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 まだまだ暑い日もありますが、その中でも風が心地よく吹いたりと、過ごしやすい日も増えてきましたね。子

ども達は毎日元気に室内やテラスなどを探索して、活発に過ごしています。 

 コロナウイルスの感染も熊本県では拡大してきていますので、子ども達の体調面などには十分に配慮し、休息 

もとりながら、楽しく園生活を送っていきたいと思います。 

 

○今月の目標○ 

・戸外に行き風の心地よさを感じながら、園庭内の散策をして落ち葉や虫などの自然に親しむ。 

・保育士や友達と一緒に自分の好きな遊びを見つけ、夢中で楽しむ。 

 

○今月の歌○ ♪ポンポコたぬき ♪とんぼのめがね ♪大きなくりの木の下で 

 

○お知らせ・お願い○ 

・顔の引っ掻きや怪我防止、衛生面上爪は短く切って下さい。毎週末にご家庭で確認をお願いします。 

・全ての持ち物に記名をお願いします。 

・ゆり組は、園での検温で 37.5℃以上ある時には沐浴は行いません。 

 

○最近のゆり組さん○ 

・最近は、保育士がドアを開けて廊下に行こうとすると、子ども達も保育士の後ろをしっかりとついてきてくれ

ようとします。「お外行こう！おいで〜。」と声をかけると、子ども達はニコニコで早く行きたい気持ちを全面に

出して前のめりで来てくれる姿がとても可愛らしいです。ぞれぞれの「動きたい！」という気持ちを大切にしな

がら、戸外遊びなども充実して過ごせるようにしていきたいと思います。 

 

・今月は「ねーずみねずみどーこいきゃ」というわらべ歌遊びを行いました。はじめて子ども達と一緒にやって

みた時には、「ん？なんだ？」というような不思議な表情をしている子どもたちでしたが、最後にくすぐられるこ

とがわかると、歌の終盤になるにつれて笑みがこぼれ、最後には、子ども達の満面の笑顔が見られますよ。絵本

もありますので是非ご家庭で楽しまれてみて下さい。（こがようこ構成・文 降矢なな絵 童心社） 

♪ねーずみねずみ どーこいきゃ わがすへ ちゅっちゅくちゅ♪ 

 ♪ねーずみねずみ どーこいきゃ わがすへ とびこんだ♪ 

まず、人差し指と中指の指先を子どもの手首の上に立てて、お子さんの手首から脇までをゆっくりと登っていき

ます。最後の「わがすへとびこんだ」のところでお子さんをくすぐって下さい。 

 とてもシンプルな触れ合い遊びですが、とても喜んでくれますよ。 



ももぐみだより 
９月行事予定 

日 月 火 水 木 金 土 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 避難訓練 16 身体測定 17 18 

19 20 敬老の日 21 22 23 秋分の日 24 25 

26 27 28 誕生会 29 30   

外に出ればまだまだ暑い日が続きますが、日の長さも少しずつ短くなってきました。

プール遊びに続き、元気な子どもたちは戸外遊びを思い切り楽しんでくれることと思い

ます。季節の変わり目となり、気温の差も生じてきますので、体調管理をしっかりと行

い、休息をとりながら元気に過ごせるようにしていきたいと思います。 

 

＊今月の目標＊                          ＊今月の歌＊ 

・衣服の着脱など自分の身の回りの簡単なことを  ♪虫の声 

自分でしようとする。             ♪つき 

・保育士や友だちと一緒に全身を使った      ♪大きな栗の木の下で 

 遊びを楽しむ。 

 

＊お知らせ・お願い＊ 

・再度、持ち物には記名をお願いします。（記名が薄くなっている物には見えやすい場所

にもう一度記名をお願いします。） 

・戸外での活動も増えますので、動きやすく、履きなれた靴（運動靴）での登園をお願

いします。また、靴のサイズも適しているかご確認をよろしくお願いします。 

・子どもたちはトイレでの排泄を行っていますので、チュニックや丈の長い T シャツは

控えてください。 

 

