
認定こども園せんにしの丘

行 事 名 日 時 場     所 参加者 保育者 内                  容

新入を祝う会 4/1 土 遊戯室 新入児・保護者 柴田 パネル「どんないろがすき」・うた「チューリップ」他

進級を祝う会 4/3 月 遊戯室 全児 藤本 パネル「どんないろがすき」・うた「チューリップ」他

春の親子遠足 4/22 土 福山城公園 かもめ・保護者 担任他 ウォークラリー・散策

春の親子遠足 4/22 土 駅家分署見学 いるか・保護者 担任他 消防署見学・遊具

春の親子遠足 4/22 土 はきもの博物館 くじら・保護者 担任他 はきもの博物館見学

４月誕生日会 4/27 木 遊戯室 全児・誕生児保護者 １・５才 うた「こいもぼり」他・パネルシアター「ヘビのニョロくん」

５月誕生日会 5/18 木 遊戯室 全児・誕生児保護者 ０・３才 うた「つばめ」「いちご」・「マジックショー」

劇団「飛行船」観劇 5/24 水 リーデンローズ ４・５才 ４・５才担任 「シンドバットの大冒険」

保育参観 5/30 火 保育室 ２才 担任 製作（手作りおもちゃ）・リズムあそび「ど根性ガエル」

懇談会 5/30 火 ゆうゆうさろん ２才保護者 占部・山本 イヤイヤ期の子どもとの関わり方について

保育参観 6/2 金 保育室 ５才 担任 屋外あそび・製作（ロケット）

懇談会 6/2 金 ゆうゆうさろん ５才保護者 掛川・古川 生活リズムについて・就学に向けて

保育参観 6/7 水 保育室 ４才 担任 英語指導・集団遊び「白黒ゲーム」

懇談会 6/7 水 ゆうゆうさろん ４才保護者 内田翔・種本 自己肯定感を育てる関わり方について

保育参観 6/17 土 保育室 1才 担任 ミニ運動会（かけっこ・ふれあいあそび・玉入れ他）

懇談会 6/17 土 ゆうゆうさろん 1才保護者 小野美・細川 基本的生活習慣について

保育参観 6/17 土 保育室 0才 担任 ミニ運動会（ベビーマッサージ・ふれあいあそび他）

懇談会 6/17 土 まりもさろん 0才保護者 橋本・溝入 離乳食の進め方・子どもとの関わり・生活リズムについて

６月誕生日会 6/22 木 遊戯室 全児・誕生児保護者 ２・４才 うた「かたつむり」他・劇「プレゼントなにかな」

１年生交流会 6/24 土 園庭・保育室 ５才・１年生 橋本・羽原 ドッジボール・製作・屋外あそび・昼食（カレー）

保育参観 7/1 土 保育室 3才 担任 月刊絵本の付録づくり

懇談会 7/1 土 ゆうゆうさろん 3才保護者 元繁・内田優 子どもの気持ちに寄り添う関わりについて

７月誕生日会 7/6 木 遊戯室 全児・誕生児保護者 １・５才 うた「七夕」「みずあそび」・劇「おむすびころりん」

夏のおたのしみ会 7/22 土 園庭・保育室 くじら ５才担任他 うちわづくり・買い物・水遊び・クッキング・園内探検

ファミリー平和の会 8/3 木 遊戯室 全児・祖父母 古川　他 朗読「へいわってどんなこと？」「ともだち」、うた「おりづる」他・ミニコンサート

千田学区盆踊り大会 8/5 土 千田小学校 全児・保護者 掛川　他 盆踊り「海の仲良し音頭」

８月誕生日会 8/24 木 遊戯室 全児・誕生児保護者 ０・３才 うた「おばけなんてないさ」他・ペープサート「とんでったばなな」

人権平和資料館見学 8/31 木 人権平和資料館 ５才 ５才担任 資料館見学・ビデオ視聴

千田学区スポーツ祭 9/10 日 千田小学校校庭 ４・５才 細川・内田翔他 かけっこに親子で参加

９月誕生日会 9/14 木 遊戯室 全児・誕生児保護者 ２・４才 うた「とんぼのめがね」「ぽんぽこたぬき」・劇「シルエットクイズ」・体操

千田学区敬老会 9/18 月 千田小学校体育館 ４才 ４才担任他 うた「もみじ」「とんぼのめがね」「ハッピーチルドレン」

運動会 10/7 土 千田小学校校庭 ３・４・５才 溝入 かけっこ・リレー・鼓笛・組体操・リズムなど

せんにしまつり 10/21 土 保育室 全児・保護者 柴田・藤本 ウォークラリー・おかいもの・ゲーム

