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保育目標
・夏の遊びを楽しむ。
家庭連絡
・汗をかきやすくなっているので、着替えを多め
に用意してください。
・７月８月の弁当会はありません。
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１．なつはとってもすてきだな
１．なつはとってもすてきだな
ほんとうにうれしいな
ほんとうにうれしいな
おひさまぴかぴか
へびはにょろにょろ
おひさまぴかぴか
へびはにょろにょろ
せみにおしっこかけたれた
せみにおしっこかけられた

今月のうた

連絡

ほんとうにすてきだな
ほんとうにすてきだな

♪七夕 ♪セミ ♪夏の樹 ♪夏のうた
♪スイカの名産地 ♪うみ ２曲
♪なーみなーみわんわちゃくり
♪あのふしてぃーち

ほんとうにうれしいな
ほんとうにうれしいな
２．なつはとってもすてきだな
２．なつはとってもすてきだな
ほんとうにうれしいな
ほんとうにうれしいな
ぷーるでおよいで
すいかをたべて
プールでおよいで
すいかをたべて
かみなりさまがごろごろどん
かみなりさまがごろごろどん
ほんとうにすてきだな
ほんとうにすてきだな
ほんとうにうれしいな
ほんとうにうれしいな
３．なつはとってもすてきだな
３．なつはとってもすてきだな
ほんとうにうれしいな
ほんとうにうれしいな

日

月

火

水
１

５

１２

１９

２

金
３

プラネタリウム
（ぞう）

８

９

七夕集会

７
AM リズム
PM 体育（ぞう）

１３

１４

１５

１６

１７

ＰＭ体育
(うさぎ・きりん)

ＰＭ空手

避難訓練

誕生会

２１

２２

２３
海の日
（休園）

２４
スポーツの日
（休園）

３０

３１

６

２０

２７

お焚き上げ

２８
２９
PM 体育
（うさぎ・きりん）

土
４

はだかでわいわい
おひるねぐうぐう
はだかでわいわい
おひるねぐうぐう
アイスクリームをたべたんだ
アイスクリームをたべたんだ
ほんとうにすてきだな
ほんとうにすてきだな

ＰＭ空手

PM 体育（ぞう）
２６

木

ほんとうにうれしいな
ほんとうにうれしいな

１０

１１

身体測定

カリキュラム

・７月８月の弁当会はありません。
・緑の文字は職員研修、青の文字は保護者の参加です。

１８

２５

＊一年生お招き会・・・８月５日（水）に
予定しています。

＊苦情・ご意見は 0 件です。

「だいすきなうた」

ひよこ組

園生活にも慣れてきたひよこ組。
お部屋では、自分の遊びたいおもちゃを見つけて遊んだ
り、ハイハイや歩くのを楽しんでいます。ご飯もたくさ
ん食べられるようになりました。
そんなひよこ組が一番好きなのが「うた」です。保育者
がうたを歌うと、じーっと見つめる子や手拍子をする
子、離れた場所で体を揺らす子など、それぞれ楽しそう
にしています。
うたの中でも「おはながわらった」が特に大好きです。
♪おーはながわーらった♪とうたうと、お花の絵がある
手袋に手を入れ、保育者の真似をする姿もかわいいで
す！
ぜひ、お家でも歌ってみてくださいね。

