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 　キラキラ輝く日差しが眩しく、園庭の蝉の鳴き声も賑やかになってきました。
暑さも厳しくなってきましたが、子どもたちは毎日暑さに負けず、可愛らしい笑顔を見せてくれ
ます。プール遊びや沐浴では、始めは怖がって泣くこともありましたが、お友だちが遊んでいる
様子を見たり、水遊びの玩具に興味を示したりと、少しずつ水と仲良しになるきっかけを作りな
がら楽しんで参加しています。
　これからまだまだ暑い日が続きます。十分な休息、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☆
　・水や砂などに触れ、夏の遊びを保育士と一緒に十分に楽しむ。　　　　　
　・食べ物に興味を持ち、喜んで食事をする。

☆お知らせ・お願い☆
　・顔のひっかきや怪我防止、衛生面上爪は短く切って下さい。
　・その日の気候やお子さんの体調に合わせて、水遊びを行って
　　いきます。沐浴を行った日は、トレーニングパンツは園でお預かりします。
　　その場合は、翌日のトレーニングパンツの準備はいりません。
　・朝食の摂り方には個人差がありますが、毎日、朝食（ミルク）は必ず摂って登園するようお願
　　いします。お子さんの様子が普段と異なる際は、ノートや口頭で必ずお知らせ下さい。

☆最近のゆりぐみさん☆
　・朝のお集まりの後は、お名前呼びをしています。自分の名前が呼ばれると、ニコっと笑って手
　を挙げたり、手をパチパチと合わせたり、振り向いて保育士と目を合わせたりと様々な姿を見せ
　る子どもたちです。自分の名前が呼ばれた！と分かっている表情が見られるので、こちら側も嬉
　しくなります。遊びや生活の中で、子どもたちのお名前を沢山呼びながらスキンシップを大切に
　していきたいと思います。

　・７月は夏野菜をイメージし、「きゅうりができた」の触れ合い遊びを行いました。
　遊びの中で、くすぐったり、トントンとリズミカルに体に触れたりする場面があるので、お子さ
　んとの触れ合いを楽しむことができます！！
　＊裏面に動きを紹介していますので、是非ご覧ください。

＊８月　ゆりぐみだより＊
行事予定

今月のうた
♬かにさん

♬せみ
♬うみ



　　「きゅうりができた」

①きゅうりができた　×３ 　　　　②しおふってパッパパッ　×３
　さぁたべよう♪ 　　　　　パッパッパッパッパッ♪

　　　＊横になったお子さんの ＊"ぐー””ぱー”と塩を振り
　　　両足を持ち、左右に揺らします。 かけるような動きを繰り

返し、胸から足にかけて
やさしく触れます。

③いたずりキュッキュキュ　×３ 　　　　④トントンきってねー　×３
　キュッキュッキュッキュッキュッ♪ 　　　　　トントントントントン♪

　　　　　＊胸から足にかけて、　 　　　　　　　＊手を包丁に見立て、
　　　　　振りかけた塩を揉みこむ 　　　　　　　トントンと軽くたたきながら
　　　　　ように前後に触ります。 　　　　　　　触ります。

⑤いただきまーす♪

　　　　　＊美味しいきゅうりの塩もみが
　　　　　出来上がったので、「いただきまーす」
　　　　　を合図にくすぐります。
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 園庭からは賑やかな蝉の鳴き声が聞こえ、気持ちよく晴れ渡った青空に夏を感じます。 

厳しい暑さが続いていますが、もも組の子どもたちは気持ちよさそうにプール遊びを満喫していま

す。水遊びの楽しさを感じ、弾けるような笑顔で遊ぶ子どもたちの姿にたくましさと成長を感じる

毎日です。まだまだ暑い日が続きますが、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、楽しく元気にこの夏を過ごしていきたいと思います。 