秋の遠足 10/24 火 せんだの森 ３才 かもめ担任他 せんだの森園庭・３歳児と交流

秋の遠足 10/24 火 ちゃぷちゃぷらんど４・５才 ４・５才担任他 虫さがし・遊具・おにごっこ・ボールなど

１０月誕生日会 10/26 木 遊戯室 全児・誕生児保護者 １・５才 うた「どんぐりころころ」他・ペーパーシアター「ポンタとコンコのかくれんぼ」

千田学区文化祭 11/5 日 千田小学校 ５才 ５才担任他 リズム「ソイヤ！」

１１月誕生日会 11/9 木 遊戯室 全児・誕生児保護者 ０・３才 うた「山の音楽家」「もみじ」・劇「北風と太陽」

音楽発表会リハーサル 11/16 木 千田小学校 ５才 ５才担任 １年生～３年生までのリハーサル見学（歌・合奏）

幼児音体フェスティバル 11/18 土 福山市体育館 ４・５才 ４・５才担任他 鼓笛「新世界より」「キラキラ星」「さくらんぼ」

３未発表会 12/9 土 遊戯室 ０・１・２才・保護者 小畠 ふれあいあそび・劇遊び・歌遊び

１２月誕生日会 12/21 木 遊戯室 全児・誕生児保護者 ２・４才 うた「赤鼻のトナカイ」他・劇「あわてんぼうのサンタクロース」

保育参観 1/18 木 保育室 ０才 担任 マットあそび・絵本・手形・知育玩具

懇談会 1/18 木 ゆうゆうさろん ０才保護者 溝入・橋本 トイレトレーニング・衣服の着脱について・来年度に向けて

保育参観 1/20 土 保育室 ２才 担任 製作・お引越しゲーム・リズムあそび

懇談会 1/20 土 ゆうゆうさろん ２才保護者 山本・中原 食事や子どもとの関わり方について、進級に向けて

１月誕生日会 1/25 木 遊戯室 全児・誕生児保護者 １・５才 うた「豆まき」他・パネルシアター「願いがかなう魔法の木」

千田小学校見学 1/30 火 千田小学校 ５才 ５才担任 授業見学・校内見学・５年生との交流

３上発表会 2/4 日 神辺文化会館 ３・４・５才 藤本・橋本 うた・オペレッタ・リズム・日本太鼓

おわかれ遠足 2/9 金 リム・県民文化センター５才 担任他 絵本の国・中短保育学科発表会見学

２月誕生日会 2/15 木 遊戯室 全児・誕生児保護者 ０・３才 うた「うぐいす」他・劇「くろくまとしろくまのなかよしチョコレート」

保育参観 2/17 土 保育室 ５才 担任 製作「トランプづくり」

懇談会 2/17 土 ゆうゆうさろん ５才保護者 掛川・古川 1年間で成長したこと・就学にむけて

保育参観 2/21 水 保育室 ３才 担任 英語指導・集団遊び「じゃんけん列車」・体操
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２０１７年度事業報告

懇談会 2/21 水 ゆうゆうさろん ３才保護者 元繁・内田優 子どもとの関わり方について・生活習慣について

千田小学校感謝祭 2/22 木 千田小学校 ５才 ５才担任・柴田 千田小６年生の感謝祭に招待され、ゲームなどで交流

御幸小学校見学 2/28 水 御幸小学校 ５才１２名 古川 授業見学・校内見学・１年生との交流

保育参観 2/28 水 保育室 １才 担任 ガラガラの製作・リズムあそび・ふれあいあそび

懇談会 2/28 水 ゆうゆうさろん １才保護者 小野・細川 子どもとの関わり方・生活習慣について

ファミリーハートはる 3/1 木 遊戯室 全児・祖父母 藤本 各クラスの、うたや踊りの発表

保育参観 3/3 土 保育室 ４才 担任 かるたの製作

懇談会 3/3 土 ゆうゆうさろん ４才保護者 内田翔・種本 1年間で成長したこと・生活習慣について・くじらにむけて

３月誕生日会 3/15 木 遊戯室 全児・誕生児保護者２・４才 うた「春がきた」・劇「おおかみさんとお誕生日会」

３未春の遠足 3/16 金 第1・第2・坂田公園0・1・2才 担任他 散歩・お弁当

卒園式 3/25 土 遊戯室 ４・５才・５才保護者 橋本 修了証書授与・シュプレヒコール
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行 事 名 日 時 場     所 参加者 保育者 内                  容

