


　　ももぐみだより

　　

日 月 火 水 木 金 土

1 2
プール開き

3 4 5 6 7 8 9

七夕会

10 11 12 13 14 15 16

身体測定

17 18 19 20 21 22 23

海の日

24/31 25 26 27 28 29 30
避難訓練 誕生会

　✰プール遊びは上記の予定には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。

　日毎に暑さも増していき、本格的な夏の季節がやってきました。子どもたちは、暑さと共に毎日汗を

かきながら毎日夢中になって様々な遊びを楽しんでいます。

　今月からはプール遊びが始まります。体調管理に気を付けて、季節の遊びを楽しみたいと思います。

また、こまめに水分補給をしながら、時には遊びの中でホッと一息つけるような時間をつくり、暑い夏

を元気いっぱいに乗り切りたいと思います。

　　✿今月の目標✿

＊水の感触や開放感を味わいながら、夏ならではの遊びを保育士と楽しむ。

＊絵本や保育士との会話を通して言葉に親しみ、自分の気持ちを表現する。

　　✿今月の歌✿

♪たなばたさま　♪シャボン玉

♪水遊び　　　　♪アイアイ

　✿お知らせとお願い✿

・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下さい。

　✿最近のももぐみさん✿

　最近は、少しずつお話しするようになってきたお友だちがおり、「せんせー」や「アンパンマン」など

簡単な単語を耳にすることも増えてきて、毎日楽しく過ごしています。‟こんなときなんていう”シリーズ

の絵本を棚に用意すると、保育士の方に持って来て一緒に見たり、お友だち同士で見せあったりする姿に

ほっこりとします。また、食事の前に手を拭くと、自分でタオルを畳む子どもや一生懸命畳もうと自分な

りに取り組む子どもの姿が見られ、自分でできると嬉しそうに「できたー！」と見せてくれます。

　これからも子どもたちの‟やってみよう”‟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

援助し、できた喜びを認め、共有していきたいと思います。

　　　　　　7月の行事予定



ばらＡ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 

  七夕会 

８ ９ 

１０ １１ １２ １３ １４ １５ 

  身体測定 

１６ 

１７ １８ 

  海の日 

１９ ２０ ２１ ２２ ２３  

和太鼓披露会 

２４ ２５ ２６ 

  避難訓練 

２７   

  誕生会 

２８ ２９ ３０ 

※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。 

 

梅雨の時期ですが、今年は晴れる日が多く、雨が降ってもすぐに止んで晴れ間を見せるコロコロ変わる

お天気に、「雨降ってきたね。」 「先生、雨降ってないよ！お外で遊ぼう！」などと、空を見上げてお天気観

察をする子ども達です。中には、「雲が動いてるね～。」 「ハートみたい。」など、雲の動きや形にも興味を

持つ子どもの姿も見られています。 

今月から、プール遊びが始まります。体調や安全面には十分留意しながら、水と触れあう楽しさを全身で

感じて欲しいと思います。 

 

☆今月の目標☆                                ♪今月の歌♪ 
・保育士や友だちと一緒に、夏ならではの遊びを思いきり楽しむ。        ・たなばたさま 

・衣服の着脱など、身の回りのことを自分でしようとする。             ・水遊び  ・トマト 

                                                 ・アイスクリーム 

                                                    

☆お知らせ・お願い☆ 
・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。サイズが大きすぎるもの、チュニック、ヒ

ラヒラしたレースタイプのもの、また、ワイドパンツは、活動によっては子どもの動きの妨げになりケガに

もつながりますので、着用はお控え下さい。（詳しくは、園だよりに記載しています。） 

・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。） 

 お迎え時のリュックに関しては、コロナ禍以前の取り方に戻します。１７時３０分までのお迎えの方は、保護

者の方が廊下の外の扉からリュックを取って下さい。もも組に移動している場合は、荷物を取られてから

お子さまのお迎えをお願いします。園庭側の窓が閉まっている時は、園児玄関からお入りください。 

 