「さすが！うちなーっ子」

うさぎ組

子ども達と一緒に楽しんでいる手あそびの一つに
♪始まるよったら始まるよ♪があります。

「化石発見！？」

きりん組

ある日の朝の出来事。

１と１（指を出します）で忍者だよ、ニン！

ぞう組の男の子たちが、園庭にあるタイヤを掘り起こそ

２と２でカニさん、チョキン！3 と 3 で猫のひげ、ニャン！

うという事になり、それを見ていた K 君も一緒に掘り始

４と４でタコの足、ヒュン！５と５で手はおひざですが、５と５

めていました。いろんな形の砂の塊が出てきて、K 君が

で…「なんだと思う？」と聞くと、子ども達は、う～んと考え中

次々に掘り起こした砂の塊を「これは８０kg ありまーす」

S 君が「はい！イヤサッサ、ハイヤ、イヤサッサ」と答え、みん

と見せたり、
「これはティラノサウルスの化石だよー」と

なでカチャーシーを踊り始めました。カチャーシーを想像すると

テーブルに並べていました。

は、さすがうちなーっ子だなぁと思いました。

化石発掘隊になり、次々と出てくる砂の塊をいろんな恐

そんなうさぎ組は慰霊の日の前日の集会で、慰霊の日の話を聞い

竜に例えながら、化石の発見を楽しんでいました。

たり、月桃の花の歌など歌いました。夕方、「明日は何の日だっ

子どもの発見や発想って面白いなぁと感じた場面でし

た？」と聞いてみると、
「お休み！」
「誕生会！」S ちゃんは「月

た。

桃の日！」と答えてくれました。ぞう組になる頃には「６月２３
日は慰霊の日」と答えられるようになるかなぁ？
「虫だいすき‼」

ぞう組

梅雨も明け、園庭で朝夕たくさん遊べる日が増えていま
｢大人のマネ？｣

りす組

梅雨も明けて暑い日が続いていますが、りす組の子ども達

７月のクラスだより

は室内遊びや園庭あそびと、毎日楽しんでいます。

で調べています。りす組の I 君が見つけたダンゴムシをも

手洗い場で何やらコソコソ。
「何してるの？」と覗いて見て

「めざせ！お姉ちゃんパンツ！」

みると、保育者にバレないように手洗い用の石けんをシャボ
すごい‼石けんでシャボン玉ができるのを知ってるの？！
と感心してしまいました。大人がやっている事をしっかりと
見てるんだと感心しました。
また、ある日の Y 君の連絡帳には「お家の湯船でウンチ…」
とおもしろエピソードが。本人に「お風呂でウンチしちゃっ
たの？」と聞くと「うん」と答え、得意気に人差し指を立て
て「硬いウンチだった、３回やっちゃったのー」と話してる
のを見て、保育者は大笑いでした。りす組になって、いろん
な事を見て学んで試したり、お喋りが達者になっている子ど
も達。そんな子ども達と一緒に、暑い夏も楽しみたいと思い
ます。

カミキリムシなどたくさん見つけてきます。
どの虫が何を食べるのか、A 君や S 君が持ってきた図鑑

ある日、園庭でシャボン玉をして遊んでいると、Y ちゃんが

ン玉の容器にうつしてました(笑)

す。ぞう組は虫が大好きで、ヤスデからバッタ、カメムシ、

あひる組

あひる組になって 4 ヶ月。日々元気いっぱいに遊んでいます。

らい、飼うと言って張り切っている A 君。
何を食べるのかな？と話し、「チーズも食べるって！明日

この頃は、泣いている子がいると側に行っておもちゃを貸して

チーズ持ってくる！」と目をキラキラさせていました。本

あげたり、手をつないでニコニコ歩いている姿にほっこりさせ

当にダンゴムシがチーズを食べるのか試してみたいです

られます。トイレに行くよ～と声をかけると、自分でズボンパ

ね。

ンツを脱いで、便器でおしっこやウンチもできる子が増えてい

また、今ぞう組では虫が弱くなってしまって、元気がなく

ます。

なったら逃がしてあげようねと話をしています。朝捕まえ

ある日、トイレに行った E ちゃん。
「E もお姉ちゃんパンツはき

てきたバッタやカメムシなどをしばらくすると「そろそろ

たいなぁ」と言うので、
「E ちゃんもママにお姉ちゃんパンツお

逃がそう！」と誰かが言い出し、園庭へ出て行って逃がし

願いしようね」と話すと「うん」と言ってました。

てあげます。そんな子ども達の姿を見ていると、平和月間

「E もお姉ちゃんパンツ欲しいなぁとその日の夕方、ママに話

で命の大切さなどを考えるようになっているんだなぁと

していました。
」と翌日の連絡帳に書かれていました。

成長を感じます。

布パンツへの憧れを感じているようです。

暑い夏、セミや虫と過ごすことも楽しんでいきたいと思い
ます。

平和ってどんなこと？
６月１７日（水）に、ぞう組・きりん組は平和集会を行いました。
平和集会では、戦争や平和についての DVD や絵本を見ました。
子ども達に
「戦争ってどんなこと？」と聞くと
「戦争の時は爆弾が落とされたから怖い」
「海が赤色になったから怖い」と答えていました。
また、「平和ってどんなこと？」と聞くと
「みんなで遊ぶこと」
「ケンカしても仲直りできること」など
子どもなりに考えたことや思ったことを話していました。
６月の平和月間に、家庭でも多くの子が平和について話をしていると
いう声が聞かれ、自分達は経験してはいないけれど

梅雨も明け、だんだんと暑い日が増えてきていますね。季節の移り変わりの変化
を感じながら、元気に過ごしている子どもたち。体調に気を付けながら今月も思い
っきり遊んで行きたいと思います。
先月行われた、
「第１回イスとりゲーム」の様子を掲載したいと思います。去年も
何回か遊んだことがあったからか、なんとなくルールもわかってきているようです。
いろんな表情を見せてくれた子どもたちです。

イスとりゲーム、スタート‼

いろんなことを感じたんだなぁと思いました。
平和がいつまでも続いていきますように・・・

だんだんと少なくなってきたよ
ドキドキする～

もしもしかめよ～の曲に合わせて
かめのポーズなんかも
しちゃったりして…

座れなくて…
泣いちゃった。。

あるこー♪あるこー♪
先生、いつ笛を吹くのかな？

１位と２位には
手作りのメダルの贈呈‼

どこがあいてるかな～

悔しい…