今月の目標                 今月のうた 

 ・簡単な衣服の着脱を、保育士と一緒に         ♪うみ 

楽しみながら取り組む。               ♪アイスクリーム 

 ・十分に休息をとり、暑さに負けず元気に過ごす。    ♪せみのうた 

お知らせ・お願い 

 ・持ち物には全て記名をお願いします。名前が薄くなってきた物もありますので、 

再度確認をお願いします。 

 ・衛生面やケガ防止のため爪はこまめに確認し、短く切って頂きますようお願いします。 

ももぐみさんの様子 

 自らの意思表示で気持ちを伝え、様々な感情表現を保育園でも見せてくれるようになってきたも

も組の子どもたち。最近ではオムツ替えに誘うと、オムツが汚れているか汚れていないかを教えて

くれる場面も多く見られています。トイレに座ったときにも「でた！」や「でなーい！」など言葉

で伝えて知らせてくれる子どもや、タイミングよく排泄があるとそれを保育士に伝えようと、じー

っと見つめて訴える子どもの姿も見られます。中には自分で服の上からオムツを触って、濡れてい

るときのムニムニ感が「ある」か「ない」かで教えてくれる子どももいます。“大人がオムツの汚れ

を確認する姿をよく見ているんだな～”と感じ、真剣な表情で確認している姿に可愛らしさが溢れ

ており、思わず笑ってしまいます。 
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♪プールのなかで

♪すいかの名産地
♪アイアイ

　お部屋で飼っているカブト虫が気になり、「先生～、カブト虫のゼリーがなくなった
よ～。」「カブト虫が動いてるよ～。」など、色々なカブト虫の報告が聞かれていま
す。先日は、ゼリーがなくなり、給食後にゼリーをもらいに行こうとすると子ども達も
「行く～。」と言い、まだ給食を食べている子どももいたので、「ゼリーをもらいに行く
から頑張って。」と声をかけるとＡ君は急いで食べていました。その後、給食を完食
して喜んでいたので、ゼリーをかごの中に入れる時に、カブト虫を出してみんなに
近付けて見せるとなぜか怖そうにしていたＡ君…。実は、Ａ君は自分が食べるおや
つのゼリーをもらえると思いこんでいたようです。ゼリーと思っていたらカブト虫…。
カブト虫よりおやつのゼリーが好きなＡ君が微笑ましかったです。

＜最近のばらＡぐみさん＞

✎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て短く切っ
て頂きますようにお願いします。
✎衣服の着脱をする機会が多くなっていますので、衣服には必ず記名をお願いします。
✎子どもの体調で朝から咳や鼻水の症状がある時はプール遊びはできませんので、前
日、当日朝からと体調をよくみて判断して、プールカードの記入を行って下さい。また、朝
食はしっかり食べて登園して下さい。

＜お知らせ・お願い＞

✿夏の暑い時期の心身の疲れを癒やし、安心して生活できるようにする
✿保育士や友だち、異年齢児と関わりながら夏の遊びを十分に楽しむ

ばらＡぐみだより
8月行事予定

　まぶしい太陽が照り付け、夏本番の暑い毎日が続いています。
そんな暑さの中でも、元気いっぱいに過ごしている子ども達は、大好きなプール遊びができる
ので、とても喜んでいます。初めは、少し怖そうにして泣いていた子どもも日に日に慣れて、
ジョウロやカップ、金魚すくいなどの玩具を使いながら遊んだり、水をかけあったりとプール遊
びを十分楽しんでいますよ。また、顔を濡らしたり頭から水をかけたりと、プールでの遊びもだ
んだん盛り上がってきています。
　これからも、まだまだ暑さが続きそうですが、十分な休息をとり水分補給を行いながら、夏な
らではの遊びを満喫して過ごしていきたいと思います。

＜今月の目標＞ ＜今月の歌＞
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☆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。