☆最近のばらＡ組さん…☆ 
 テラスでの出来事…Ａちゃんは空を見上げて流れる 「雲」 を見ていて…。 

               Ｂくんは廊下にいた虫の 「蜘蛛」を見ていて…。 

              （２人はそれぞれの “くも” をじーっと見ています。） 

Ａ「くもが動いてるねー。」  Ｂ「ほんとだ！こっちにくるよ。」  Ａ［えー、こっちに来ないよ。」   

Ｂ「みてみて、 ほら！！」 Ａ「あー、こっちのくもさんね。」 

二人の噛み合っていない会話のやりとりが可愛らしくて面白かったです。 



日 月 火 水 木 金 土
1 2

プール開き

3 4 5 6 7 8 9

七夕会

10 11 12 13 14 15 16

身体測定

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 避難訓練 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。

　梅雨のじめじめとした気候もあっという間に夏の暑さへと変わっています。

いよいよ今月からプール遊びが始まります。子どもたちにプールの話をすると、まだはっきりとは理解してい

ない様子でしたが、プールや水という言葉に反応してワクワクしているようです。

プール遊びも楽しみながら、夏の暑い季節を乗り越えていきたいと思います。

✿今月の目標✿

・衣服の着脱や衣服を畳んだり片付けたりすることを、保育士の見守りの中自分でやってみようとする。

・夏ならではの遊びを、保育士や友だちと楽しむ。

♪今月のうた♪

・たなばたさま　　・みずあそび　　　・しゃぼんだま　　・きらきらぼし

✿お知らせ・お願い✿

・暑くなってきて、着替えをすることも多くなりますので、着替えを多めに持たせて下さい。

　（下着、ズボン、Tシャツなどバランスよく用意して頂くと助かります。）

・朝はいてくるオムツに記名がないことがあります。先月もお願いしている通り、子どもたちは自分で

　着脱をしています。誰のオムツか分かるように、忘れず記名をお願いします。

・廊下側から開閉するリュックの扉は、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。）

　　お迎え時の荷物に関しては、コロナ以前の取り方に戻します。17時３０分までのお迎えの方は、保護

　者の方が廊下の外の扉からリュックを取って下さい。もも組に移動している場合は、荷物を取られてか

　らお子様のお迎えをお願いします。園庭側の窓が閉まっている時は、園児玄関からお入り下さい。

✿最近のばらB組さん✿

　遊びの時間からお片付けの時間になるとき、保育士が「お片付けの時間になりました！お片付けしま

しょう！」と声をかけると、子どもたちはすぐに反応し「えっもう？！」「はやいねー。」などの言葉を言う

子どももいれば「お片付けだー！」「こっちが早く終わるよ！」などの言葉も聞こえます。そして、最近では

お片付けの後の生活の流れが分かってきて、お片付けの時間を知らせると、「先生ご飯？」と聞いてきた

り、「ご飯だー！」と喜んだりしています。

少しずつ生活の流れを把握して、保育士が伝えなくても子どもたち自身がたくさんのことを把握するよう

になってきています。これも成長の一つであり、嬉しく思っています。

　また、給食を楽しみにしてくれているのだと思うと、給食を皆で食べるのももっと楽しくなり、一段と食欲

がわいてきそうですね！

ばらBぐみだより

７月　行事予定



さくらぐみだより 
７月 行事予定 

 
※プール遊びは、上記の予定には載せていませんが、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。 

 

 ジメジメとした梅雨も早々に明け、爽やかな青空が広がる季節となりました。いよいよ夏の到来ですね。 

毎朝のおあつまりで天気の確認をしているせいか、空の様子に興味津々の子どもたちは、風が強い日には、 

「動いてる！」「はやーい！」「もうすぐくっつきそう！」等、大興奮で雲の様子を観察しています。 

今月からはプール遊びが始まります。屋上の大きなプールにどんな反応を見せてくれるか楽しみです。 

夏ならではの遊びを思いきり楽しみながら、安全面や衛生面には十分に注意して、暑い夏もみんなで元気に

過ごしていきたいと思います。 

 