入園式 4/3 遊戯室 新入児・進級児 森下・石川 新入所の名前紹介・うた「春がきた」「こどもの園」「ちゅうりっぷ」・新入、進級のお祝いをした。

書道指導 4/7 5歳児保育室 5歳児 ５歳児担任 書道道具の使い方を知り、線や文字を書く。心落ち着かせて集中して取り組んだ。

せんだの里訪問 4/14 せんだの里 5歳児 ５歳児担任 おじいちゃんおばあちゃんとのふれあいを楽しんだ。うた：「ちゅうりっぷ」「むすんでひらいて」

夏野菜苗植え 4/19 菜園畑 5歳児 ５歳児担任 夏野菜の苗植えを経験した。土を触り、感触を楽しむ。

書道指導 4/21 5歳児保育室 5歳児 ５歳児担任 書道道具の使い方を知り、線や文字を書く。心落ち着かせて集中して取り組んだ。

れんげ畑 4/25 田んぼ 3.4.5歳児 ３上クラス担任 季節ならではの植物に触れ、地域の方との関わりを楽しんだ。

春のバス遠足 4/27 園外 2.3.4.5歳児 ２上クラス担任 2歳児～5歳児が市立動物園にいき動物とのふれあいを楽しんだ

４月誕生日会 4/28 遊戯室 全児童 小寺・村尾・谷口 誕生児をお祝いした。うた「ちょうちょ」「ことりのうた」他おたのしみ：魔法のケーキ

子どもの日のつどい 5/2 遊戯室 全児童 升田・田和・宇山 子どもの日について話しをきいた。うた「こいのぼり」お楽しみ：「こいのぼりの由来」

春の保育体験 5/6 各お部屋 保護者（希望者） 各クラス 保護者希望なし

たまねぎの収穫 5/10 菜園畑 3.4.5歳児 ３上クラス担任 玉ねぎの収穫を地域の方と一緒に楽しんだ。

せんだの里訪問 5/11 せんだの里 5歳児 ５歳児担任 おじいちゃんおばあちゃんとのふれあいを楽しんだ。うた：」「こいのぼり」「むすんでひらいて」」

総会･ランチ参観 5/13 各お部屋 全児童 河原・益田・光成・山本・森下 保護者の方に日頃の保育を参観してもらい、給食を試食しながら交流を深めた。

さつまいもの苗植え 5/16 菜園畑 3.4.5歳児 ３上クラス担任 サツマイモの苗植えを楽しみながら土の感触を楽しみ、地域の方との交流を深めた。

書道指導 5/19 お部屋 5歳児 ５歳児担任 書道を通し、心を落ち着かせ集中して活動に取り組んだ。「つ」「しのはらいをならった。

5月誕生日会 5/24 遊戯室 全児童 石井・国守・山下 誕生児をお祝いした。うた「ことりのうた」「ありさんのおはなし」他おたのしみ：「魔法ののいす」

書道指導 5/26 お部屋 5歳児 ５歳児担任 書道を通し、心を落ち着かせ集中して活動に取り組んだ。「い」「り」のはらいをならった。

夏の保育参加日 6/3 各お部屋 全児童 各クラス 各お部屋での様子をみてもらい、ふれあいあそびや製作あそびを楽しんだ。

じゃが芋の収穫 6/5 菜園畑 3.4.5歳児 ３上クラス担任 じゃがいもの収穫を楽しみ地域の方との交流を深めた。

せんだの里訪問 6/8 せんだの里 5歳児 ５歳児担任 おじいちゃんおばあちゃんとのふれあいを楽しんだ。うた：「こどものその」「はじめのいっぽ

稲作体験（田植え） 6/9 田んぼ 5歳児 ５歳児担任 日常触れることのない農業体験を通して、自然の恵みや不思議さについて田植えを体験した。

卒園児のつどい 6/10 遊戯室 卒園児 森下・合田 一緒に過ごす時間の中で、友だちとつながりを持ち、ふれあいを楽しんだ。

書道指導 6/16 お部屋 5歳児 ５歳児担任 書道を通し、心を落ち着かせ集中して活動に取り組んだ。「と」をならった。

書道指導 6/23 お部屋 5歳児 ５歳児担任 書道を通し、心を落ち着かせ集中して活動に取り組んだ。「と」をならった。

6月誕生日会 6/27 遊戯室 全児童 合田・鴨井・大畑 誕生児をお祝いした。うた「かたつむり」「かえる」　おたのしみ：「エビカニクス」

せんだの里訪問 7/5 せんだの里 5歳児 ５歳児担任 おじいちゃんおばあちゃんとのふれあいを楽しんだ。うた：「手のひらをたいように」「むすんでひらいて」

七夕のつどい 7/7 遊戯室 全児童 高野・田鞠・大畑 七夕について話をきいた。うた「七夕さま」「きらきら星」　ペープサート：星　星座の話を聞いた。

夕涼み会 7/9 遊戯室 5歳児 ５歳児担任 力を合わせて最後までやりとげる経験をし、自信を持って活動に取り組んだ。

書道指導 7/14 お部屋 5歳児 ５歳児担任 丁寧に書く。名前をかいた。

7月誕生日会 7/21 遊戯室 全児童 田和・升田・大野 誕生児をお祝いした。うた「水あそび」「アイスクリーム」おたのしみ　色水シアター

書道指導 7/28 お部屋 5歳児 ５歳児担任 丁寧に書く。「さ」はらいを学んだ。墨でかいた。

プール参観 7/29 各プール 全児童 各クラス プールの様子を見てもらった。

書道指導 8/4 お部屋 5歳児 ５歳児担任 墨を使っての「も」をかいた。

学区夏まつり 8/6 小学校運動場 参加者 藤原・石井・高橋・小川 季節の催しに楽しんで参加した。

平和のつどい 8/9 各クラス 3.4.5歳児 3上クラス担任・前原 平和についての話をきいた。ペープサートをみた。　

せんだの里訪問 8/10 せんだの里 5歳児 5歳児担任 手足口病の流行の為中止

小学校　プール活動① 8/17 小学校プール 5歳児 5歳児担任 小学校のプール体験を行った。

書道指導 8/18 各お部屋 6歳児 5歳児担任 墨を使って「よ」を書いた。