　眩しい太陽の日差しと共に夏本番です。園庭の木々には蝉が大合唱しています。

虫が大好きなばらBぐみの子どもたちに、「虫探しに行こうか？」と保育士が誘

うと、ササッと玩具を片づけ目を輝かせています。虫取り網で蝉を捕まえようと

何度か試みましたが、保育園の蝉は逃げ足が速く、いまだに蝉は捕まえられてい

ません…。子ども達の応援を励みに、またチャレンジします！！

☆目標☆

・十分な水分補給を行いながら、健康的に楽しく過ごす。

・水遊びやボディーペインティングなど、夏ならではの遊びを保育士や友だちと

　楽しむ。

♪今月の歌♪

・せみ　　　・アイスクリーム　　　・やまびこごっこ

★お知らせ・お願い★

・オムツは持ち帰った分だけ、次の日に補充をお願いします。補充が多くなりす

　ぎるとお着替えバッグの中にオムツが増えすぎて、子どもが着替えを行う時に

　服が取り出しにくくなります。
・新型コロナウイルス感染予防の為、鼻水・咳などの風邪症状がある時は、プー
　ルに入れません。ご家庭で、前日・当日朝からとしっかり健康観察をして頂い
　た上で、鼻水・咳がある場合は『○』と記入していただき、サインの所には
　『×』を記入して下さい。

★最近のばらBぐみさん★

　水遊びが大好きなばらBぐみさん。園庭にプールを見つけると嬉しそうに部屋

に入ってきて「プールだね！」とプールバックを置いています。着替えが済むと

1番に入ろうと、みんなそわそわ…。プールの中では、バケツに水を入れて子ど

もたち同士、水のかけあいっこが始まります。頭からかけられてもみんな嬉しそ

うにかけ返し、時にはバケツが重すぎて、自分に掛かってしまうことも…。そん

な時は、みんなで大笑い。プールの時間は、笑い声が絶えない子どもたちです。

　今月も暑い日が続きそうですので、子どもたちと気持ち良く水遊びを楽しんで
いきたいと思います。

ばらBぐみだより

8月　行事予定



さくらぐみだより 
８月 行事予定 
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１０ 

 

１１ １２ １３ １４ 

１５ １６ １７ １８ 

  身体測定 

１９ 

  誕生会 

２０ ２１ 

２２ ２３ ２４ ２５ 

  避難訓練 

２６ ２７ ２８ 

２９ ３０ ３１    

 

 

 

セミの鳴き声と共に暑い夏を感じる毎日が続いていますが、そんな暑さにも負けないくらい元気いっ

ぱいの子ども達です。 

 天気が良い日はプール遊びを楽しんでおり、はじめは大きなプールに期待を膨らませながらもちょっ

ぴり不安そうな表情を浮かべていた子ども達も、今では思い切り体を動かして水の感触を味わいながら

気持ちよさそうに遊んでいます。中には顔に水がかかることが怖い子どももいるので、楽しいゲーム等

を取り入れながら、無理なくプール遊びを楽しんでいきたいと思います。 

 まだまだ暑い日が続きますので、引き続き水分補給や休息をしっかり取りながら、暑い夏を元気に笑

顔で過ごしていきたいと思います。 
 

☆今月の目標☆                       ♪今月のうた♪ 
・適切な休息、水分補給をしながら、暑い夏を健康に過ごす。       ・トマト 

・夏ならではの遊びを、体全体で思い切り楽しむ。            ・せみのうた 

                                   ・夏のうた 
 

★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、１０日（火）までに持たせて下さい。 

・１９日（木）はお誕生会ですので、白ご飯は要りません。スプーンは必ず持たせて下さい。 

・暑くなり水分を摂る量が増えていますので、お茶を多めに持たせて下さい。水筒２本でも構いません。 

・汗をかき着替える回数も多くなってきましたので、着替えは多めに持たせて下さい。 

女の子はチュニックタイプのものではなく、Ｔシャツでお願いします。（チュニックは園のしおりでも

着用不可としております。） 
 

 

