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7 月 4 日 火 曜日 保育日数 58日 行事 個人懇談② 年長担当 小泉・工藤・長山

今月
らい

生活 基盤を見直し、意識しながら過ごす。

らい
内容

生活習慣を見直し、1人1人が意識を持って生活をする。

仲間と相談し、自分たち 力で楽しみながら作り上げるお泊まり会！ 自分でできること 自分で行い、自信をつける。

お泊まり会へ向けて、期待を持って取り組む。

クラス さくら クラス すみれ クラス もも

欠席者 たおもとあき・もりかなと 欠席者 ごとうしん すけ（風邪）やまだとおしろう（腹痛） 欠席者 てらさきみずほ

部屋 環境と子ども 遊び（写真）

①子ども 姿②読み取り（ど ような経験をしている か）③願い（次に必要な経験 何か）④環境 構成

お泊まり会＝パーティー
①お泊まり会をとても楽しみにしている。「一番楽しみなこと ？」 質問
に「みんなで寝ること！」「パジャマパーティーだよ！」おお しゃぎ。
カレー 具材もしっかりお家で聞いてきた子ども達。話し合いをして、具材
を決定した。「さつまいも」と「チーズ」に。
話が膨らんでいくと、期待も大きくなっているようだ。毎日 帰り 会「今
日も楽しいお泊まり会 お話ししよう 」「いえーい！」
キャンプだホイ お泊まり会替え歌バージョン。さくら組も考案 →「みんな
でお泊まり　パジャマでパーティー　遊びほうだい～」
②中に 不安がある子もいるが、楽しみ 気持ちが大きくなってきてい
る。お泊まり会 話に 大興奮になってしまうが、みんなで楽しい気持ち
で迎えられるようにしたいと思う。今 子ども達と話していると、「みんなと
寝れること」「ドッヂボールがたくさんできること」「遊び放題なこと」など、み
んなで過ごす時間が長くなることだけでも嬉しく、特別感になっている だ
と思うことができる。替え歌 歌詞からそ 気持ちがよく感じれる。

上手に投げられるようになれれ ！
①ドッチボールがブームになりつつある今、すみれ組でやるときに 入れ
る が相手がさくらとなると入れなかったり、ほんと 入りたいけどルール
がわからないからといって入る をやめる子や上手に投げられないから、
とやらない子もいる。そんななかで園庭にりえ先生が投げる練習をできる
ボール投げ練習装置を用意してくれていた。少し声をかけるとさっそく、き
なやちさき、ういかが始める。投げ方だったり体 使い方、コツを説明する
と気をつけながら投げている。じゅんも入るとちさきやういかが一生懸命コ
ツを教えている。そ 後に 家でこっそりお兄ちゃんと練習をしている、と
いうしょうりも初め、次 じゅんがコツを教えていた。どこらへんまでいった
か毎回気にして投げていた。
②投げることに自信が無い子やちょっと興味がある子 きっかけになって
いる。
③ほんとう 入りたいんだけど、緊張や自信がないことで いれない か
と思う。全員がやるべきも でもないし、強制で ない で、やりたいと
思ってるけどちょっと、、という子たちに気づいて声をかけ、 いっていけ
れ と思う。
④ある程度 距離ごとにカラーガムテープで印をつけるともっとどこまで
いったかわかるともっと盛り上がると思う でつけれ と思う。

)とりをよぼう①りくとが作った鳥 巣 鳥。今日もいるかな？と見に行ったご)りん、
「鳥がいない！」と大騒ぎ、駆けつけたもも組。探すがどこにもいない。「逃げた か」
「からすにつれられた か」りんが「りくともう一回作ろう」と誘うが、今日 さそいに
らないりくとだった。「鳥どこいったんだろう」か)ゆな。「本で鳥調べてみたら」と言う

と、小さな図鑑で鳥 所を見つける。ビックサイエンス 「とりをよぼう」をわたすと、
りんと餌 ページを見つけて、「これ食べるんだって」と嬉しそう。そこに載っていた、
餌台をつくってみようとなり、木を集めるが雨が・・・ベランダに運び、ノコギリそしてト
ンカチ。朝 会で、ユナからお知らせ、トンカチ 見本も なかと交代で見せる。「鳥
くるかな」と「トンカチやってみたい」と興味 広がり、明日、餌台を完成し、板に釘打
ちしてピタゴラスイッチ ようなも を作ってみようとなった。②慎重派 ゆなから
、トンカチ見本。釘を支え じめ軽く叩き釘を安定させ、 なかがずれないように

抑えるなど慎重に丁寧にと説明しなくてもみんなわかるような気がした。作った鳥と、
本物 鳥と 違うこと わかっていながらも、想像を楽しみながら現実に鳥を呼ぶた
めに と今しか感じられないことかと思う。③餌台を設置し、監察し鳥が来る かカ
レンダーなどにチェックするようにできれ と思う。いつか鳥 くるかな。トンカチにも
興味を持った で、プロ 大工 仕事を見学させてもらえれ と思う。④部屋で 、
動物園に行ってからカプラでキリンを作っていて何度も首が折れたりしている。完成
したら披露したい だろう。ちあき 家からキリン 餌をいれるザルを持ってきてい
た。LaQで作れるも も増えてきた、りゅうと 集中して作っている。ドッチボール、さ
くら組へも参戦する、けんたろう、りょうた、やりたいと思っている子 増えている。そ
日 どこをどう盛り上げていくかを考えて保育しなけれ ！
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「よ～く見て」       ６/２７    佐藤弘美

今まで練習してきたクラス対抗リレー。
練習では何番に走るのにも「いやだ」「りゅうたの次」「僕は走らない」と度々言っていたたけし君。
当日を迎えました。
順番が固定され数回練習したので、順番は理解していました。
今までで1番真剣なたくましい走りのたけし君を見ました。いつもなら友だちに抜かされてしまいますが、今
回は1番で独走しました。閉会式の時たけし君に「たけし・一生懸命走って頑張ったね！」「 1番で走れてよ
かったね」と褒めました。するとたけし君は「違うよ～僕じゃなくて前に走ったあんずが抜かしてくれたか
ら！僕が先に走れたんだ」と言う答えが返ってきました。
私はびっくりしました。きちんと前の友だちを見つめ・目で追っていた事にたけし君の成長を感じた運動会
でした。
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