小学校　プール活動② 8/21 小学校プール 5歳児 5歳児担任 小学校のプール体験を行った。

小学校　プール活動③ 8/22 小学校プール 5歳児 5歳児担任 小学校のプール体験を行った。

チャレンジーウイーク発表 8/25 遊戯室 全児童 升田・小川・高橋 ダンスを子どもたちに披露した。お別れ会をした。

8月誕生日会 8/25 遊戯室 全児童 益田・河原 誕生児をお祝いした。うた「うみ」「手のひらをたいように」　おたのしみ：イチゴのケーキ

防災の日の集い 9/1 遊戯室 全児童 升田・高野・中山 ＤＶＤを鑑賞し、避難の際の「おはしも」「いかすみ」についての話を聞いた。

秋の保育士体験 9/2 各お部屋 全クラス 各クラス 5名の方が参加した。

せんだの里訪問 9/7 せんだの里 5歳児 5歳児担任 雨天のため中止

書道指導① 9/8 遊戯室 5歳児 5歳児担任 秋祭りの展示用の書道として墨を使っての「いも」「つき」を書いた

書道指導② 9/15 遊戯室 5歳児 5歳児担任 秋祭りの展示用の書道として墨を使っての「いも」「つき」を書いた

学区敬老会 9/18 小学校体育館 5歳児 5歳児担任 敬老の日のお祝いの歌をうたった。「きっとありがとう」「また逢える日まで」

お月見会 9/22 各お部屋 全児童 各クラス 祖父母の方とのふれあい遊びを楽しみ、一緒に昼食を食べた。

運動会　全体練習1回目 9/26 園庭 全児童 各クラス 運動会の1回目の全体練習をした。かけっこ・リズム・組体操・玉入れ・綱引きを楽しんだ。

9月誕生日会 9/27 遊戯室 全児童 各クラス 誕生児をお祝いした。うた「どんぐり」「まつぼっくり」他　おたのしみ：

全体練習2回目 10/3 園庭 全児童 各クラス 運動会の2回目の全体練習だったが、雨天の為中止した。

せんだの里訪問 10/5 せんだの里 5歳児 5歳児担任 ＲＳウイルス・おたふく風邪の為、中止した。

書道指導① 10/6 遊戯室 全児童 5歳児担任 「こめ」「あき」の字を書いた。

全体練習3回目 10/11 園庭 全児童 各クラス 運動会の3回目の全体練習をした。かけっこ・リズム・組体操・玉入れ・綱引きを楽しみ。役員の方で準備をした。

運動会 10/14 園庭 全児童 各クラス 各年齢のプログラムにそって子どもたちの成長を保護者と共に喜び親子のふれあいを楽しんだ。

消防車見学 10/18 遊戯室・園庭 全児童 各クラス 消防署の方の話を聞き、消防車の見学をした。

さつま芋の収穫 10/20 菜園畑 3.4.5歳児 3上クラス担任 農業体験を通して自然の恵みや喜びを感じながら、地域の方とのふれあいを楽しんだ。

交通指導（交通指導員） 10/25 園庭 全児童 各クラス 交通指導員の方の話を聞き、交通指導を受けた。

書道指導② 10/27 遊戯室 5歳児 5歳児担任 「こめ」「あき」の字を書いた。

10月誕生日会 10/30 遊戯室 5歳児 高橋・中山 誕生児をお祝いした。うた「ゆき」「たきび」をうたった。

せんだの里訪問 11/9 せんだの里 5歳児 5歳児担任 嘔吐下痢の為中止

稲刈り 11/1 田んぼ 5歳児 5歳児担任 農業体験を通して自然の恵みや喜びを感じながら体験した。

学区文化祭 11/5 小学校体育館 4歳児 4歳児担任 学区文化祭に参加してソーラン節を踊った。

玉葱の苗うえ 11/10 菜園畑 3.4.5歳児 3.4.5歳児 3歳以上児が地域の方と一緒に玉ねぎの苗植えを行った。

ふれあい秋まつり 11/11 園庭/お部屋 全児童 藤原・石井・鴨井 お店・ゲーム・つりあそび・売店などを通して親子のふれあいあそびを楽しんだ。

書道指導① 11/17 お部屋 5歳児 5歳児担任 「たけ」の字を書いた。

発表会全体練習1回目 11/22 遊戯室 1・2歳児 合田・田和・石川・村尾 舞台の雰囲気や発表会の流れを知り、ふれあいあそびを楽しんだ。

書道指導② 11/24 お部屋 5歳児 5歳児担任 「たけ」の字を書いた。

稲もみ 11/24 菜園畑 5歳児 5歳児担任 地域の方に教えていただき、稲もみの体験をする。

三世代ふれあい祭り 11/25 遊戯室 5歳児 5歳児担任 餅つきや伝承遊びに触れ、昔の遊びの面白さを知り、地域の方々とのふれあいを楽しんだ。

11月誕生日会 11/28 遊戯室 全児童 田鞠・小川・原 誕生児をお祝いした。うた「」もみじ「こぎつね」「やきいもグーチーパー」をうたった。

大根の収穫 11/30 菜園畑 5歳児 5歳児担任 地域の方に協力していただき大根の収穫を行った。

書道指導① 12/1 お部屋 全児童 5歳児担任 「いぬ」の字を書いた。

書道指導② 12/4 お部屋 5歳児 5歳児担任 「はがき」を書いた。

発表会全体練習2回目 12/5 遊戯室 1・2歳児 合田・田和・石川・村尾 舞台の雰囲気や発表会の流れを知り、ふれあいあそびを楽しんだ。

さつまいも会 12/6 遊戯室 全児童 渡邊・田和・坂本 焼いも、豚汁をたべてふれあった。

せんだの里訪問 12/7 せんだの里 5歳児 5歳児担任 おじいちゃんおばあちゃんとのふれあいあそびを楽しんだ。

生活発表会 12/9 遊戯室 1・2歳児 合田・田和・石川・村尾 自信をもって舞台に立ち、うたやリズム、劇あそびを楽しく表現した。一人ひとりの成長を保護者とともに喜び合った。