★今月の目標★                     ★今月のうた★ 

 ・こまめな水分補給や十分な休息を心掛けながら健康的に過ごす。    ♪たなばたさま  ♪うみ 

 ・夏ならではの遊びや自然に親しみ、思いきり遊ぶ。          ♪なつのうた  ♪アイアイ 

 

★お知らせ・お願い★ 

 ・持ち物には全て記名をお願いします。水筒やコップなど、記名が消えてきているものもありますので、

消えていたり薄くなったりしている物には再度記名をお願いします。衣服や下着にも必ず記名をお願い

します。 

・２７日(水)は誕生会ですので、白ご飯はいりません。さくら組は、スプーンは巾着に入れて持たせてく

ださい。 

・暑くなってきましたので、水筒のお茶は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、伸びてきたら爪切りをお願いします。 

・プールカードの記入は毎日忘れずにお願いします。 

 

★さくらぐみさんの様子★ 

 トイレやランチルームに向うときなど、保育室から出入りする際には『いってらっしゃい』『いってきま

す』『ただいま』『おかえり』の挨拶のやり取りを行っています。今では、元気いっぱいな声で保育士よりも

早く声を掛けてくれることが増えてきたさくらぐみさんです。照れながらも笑顔で「ただいま～！」と帰っ

てくる姿がとても可愛らしいです。私たち保育者が、時にはすぐに『おかえり』が返せなかったり、うっか

り「はーい！」と返事を返したりしてしまうことがあります。すると、「ただいま～！…聞こえないの！？

ただいま！！！」と『おかえり』催促をされたり、「はーい！じゃなくて“おかえり”でしょ！！」と注意

を受けたりするので、思わず「すみません！」と言ってしまいそうになる場面もあります。(笑)これからも

日常でのこまやかなやり取りのコミュニケーションを大切にしていきたいと思います。 

月 火 水 木 金 土
1 2
プール開き

4 5 6 7 8 9
交通安全 七夕会

11 12 13 14 15 16
身体測定

18 19 20 21 22 23
海の日 和太鼓披露会

25 26 27 28 29 30
避難訓練 誕生会



日 月 火 水 木 金 土
1 2
プール開き

3 4 5 6 ７　七夕会・英会話 8 9
移動図書(返却のみ) 体育指導

10 11 12 13 14 15　身体測定 16
交通安全 英会話 体育指導

17 18 19 20 21 22 23
海の日 英会話 和太鼓披露会

24 25 26 27 28 29 30
避難訓練 誕生会 英会話

31

＜今月の目標＞

✿汗をかいたら着替えをして、清潔に過ごす 　　♪たなばたさま

✿友だちと関わりをもちながら、夏ならではの遊びを十分 　　♪うみ

　楽しむ 　　♪アイスクリームのうた

　　♪すいかの名産地

名前： ※５日（火）までに提出をお願いします。

★当てはまるものに〇をつけてください。

　　　①自分で拭ける（大人が手伝わなくても拭くことができて最後の確認も必要ない）

　　　②だいたい拭ける（自分で拭けるが、大人の手伝いや最後の確認が必要）

　　　③まだ難しい

★回答に迷う方や何かご不明な点などありましたら、下記に記入をして下さい。

すみれぐみだより
７月行事予定

※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。

  早々に梅雨明けをして、毎日暑い日が続いています。今月から子ども達が大好きな

プール遊びが始まりますので、たくさん遊んで楽しんでいきたいと思います。

  先日の保育参観では、多くの保護者の方に参加して頂き、ありがとうございました。

始めは少し緊張している様子も見られましたが、活動が始まると子ども達は嬉しそうに

一緒に手作りのおもちゃを作って、風船リレーやブーメランで楽しく遊んで喜んでいま