＊最近のももぐみさん＊ 

 8 月はプール遊びをたくさん楽しんだもも組の子どもたち。水温管理は行っていたも

のの、初めは戸惑いながらシャワーの勢いや水のヒヤッとした感触に涙を見せたり、驚

いたりする場面が何度もありました。少しずつ慣れていき、バケツやじょうろを使って

水をすくってみたり、保育士やお友だちと水鉄砲で水をかけあって笑いあったりする姿

が見られるようになりました。 

登園した後、お部屋からプールが見えると「プールする！」と伝えてくれる子どもも

見られ、みんなとても楽しんでくれていたようです！着替えの際は「楽しかった！」と

笑顔を見せてくれた子どもたち。私たちもそんな子どもたちの姿に元気をもらいながら、

子どもたちが楽しいと思える瞬間がもっと増えるように関わっていきたいと思います。 



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

避難訓練 身体測定

19 20 21 22 23 24 25

敬老の日 秋分の日 運動会

26 27 28 29 30

誕生会

♪うさぎ

　プール遊びの時、洋服の着脱をして水着に着替えます。はじめは上着を脱ぐこと
が難しい様子で、「先生、できない…。」「こう？」という姿がみられていました。しか
し、子どもの様子を見守りながら一人ずつ対応することで、『自分で脱いで・たたん
で・着る』ということを一生懸命頑張っています。衣服が裏表や前後が反対になって
いる時は、特に苦戦していますが保育士が援助しながら励ますと、少しずつ自分で
できるようになり、満足した表情にかわっています。毎日の積み重ねの大切さを感
じています。

＜最近のばらＡぐみさん＞

✿戸外でのびのびと体を動かし、運動会への期待を高める

＜お知らせ・お願い＞

♪コブタヌキツネコ

✎毎朝、朝食はしっかり食べて登園して下さい。また、靴は、子どもの足のサイズに合っ
た靴をはいて来て下さい。

✎汗をかいて着替える機会もありますので、持ち帰った洋服の分は、次の日持たせて頂
くようによろしくお願いします。

♪うんどうかい✿手洗い、うがいを行い、清潔にする気持ち良さを味わう

ばらＡぐみだより
9月行事予定

　８月は雨が続き、夏の気候とは程遠かったのですが、日中の蒸し暑さに、本来の夏を感じた
次第です。この夏の間に、子ども達は大好きなプール遊びを楽しみ喜んでいました。始めは、
水を怖がっていたお友だちも少しずつ水に慣れ、徐々にバタ足をしたり、ワニさん泳ぎをしたり
と笑顔がみられ、一人一人の成長を感じ、嬉しく思いました。
　今月は、運動会を予定しています。コロナの状況によってどうなるかわかりませんが、暑さに
負けず子ども達の体調に十分気を付け、水分補給や休息をとりながら楽しく取り組んでいきた
いと思います。

＜今月の目標＞ ＜今月の歌＞



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

避難訓練 身体測定

19 20 21 22 23 24 25

運動会

26 27 28 29 30

誕生会

　まだ、暑い日が続いていますが、そんな中でも気が付くと、蝉の声がいつの間に

か遠のき、空を飛ぶトンボに少しづつ秋の気配を感じるようになりました。

　最近ばらBぐみの子どもたちは、友だちを「○○ちゃん。」「○○君。」と呼び

かけてから話し始めるようになりました。先日、「先生のお名前は何？」と一人の

子どもから聞かれたので答えると、その場に居た別の子どもにとても不思議そうな

顔をされました。どうやら保育士は『○○先生』がフルネームだと思っている子ど

ももいるようです（笑）

　保育士が「パパやママのお名前は？」と聞き返すと、名前を答える子どももいま

したが、「パパは、パパ！」「ママはママ！」と教えてくれる子どももいて、日頃

呼んでいる名称が、子どもたちにとっての『名前』なんだなと思いました。その純

粋無垢な心に、癒される毎日です。

　まだまだ暑い日が続きそうですので、体調管理、水分補給に十分配慮しながら、

戸外で元気に体を動かしていきたいと思います。

☆目標☆

・戸外で伸び伸びと体を動かし、季節の移り変わりを感じる。

・保育士が仲立ちとなり、友だちを誘ったり、仲間に入ったりして遊ぶことを

　楽しむ。

♪今月の歌♪

・うんどうかい　　・こおろぎ　　　・とんぼのめがね　　

★お知らせ・お願い★

・朝から雨が降っていない日は、運動靴での登園をお願いします。

・朝はいてくるオムツにも記名をお願いします。

・ケガ防止のため、爪は短く切って頂くようお願します。

★子どもの様子★

　着替えが少しずつ上手になってきた子どもたち。始めは、衣服を脱ぐ時にすぐに

「できない。」「かたい。」と言いながら保育士の手を借りていましたが、今では

‟よいしょ、よいしょ”と力を入れて自分で脱ごうとする意欲が高まってきていま

す。何度か頑張っているのを見ていた友だちが、手伝ってくれることもあります。

そして、一人で脱げた時は「できた！」と、とても嬉しそうです。毎日の積み重ね

が大きな成長に繋がる事を実感しています。これからも子どもたちと一緒に毎日の

積み重ねを大切にしていきたいと思います。

ばらBぐみだより

9月　行事予定



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

移動図書
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
予行練習(予定） 避難訓練 身体測定

19 20 21 22 23 24 25
運動会

26 27 28 29 30
交通安全 誕生会

　 早いもので季節は秋となりましたが、残暑の日々が続いていますね。
暑い中でも子どもたちはいつでも元気いっぱい。戸外へ出ると「暑い。」と言っていたかと思うと、
気が付けばすぐに走り回って遊んでいます。
　9月はプール遊びから水浴びへと変わりますが、たくさん遊んでかいた汗を流し、気持ち良さを
味わいながら健康的にまた、清潔に過ごせるよう一層配慮していきたいと思います。