音楽鑑賞 12/13 遊戯室 全児童 各クラス エレクトーン・尺八の音色を聞き、音や曲を楽しんだ。

めだか組ふれあいデー 12/16 0歳児クラス・遊戯室 0歳児 渡邊・小川 お家の方とのふれあいを通して子どもの成長を感じてもらった。

クリスマス会 12/22 遊戯室 全児童 升田・小川・村尾・中山 鍵盤ハーモニカ演奏・キャンドルサービス・うた・などクリスマスならではの雰囲気を楽しみ、サンタさんとの出会いの場を楽しんだ。

12月誕生日会 12/26 遊戯室 5歳児 田鞠・小川・田和 誕生児をお祝いした。うた「ゆき」「たきび」おたのしみ：　「お誕生日会のかくれんぼ」

せんだの里訪問 1/11 せんだの里 5歳児 5歳児担任 インフルエンザの為中止

書道指導① 1/12 お部屋 5歳児 5歳児担任 「ふ」の字を書いた。

書道指導② 1/26 お部屋 全児童 5歳児担任 2月に延期

発表会全体練習1回目 1/29 遊戯室 3.4.5歳児 西元・森下・石川 舞台の雰囲気や発表会の流れを知り自分たちの立ち位置など確認した。

1月誕生日会 1/30 遊戯室 全児童 清水・森原・坂本 誕生児をお祝いした。うた「お正月」「コンコンクシャン」おたのしみ：　パネルシアター

春をまつ会 2/2 遊戯室 全児童 小川・升田・大畑 伝統行事にふれて楽しむ。節分について話をきき豆まきの意味を知って楽しんだ。

発表会全体練習2回目 2/7 遊戯室 3.4.5歳児 西元・森下・石川 舞台の雰囲気や発表会の流れを知り自分たちの立ち位置など確認した。

せんだの里訪問 2/8 せんだの里 5歳児 5歳児担任 おじいちゃんおばあちゃんとのふれあいあそびを楽しんだ。

発表会全体練習3回目 2/13 遊戯室 3.4.5歳児 西元・森下・石川 舞台の雰囲気や発表会の流れを知り自分たちの立ち位置など確認した。

生活発表会 2/17 遊戯室 3.4.5.歳児 西元・森下・石川 保育者や保護者の方とともに子どもたちの成長を一緒に喜んだ。舞台の上で、歌や楽器遊びを友だちと一緒に楽しみのびのびお表現した。

書道指導 2/23 遊戯室 5歳児 5歳児担任 卒園製作に取り組んだ。心を落ち着かせ集中して活動に取り組んだ。「とう」を練習した。

2月誕生日会 2/27 遊戯室 全児童 木和田・西元・山下 誕生児をお祝いした。うた「うぐいす」「はるがきた」おたのしみ：ふれあいあそび「公園に行きましょう」

思い出遠足 3/1 菜園畑 5.歳児 5歳児担任 福塩線で福山城へ行った。

ミニ発表会 3/2 遊戯室 全児童 西元・森下・石川 0.1歳児は各保育室でふれあい遊び、2歳以上児はミニ発表会をして歌や劇を楽しんだ。

卒園式全体練習① 3/7 園外・遊戯室 4.5歳児 森下・石川.5歳児担任 りす組と一緒に卒園式の練習をした。

せんだの里訪問 3/8 せんだの里 4.5歳児 4.5歳児担任 雨のため中止

春の保育参加日 3/10 園外・遊戯室 全児童 石井・西元 祖父母の方と活動を通し、子どもたちの成長を感じる。保護者同士の交流の場を深める。

じゃが芋の苗植え 3/14 菜園畑 2.4歳児 2.4歳児担任 じゃが芋の菜恵植えを楽しんだ。

書道指導 3/16 お部屋 5歳児 5歳児担任 卒園製作に取り組んだ。心を落ち着かせ集中して活動に取り組み「ありがとう」をしあげた。

卒園式全体練習② 3/21 園外・遊戯室 4.5歳児 森下・石川.5歳児担任 りす組と一緒に卒園式の練習をした。

お楽しみ会誕生日会 3/20 遊戯室 全児童 前原・ 誕生児をお祝いし、異年齢児での交流や食事を楽しんだ。

卒園式 3/24 遊戯室 5歳児 森下・石川.5歳児担任 卒園児を園のみんなでお祝いをした。
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行 事 名 日 時 場     所 参加者 保育者 内                  容

入所・進級の集い 4/3 遊戯室 新入児・進級児 佐伯 新入所の名前紹介・うた「ポンポンポン張るが来た」「春がきた」「ちゅうりっぷ」・新入、進級のお祝いをした。

移動図書 4/17 園外 5歳児 平 農協に来る移動図書館に出向き、自分の好きな絵本を1冊借り、読むことを楽しむ。

ランチ参観・保護者会総会 4/22 各お部屋 全児童 平・佐伯・兵頭・有田 保護者の方に日頃の保育を参観してもらい、給食を試食しながら交流を深めた。

４月誕生日会 4/27 遊戯室 全児童 平・桒田・末房 誕生児をお祝いした。　うた「春がきた」「ちゅうりっぷ」　他おたのしみ「ミニポンチョ劇」

読み聞かせ 4/28 公民館 5歳児 平 読み聞かせをしてくれる地域の方に絵本の楽しさを教えてもらいながら読んでもらった。

子どもの日の集いA7:F2A7:F29 5/2 遊戯室 全児童 小笠原 子どもの日について話しをきいた。　うた「こいのぼり」　クッキング：柏餅づくり　おたのしみ：こいのぼりくぐり