＊最近のさくら組さん…＊ 
 様々ある遊びの中でも、４月当初からままごと遊びをする姿がよく見られていました。はじめは食

べ物をお皿のせてテーブルに並べたり、赤ちゃん人形のお世話をしたりと、一人で遊ぶ子どももいれ

ばお友だちと簡単なやりとりをしながら遊ぶ姿がほとんどでした。しかし、その遊び方にも変化が見

られ、友だちと一緒に役や設定を決め、やりとりも具体的になってきました。 

 先日ままごとコーナーから「お父さん、早く起きてお仕事行って!!」と言う声が聞こえてきたので、

そっと覗いてみると…。赤ちゃん人形をおんぶしてお料理するお母さんと慌てて起き上がるお父さん、

テーブルを囲む子ども達がいました。その後も「お父さん、そっち持って!!」「行ってきますは？」「た

だいまは？」「帰ってきたらちゃんと手洗って!!シュッシュ（消毒）も!!」「そんなに食べたらお腹痛く

なるわよ!!」「赤ちゃんにミルクあげて!!」と、しっかり者のお母さんに対し、それらを「はーい!!」と

素直にきくお父さん。見ていて本当に面白かったです。これからもどんなやりとりが見られるのか楽

しみです♪ 

 





ふじ組だより 

８月行事予定 

日 月 火 水 木 金 土 

１ ２体育指導 ３ ４ ５英会話 ６ ７ 

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ 

１５ １６ １７スイカ割り １８身体測定 １９誕生会 ２０ ２１ 

２２ ２３体育指導 ２４交通安全 ２５避難訓練 ２６英会話 ２７ ２８ 

２９ ３０英会話 ３１     

  夏本番の眩しい日差しの中、セミの声に負けないくらい、元気いっぱいな子ども達は、汗をかきながらも楽し

く遊んでいます。 

 先日の和太鼓演奏披露会では、ご協力いただきありがとうございました。たくさんの方に見守られながら、

堂々と和太鼓を一生懸命叩いている姿を見て涙が出るほど感動しました。練習は大変な時もありましたが、み

んなで一つの目標に向かって頑張ること、心を一つにすることの素晴らしさを子ども達一人ひとりが感じてくれた

と思います。 

 これからも子どもたちの可能性を信じ、一緒に目標に向かって挑戦していきたいです。 

 

＜今月の目標＞                         

＊活動と休息のバランスをしっかりとりながら、元気に過ごす。 

＊夏ならではの遊びを楽しみ、友だちと一緒に遊ぶ。 

 
＜今月の歌＞                        

♪すうじのうた ♪せみ ♪アイスクリームのうた 

＜お知らせ・お願い＞ 

✎今月はお米の月です。お米一合を入れて記名をして 日（ ）までに持たせてください。 

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

 

☆最近のふじ組さん☆ 

プール遊びが大好きなふじ組さん。朝から「今日プール入る？」「体操が終わったらすぐ入る？」と保育

士に質問してきます。「〇〇組の後に入るよ。」と伝えると、すぐ入れないことを残念に思いながらも、順番

を待っています。水着に着替える時はとても早く、プールで遊びたい気持ちが伝わってきます。プール遊

びの回数を重ねるごとに水に慣れていないお友だちも少しずつ水に顔をつけれるようになったり、肩まで水

につかって泳げるようになったりと、成長が見られています。時には、２人ペアになって友だちの手を取り、

「〇〇ちゃんこっちまでだよ。」と言いながら、友だち同士で泳ぐ練習をしており、互いに教えあう姿を見て

温かい気持ちになります。これからも、体調管理に気を付けてプール遊びに楽しく取り組んでいきたいと思

います。 
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	先日ままごとコーナーから「お父さん、早く起きてお仕事行って!!」と言う声が聞こえてきたので、そっと覗いてみると…。赤ちゃん人形をおんぶしてお料理するお母さんと慌てて起き上がるお父さん、テーブルを囲む子ども達がいました。その後も「お父さん、そっち持って!!」「行ってきますは？」「ただいまは？」「帰ってきたらちゃんと手洗って!!シュッシュ（消毒）も!!」「そんなに食べたらお腹痛くなるわよ!!」「赤ちゃんにミルクあげて!!」と、しっかり者のお母さんに対し、それらを「はーい!!」と素直にきくお父さん。見...