したね。少しでも園での様子を感じて頂けたら嬉しく思います。

　これからも、子ども達の成長を温かく見守っていきたいと思います。

★すみれぐみの秋頃までに排便後の後始末を自分で出来るようにしていきたいと思っておりま
す。子ども達の排便後の後始末の状況を把握するため下記の用紙に記入をして提出をお願いし
ます。（予想ではなく必ずご自宅で練習しているお子さんの様子を確認の上、記入をお願いし
ます。）排便後は自分で拭けるように、ご家庭で丁寧に練習をお願いします。
 自分で拭けるようになったら担任までお知らせ下さい。

きりとり

✎暑くなってきましたので、お茶は多めに持たせて下さい。
（水筒２本、又は水筒とペットボトル）
✎２７日（水）は、誕生会ですので白ご飯はいりません。お箸又はスプーンは持たせて
下さい。

＜お知らせ・お願い＞

✎プール等で着替えが多くなりますので、全ての持ち物には必ず記名をお願いします。

　　＜今月の歌＞



日 月 火 水 木 金 土
1　プール開き 2

お楽しみナイト

3 4 5 6 7　七夕会 8 9

英会話 体育指導

10 11 12 13 14 15　身体測定 16

和太鼓指導 英会話 体育指導

17 18 19 20 21 22 23

英会話 和太鼓披露会

24/31 25 26 27 28 29 30

交通安全 避難訓練 誕生会 英会話

※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。
　
　梅雨はまだ続いていますが、少しずつ暑くなる日々が夏の訪れを感じさせてくれます。

　今月は、お楽しみナイトに七夕会など、夏らしい行事に子どもたちは、毎日ワクワクしています。

「夕ご飯一緒に食べられるね！」「カレー美味しく作れるかな？」「夜までいたら、お化けでちゃう

よ。」など友だちと楽しみにしている姿が見られます。

　いよいよ、プールも始まり夏本番です。水分補給や休息をとりながら、夏ならではの遊びを楽しん

でいこうと思います。

☆目標☆

・活動（遊び）に合わせて、十分に休息をとり健康的に過ごす。

・水の心地よさを感じながら、友だちや保育士とプール遊びを楽しむ。

☆お知らせ・お願い☆

・1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。（ＰＭ9時直前までは、車のエンジンを切って

　車内での待機をお願いします。）

・12日(火)は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。着替えを一式袋に入れ

　て持たせて下さい。体育指導の日も同様です。

・27日(水)は、誕生日会ですので白ご飯はいりません。スプーンか箸を持たせて下さい。

♪今月の歌♪

・たなばたさま　　　・うみ　　　　　　・すうじのうた

☆★最近のふじ組さん・・・★☆

　先日、おままごと遊びをしていた子どもたち。役割を自分たちで決めて遊んでいました。Ａくん

たち3人の男の子が「一緒に、あーそーぼっ！！」と声を掛けて遊びの輪の中に入ったのですが、役

割を決めるところでもめていました。「僕たちは犬が良い！」という男の子たち。すると一人の女の

子が、「お父さんがいなかったから、お父さんに誰かなって！犬ばっかり増えても働くお父さんが

居ないと、ご飯も買えないから犬3匹も飼えない！！」と言いました。そのやり取りがとても現実的

で、必死に説得する姿や皆でしっかり話し合って役割を決めて遊ぶ姿が、とても微笑ましく、5歳児

らしいなと感じました。

　友だちとの信頼関係があるからこそ、安心して自分の思いを伝え、遊びの中で生じる小さな気持ち

のすれ違いも自然と修復していけるのだと思います。今後も子ども達同士の気持ちの伝え合いを見守

りながら、一人一人の心の成長を支えていきたいと思います。

ふじぐみだより

7月　行事予定