✿今月の目標✿
・運動会に向けて、保育士や友だちと一緒に取り組む喜びを味わう。
・秋の自然に触れたり見たりして、季節を感じる。

♪今月のうた♪
・うんどうかい　　　・むしのこえ　　　・線路は続くよどこまでも

✿お知らせ・お願い✿
・2８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。
・持ち物に記名がないものが増えています。持ち物全てに記名をお願いします。
・白ご飯は、お子さんが食べられる量を入れて持たせて下さい。
　（多すぎる場合は、残すこともあります。）
・まだ、暑い日が続きますので引き続き水筒の中身は多めに持たせて下さい。
　（2本でも構いません。）

✿最近のさくら組さん✿
　保育室の絵本コーナーにある図鑑や保育士による絵本や紙芝居の読み聞かせに出てくる生き物
や花などに興味を示し反応している子どもたち。
特に図鑑は人気で、ダンゴ虫やテントウムシなど園庭で実際に見つけたことのある虫については
自分達で図鑑を見て研究し、保育士に「これは何してるの？」「お外で見つけたね！？」
などとお話しに来てくれます。
　また、先日は保育室にクモがいるのを見つけるとやっつけようとする子どももいれば、怖くて近
づけない子どもの姿も。そんな中、「クモは何もしないから、皆も何もしちゃいけないんだよ！」
という言葉が聞こえてきました。その言葉を聞いて、数人の子どもたちが「何もしないってよ！」
と必死に言っているやり取りを見て、子どもたちなりにたくさんのことを考え、自分の言葉で伝え
あっていくようになっているんだなと思い、ほっこりしました。

さくらぐみだより
9月　行事予定





  ふじ組だより 

９月行事予定 

日 月 火 水 木 金 土 

   １ ２英会話 ３移動図書 ４ 

５ ６体育指導 ７ ８ ９英会話 １０ １１ 

１２ １３体育指導 １４予行練習 

（予定） 

１５避難訓練 １６英会話 

身体測定 

１７交通安全 １８ 

19 20 敬老の日 21 22 23 秋分の日 24 25 運動会 

26 27 28 誕生会 29 30 英会話   

  日差しにはまだ夏の名残もあり、汗ばむ季節が続きますが、時々吹く涼しい風に季節の移り変わりを少

しずつ感じます。夏はプール、水遊び、和太鼓演奏など、色々な事を経験した子ども達。夏の家庭での出

来事を教えてくれる姿や、友だちと話している姿を見ていると、この夏また一つ成長した子どもたちの様子

がうかがえます。 

 今後も、みんなで協力することが増えていきます。少しずつ就学に向けて歩んでいく子どもたちの成長を

見守り、日々を一緒に楽しんでいきたいと思います。 

＜今月の目標＞                         

＊季節の移り変わりに気付き、関心を持って、遊びに取り入れて楽しむ。 

＊自分なりに目的を持ち、色々な遊びに挑戦して、達成感を味わう。 

 
＜今月の歌＞                        

♪うんどうかい ♪とんぼのめがね ♪こどものせかい 

 

＜お知らせ・お願い＞ 

✎爪が伸びていないかの確認をお願いします。 

✎28 日（火）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。 

✎運動会では上靴（柄なし）と白のハイソックスを使用します。記名したビニール袋に入れ９日（木）までに持た

せてください。上靴は、つま先のゴム色部分は何色でも構いません。 

☆最近のふじ組さん☆ 

今までは、「時計の長い針が〇〇になったら片づけを始めるよ。」と保育士が伝え、“片付け→プール”

のように次の活動に向けて準備を行ってきました。現在では、「長い針が〇〇になったらプールに入る

よ。」というように、片付け時間を含めた次の活動の開始時間を伝えるようにしています。その時間に間に

合うように自分で玩具の片づけやトイレを済ませておくなど自らの行動を心掛けるようにしましたが、初め

は、多くの子どもがその時間に片づけを始めていました。最近では、少しずつ慣れてきて自分なりに見通し

を持って行動し時間に間に合うようになってきました。友だちと片づけのタイミングを話し合う姿、みんなが

間に合うように率先して片づけを始める姿に成長を感じます。 
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