お散歩遠足（保育所周辺） 5/8 園外 全児童 福島 季節の移り変わり、自然を感じながら町内を探索する。交通ルールを体験しながら友だちと一緒に歩く。

読み聞かせ 5/12 公民館 5歳児 平 読み聞かせをしてくれる地域の方に絵本の楽しさを教えてもらいながら読んでもらった。

移動図書 5/18 園外 5歳児 平 農協に来る移動図書館に出向き、自分の好きな絵本を1冊借り、読むことを楽しむ。

5月誕生日会 5/26 遊戯室 全児童 福島・山口・里 誕生児をお祝いした。　うた「めだか」「いちご」他　おたのしみ：「うさぎさんの誕生日」

保育参観日・懇談会（1・3・5歳児） 5/27 各お部屋 1・3・5歳児 有田・各クラス 各お部屋での様子をみてもらい、ふれあいあそびや製作あそびを楽しんだ。

保育参観日・懇談会（2・4歳児） 6/3 各お部屋 2・4歳児 有田・各クラス 各お部屋での様子をみてもらい、ふれあいあそびや製作あそびを楽しんだ。

たまねぎの収穫 6/6 菜園畑 3.4.5歳児 肌野・３上クラス担任 玉ねぎの収穫を地域の方と一緒に楽しんだ。

移動図書 6/14 園外 5歳児 平 農協に来る移動図書館に出向き、自分の好きな絵本を1冊借り、読むことを楽しむ。

ふれあい交流会（老人会） 6/23 各お部屋 全児童 佐伯・各クラス 老人会の方とふれあいを楽しみ、七夕飾りつけを一緒楽しむ。　うた：「とけい」「かたつむり」

読み聞かせ 6/23 公民館 5歳児 平 読み聞かせをしてくれる地域の方に絵本の楽しさを教えてもらいながら読んでもらった。

6月誕生日会 6/26 遊戯室 全児童 山田・阿部・惠木 誕生児をお祝いした。　うた「かたつむり」「かえる」　おたのしみ：パネルシアター「動物園に行きましょう」

プール掃除 6/27 屋外プール 3.4.5歳児 有田・平・クラス 自分たちが使用するプールの掃除をする。

なつまつり 7/1 園庭/お部屋 全児童 佐伯・平田・大中原・小笠原 お店・ゲーム・つりあそび・売店などを通して親子のふれあいあそびを楽しんだ。

プール始め 7/3 屋外プール 全体 有田・平 安全にプールあそびを楽しむための話を聞き、水遊び・プールあそびを楽しんだ。

七夕の集い 7/7 遊戯室 全体 肌野 七夕について話をきいた。　うた「七夕さま」「きらきら星」　ペープサート：七夕の話を聞いた。ぺ－プサートを見た

移動図書 7/12 園外 5歳児 平 農協に来る移動図書館に出向き、自分の好きな絵本を1冊借り、読むことを楽しむ。

小学校プール体験 7/24 小学校プール 5歳児（ぞう） 佐伯 小学校のプール体験を行った。

7月誕生日会 7/27 遊戯室 全体 有田 誕生児をお祝いした。　うた「水あそび」「アイスクリーム」　おたのしみ：なつなつクイズ

御幸小学校3年生と交流会 7/28 遊戯室 4・5歳児・3年生 平・有田 御幸小学校3年生と交流を楽しんだ。御幸音頭をした。

読み聞かせ 7/28 公民館 5歳児 平 読み聞かせをしてくれる地域の方に絵本の楽しさを教えてもらいながら読んでもらった。

プール参観日 7/29 屋外プール 1・2・3歳児 有田 プールで楽しむ日頃の様子を見てもらった。

小学校プール体験 7/31 小学校プール 5歳児（ぞう） 佐伯 小学校のプール体験を行った。

小学校プール参観日 8/1 小学校プール 5歳児（ぞう） 平・山田・佐伯 小学校のプールで楽しむ様子・頑張っている様子を見てもらった。

プール参観日 8/2 屋外プール 4・5歳児 有田 プールで楽しむ日頃の様子を見てもらった。

平和の集い 8/7 遊戯室 全体 大屋 平和についての話をきいた。　大型紙芝居「にじいろのしまうま」をみた。　うた：「青い空は」「おりづる」　

移動図書 8/17 園外 5歳児 平 農協に来る移動図書館に出向き、自分の好きな絵本を1冊借り、読むことを楽しむ。

8月誕生日会 8/25 遊戯室 全体 小笠原 誕生児をお祝いした。　うた「スイカの名産地」「おばけなんてないさ」「世界中のこどもたちが」　おたのしみ：うらしまたろう

