けはまだですが、日中は日差しが照りつき暑い日々が続いています。子どもたちは暑さに負けず

ダンゴ虫を夢中になって探したり、鬼ごっこをしたりと元気一杯に過ごしています。また小さいお友だちと関

わることが大好きで、一緒に三輪車に乗って園庭をお散歩したり、お友だちが転んだらすぐに駆けつけ服

についた砂をおとしてくれたりと、優しい姿が見られます。 

楽しみにしていたプールも始まりいよいよ夏本番です。休息や水分補給をこまめに行いながら夏ならで

はの遊びを楽しんでいきたいと思います。 

＜今月の目標＞                         

＊活動に合わせて十分に休息をとり、健康に過ごす。  

＊水の心地よさを味わいながら、保育士や友だちと一緒にプール遊びを楽しむ。 

＜今月の歌＞                        

♪たなばたさま ♪うみ ♪おばけなんてないさ ♪くじらのとけい 

＜お知らせ・お願い＞ 

✎２日（金）はお楽しみナイトになっていますので PM9 時（時間厳守）にお迎えをお願いします。車は送迎用

か、縦長の駐車場に詰めて駐車してください。 

✎14 日（水）和太鼓指導になっていますので体操服での登園をお願いします。着替え一式を袋に入れて持た

せてください。体育指導の日も着替えを持たせてください。 

✎29 日（木）は誕生会ですので白ご飯はいりません。スプーンを持たせてください。 

☆最近のふじ組さん☆ 

 先日は、すみれ組と一緒に混合チームでリレーを行いました。ふじ組は、リレーが大好きで、「今日リレー

する？」と毎日聞いてきます。リレーすることを伝えると「やったー、リレーするんだ！」と喜んで園庭に向か

います。自分が走る順番を覚え、すみれ組のお友だちに「ここに並ぶんだよ。」と優しく教えたり、走ってい

る友だちを一生懸命に応援したりと、色々な場面ですみれ組をリードしている姿が見られました。友だちと

の関わりを深めながら、協同して遊ぶ楽しさを感じられるように、子どもたちの一生懸命な気持ちを受け止

めて成長を見守りたいと思います。 
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