読み聞かせ 8/25 公民館 5歳児 平 読み聞かせをしてくれる地域の方に絵本の楽しさを教えてもらいながら読んでもらった。

プールおさめの会 8/31 遊戯室 全体 有田 プールあそびの楽しかったこと、頑張ったことを発表した。メダルをみんなもらった。

ふれあい交流会（老人会） 9/5 遊戯室・各クラス 全体 佐伯・各クラス 老人会の方とふれあいを楽しみ、子どもたちの各クラスの発表を見てもらった。　うた：「世界中のこどもたちが」「とんぼのめがね」「ぽんぽこたぬき」

ふれあい祖父母参観 9/9 遊戯室・各クラス 全体 大中原・小笠原 祖父母の方とのふれあい遊びを楽しみ、一緒に昼食を食べた。プレゼントを渡す。

移動図書 9/13 園外 5歳児 平 農協に来る移動図書館に出向き、自分の好きな絵本を1冊借り、読むことを楽しむ。

読み聞かせ 9/22 公民館 5歳児 平 読み聞かせをしてくれる地域の方に絵本の楽しさを教えてもらいながら読んでもらった。

運動会　全体練習一回目 9/26 園庭 2・3・4・5歳児 藤井・佐伯 運動会の1回目の全体練習をした。かけっこ・リズム・組体操・玉入れなどを楽しんだ。運動会の流れを知った。

9月誕生日会 9/27 遊戯室 全体 大屋・里・末房 誕生児をお祝いした。　うた「とんぼのめがね」「ぽんぽこたぬき」他　　おたのしみ：パネルシアターをみた。

運動会　全体練習二回目 10/3 園庭 2・3・4・5歳児 藤井・佐伯 運動会の2回目は保護者役員が準備係として参加し全体の流れを確認しながら、かけっこ・リズム・組体操・玉入れなどを楽しんだ。

いもほり 10/5 園庭菜園 全体 肌野 農業体験を通して自然の恵みや喜びを感じながら、収穫を楽しんだ。

運動会　全体練習三回目 10/10 園庭 2・3・4・5歳児 藤井・佐伯 楽しみながら運動会の3回目の全体練習をした。かけっこ・リズム・組体操・玉入れを楽しみ。

運動会 10/14 園庭 2・3・4・5歳児 藤井・佐伯 各年齢のプログラムにそって子どもたちの成長を保護者と共に喜び親子のふれあいを楽しんだ。

移動図書 10/16 園外 5歳児 平 農協に来る移動図書館に出向き、自分の好きな絵本を1冊借り、読むことを楽しむ。

買い物ごっこ 10/24 遊戯室 全体 小笠原・桒田 5歳児がお店の店員になり、小さいクラスのお友だちとの買い物のやり取りを楽しみながら好きなおやつを選ぶ。

遠足（3・4・5歳はバス遠足） 10/25 園外 全体 小笠原・桒田 1・2歳児は保育所周辺の散歩に出かけ、3・4・5歳児は市立動物園にいき動物とのふれあいを楽しんだ。

10月誕生日会 10/27 遊戯室 全体 大中原 誕生児をお祝いした。　うた「大型バス」「まつぼっくり」他　　おたのしみ：パネルシアター「エビ姫ものがたり」

御幸小学校学習発表会見学 10/27 御幸小学校体育館 5歳児 平 御幸小学校低学年の学習発表会を見学した。

読み聞かせ 10/27 公民館 5歳児 平 読み聞かせをしてくれる地域の方に絵本の楽しさを教えてもらいながら読んでもらった。

ハンドベル演奏会 10/28 遊戯室 全体 佐伯 地域の小学生と大人のハンドベル団体の演奏を楽しんだ。ハンドベル体験もさせてもらった。

野菜・ﾁｭ－リップ苗植え 11/7 園庭菜園 全体 肌野・各クラス 野菜・ﾁｭ－リップの苗植えを経験した。土を触り、感触を楽しむ。

移動図書 11/13 園外 5歳児 平 農協に来る移動図書館に出向き、自分の好きな絵本を1冊借り、読むことを楽しむ。

保育参観日・懇談（2・4） 11/18 各クラス 2・4歳児 有田 保護者の方との活動を通し、子どもたちの成長を感じる。保護者同士の交流の場を深める。（ファシリテ－タ－による）

御幸フェスタ 11/19 御幸小学校 5歳児 平・佐伯 学区文化祭に参加して「福の山音頭」を踊った。

御幸小学校1年生と交流会 11/21 御幸小学校 5歳児・1年生 平 御幸小学校1年生と交流を楽しんだ。

読み聞かせ 11/24 公民館 5歳児 平 読み聞かせをしてくれる地域の方に絵本の楽しさを教えてもらいながら読んでもらった。

保育参観日・懇談（1・3・5） 11/25 各クラス 1・3・5歳児 有田 保護者の方との活動を通し、子どもたちの成長を感じる。保護者同士の交流の場を深める。（ファシリテ－タ－による）

発表会全体練習１回目 11/27 遊戯室 4・5歳児 平田 舞台の雰囲気や発表会の流れを知り、ふれあいあそびを楽しんだ。

11月誕生日会 11/27 遊戯室 全体 肌野 誕生児をお祝いした。うた「」もみじ「こぎつね」「やきいもグーチーパー」をうたった。

発表会全体練習2回目 12/6 遊戯室 4・5歳児 平田 舞台の雰囲気や発表会の流れを知り自分たちの立ち位置など確認した。

発表会全体練習3回目 12/12 遊戯室 4・5歳児 平田 本番の発表会の流れをで気持ちを高めれるように練習し、自信を持てるようにした。

移動図書 12/13 園外 5歳児 平 農協に来る移動図書館に出向き、自分の好きな絵本を1冊借り、読むことを楽しむ。

発表会（4・5歳児） 12/16 遊戯室 4・5歳児 平田 保育者や保護者の方とともに子どもたちの成長を一緒に喜んだ。舞台の上で、歌や楽器遊びを友だちと一緒に楽しみのびのびお表現した。

クリスマス会 12/22 遊戯室 全体 藤井 鍵盤ハーモニカ演奏・キャンドルサービス・うた・などクリスマスならではの雰囲気を楽しみ、サンタさんとの出会いの場を楽しんだ。

絵本読み聞かせ 12/22 公民館 5歳児 平 読み聞かせをしてくれる地域の方に絵本の楽しさを教えてもらいながら読んでもらった。

12月誕生日会 12/27 遊戯室 全体 山口 誕生児をお祝いした。うた「雪」「コンコンクシャン」　をうたった。

ふれあい交流会 1/9 遊戯室・各クラス 全体 佐伯 老人会の方とふれあいを楽しみながら伝統あそびを一緒にする。こま・かるた・おじゃみ・など　うた：「世界中のこどもたちが」「たこ」

御幸小学校2年生と交流会 1/26 御幸小学校 5歳児・2年生 平 御幸小学校2年生と交流を楽しんだ。

発表会全体練習（OP/FN） 1/12 遊戯室 全体 山田 舞台の雰囲気や発表会ＯＰ／ＦＮの流れを知り、ふれあいあそびを楽しんだ。

移動図書 1/18 園外 5歳児 平 農協に来る移動図書館に出向き、自分の好きな絵本を1冊借り、読むことを楽しむ。

発表会全体練習２回目 1/23 遊戯室 4・5歳児 山田 舞台の雰囲気や発表会の流れを知り自分たちの立ち位置など確認した。

発表会（2・3歳児） 1/27 遊戯室 ２・３歳児 山田 保育者や保護者の方とともに子どもたちの成長を一緒に喜んだ。舞台の上で、歌や楽器遊びを友だちと一緒に楽しみのびのびお表現した。

絵本読み聞かせ 1/26 公民館 5歳児 平 読み聞かせをしてくれる地域の方に絵本の楽しさを教えてもらいながら読んでもらった。

1月誕生日会 1/30 遊戯室 全体 藤井 誕生児をお祝いした。　うた「雪」「雪のペンキ屋さん」　おたのしみ：　るるちゃんの誕生日

春を待つ会 2/2 遊戯室 全体 大屋 伝統行事にふれて楽しむ。節分について話をきき豆まきの意味を知って楽しんだ。

移動図書 2/16 園外 5歳児 平 農協に来る移動図書館に出向き、自分の好きな絵本を1冊借り、読むことを楽しむ。

保育参観日・懇談会（3・4歳児） 2/17 各クラス 3・4歳児 有田 保護者の方との活動を通し、子どもたちの成長を感じる。保護者同士の交流の場を深める。

読み聞かせ 2/23 公民館 5歳児 平 読み聞かせをしてくれる地域の方に絵本の楽しさを教えてもらいながら読んでもらった。

保育参観日・懇談会（1・2・5歳児） 2/17 各クラス 1・2・5歳児 有田 保護者の方との活動を通し、子どもたちの成長を感じる。保護者同士の交流の場を深める。

2月誕生日会 2/27 遊戯室 全児童 桒田 誕生児をお祝いした。うた「うぐいす」「はるがきた」おたのしみ：ふれあいあそび「公園に行きましょう」

御幸小学校交流会 2/28 御幸小学校 5歳児 平 御幸小学校と交流を楽しんだ。

平和学習とせんだの森交流 3/1 園外 5.歳児 5歳児担任・佐伯 福塩線で人権平和資料館を訪ね人権学習し、福山城見学・せんだの森との交流をした。バスで保育所に帰った。

春を迎える会 3/3 遊戯室 全体 大中原・小笠原 お茶会をした。5歳児が小さいクラスを抹茶とわらびもちでもてなした。

移動図書 3/12 園外 5歳児 山田 農協に来る移動図書館に出向き、自分の好きな絵本を1冊借り、読むことを楽しむ。

卒園式全体練習1回目 3/20 遊戯室 4・5歳児 平 5歳のみで卒園式の練習をし、卒園式の流れを知った。

お楽しみ・お別れ遠足会 3/22 園外・遊戯室 全体 平田 異年齢児での交流や食事を楽しんだ。

卒園式全体練習2回目 3/23 遊戯室 4・5歳児 平 4歳児と一緒に卒園式の練習をし、卒園式の流れを知った。

絵本読み聞かせ 3/23 公民館 5歳児 平 読み聞かせをしてくれる地域の方に絵本の楽しさを教えてもらいながら読んでもらった。

卒園式全体練習3回目 3/27 遊戯室 4・5歳児 平 4歳児と一緒に卒園式の練習をした。

3月誕生日会 3/28 遊戯室 全体 住田 誕生児をお祝いした。　うた「お正月」「コンコンクシャン」　おたのしみ：　パネルシアター

卒園式 3/30 遊戯室 5歳児 平 卒園児を園のみんなでお祝いをした。
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