やまほいく 月案
月
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5
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7

ねらい

・身近にある草花の感触を楽しむ。
・わらべうたなど、伝統的な遊びを友達と
話し合いながら進める楽しさを味わう。
・戸外に出て春を感じる。
・交通ルールを知り、守る。
・端午の節句のお話を聞き、昔のことに興
味関心を持つ。
・作物を育てるなかで成長していく過程を
楽しんだり育てていくことの大変さを知る。
・パン作りのなかでにおい、感触等五感で
感じ楽しむ。（～６月）
・水の冷たさや水辺にいる生き物に親しみ
を持つ。
・ちょうちょやカタツムリ等身近な生き物を育てる。
・消防士さんからのお話を聞く。

２０２１年度 １学期
活動内容

活動報告

軽井沢幼稚園
絵本など

・身近にある草花に触れてみたり春ならではの自然 ・１９日 諏訪の森公園へお散歩
はりねずみのぼうやのはなし
を感じる。
・２３日 新入生歓迎会、親子でわらべ歌
ふしぎなたまご
・春の気候を楽しみながら戸外で思いきり遊ぶ。
をする。 引き渡し訓練（地震）
ぐるんぱのようちえん
・交通ルールを知り、自ら守ろうとする。
・２６日 神宮寺へ花見に行く。
かえる
・伝統的な遊びやお話のなかで昔のことを身近に ・２８日 端午の節句のお話を聞く。
はっきよい畑場所
感じる。
そらいろのたね
・園の近くを散策する。
あひるのたまご
・トマト、キュウリ、ニンジン、ラディシュ、枝豆、
６日 消防士さんのお話を聞く。（避難訓練火事） うさぎたちのにわ
ルバーブを育てる。
１０日 諏訪神社へお散歩
まゆとかっぱ
・保護者の方がパン作りの先生として教えて下さる。 １４日 親子遠足（龍神公園）
パパだいすきママだいすき
・御水端（鹿島の森ホテル）やビオトープ雲場池で水 １７日 御水端（鹿島の森ホテル）へお散歩
ごちそうラディッシュ
に触れる。
１８、１９日 パン作り （年少）
めっきらもっきらどーんどん
・消防士さんに避難する際に大切なこと（おかしも） ２０日 種まき（ニンジン、ラディッシュ）
とんことり
を聞き知る。
２４日 ビオトープ（年中、年長）
さんまいのおふだ
・身近な生き物を育て生態や成長していく過程に関 ２５日 手話
いっすんぼうし
心を持つ。
２６日 御水端（鹿島の森ホテル）へお散歩
ねぼすけスーザとあかいトマト
２７日 体育プログラム
２８日 風越学園交流
３１日 雲場池へお散歩
・絵の具を混ぜた色水を使ってジュース屋
・白、赤、青、黄色の絵の具から自分で考えて色を ２，３日 パン作り（年中）
ぎょうれつのできるパンやさん
さんごっこなどを楽しむ。
混ぜ自分だけの色水を作る。
７日 リトリートセンターへお散歩
ジャックとまめのき
・草花をつぶして色が出たり変化していく様
・小麦粉粘土の感触を楽しむ。
１１日 羊毛ワークショップ（フェルト玉）
めだか
子を楽しむ。
・手話の大切さや意味を知りやってみる。
１１日避難訓練（噴火）
そらまめくんとながいながいまめ
・花植えで花の植え方や土の中にいる生き
・グループホームへ行って花をプレゼントしたり日 １４日 グループホームへ訪問
ペレのあたらしいふく
物に興味関心を持つ。
頃の感謝を伝える。
１５日 保護者の方と花植え
みみず
・地域の方との交流を通して、喜ばれることで自分達が
・自分達で蒔いたニンジンやラディッシュに水をあ １６、１７日 パン作り
くまくまパンやさん
大切な存在であることを知る。
げたり世話をする。
１８日 ビオトープ
じっちょりんのあるくみち
・言語の一つとして手話をボランティアの方に教わる。
・ビオトープへ電車で行く。
２１日 矢ケ崎公園へお散歩
わたしのかさはそらのいろ
・参観週間 １日～７月１日
２２日 小麦粉粘土
２４日 サッカー
２５日マジックショー
２８日 ライジングフィールドへお散歩
・フィンガーペインティングで感触を楽しむ。
・絵の具を混ぜることで色が変わっていく様子を味 ２日 雨の中リトリートセンターへお散歩
にんじんだいこんごぼう
・雨の気候を楽しんだり水たまりや雨水を
わう。
６日 フィンガーペインティング
おおかみのまゆげ
使い遊んだり季節を感じる。
・雨水を使ってごっこ遊びや雨どいから落ちてくる ８日 羊毛ワークショップ サッカー
カッパのカールくん
・雨の中のお散歩から晴れているときとの違いに気づい
雨水を集めることを楽しむ。
５～９日 オープンスクール
みずたまり
たり、雨の中での歩き方を知る。
・雨の中での変化を友達と楽しみながら歩く。
１２日 御水端（鹿島の森ホテル）へお散歩
おばけのおつかい
・羊毛ワークショップで羊の毛の感触や
・サマープログラムの中で友達と助け合いながら
１３日等 戸外遊びで川作り、泥団子作り
どろんこおそうじ
１つの物を作り上げる大切さを知る。
楽しむ。
１６日 避難訓練（地震、台風、雷）
たからもののあなた
・水に触れ川作りや泥団子作りを楽しむ。
・火や水、生き物に触れ熱さ、冷たさを感じ自然
２０日 サマープログラム（年中、年長）（山梨県） はははのはなし
の中で過ごす。
２１日幼稚園にてお泊まり保育年長（散歩、花火） からだをさわってみよう

やまほいく 月案
月

８・９

10

11

12

ねらい

２０２１年度 2学期
活動内容

・三度屋さん(地域の方）から戦争についての ２４日 引き渡し訓練
25日 お祭りごっこ・花火・スライム・うちわ作り
お話を聞き、戦争、平和について考える。
・散歩やビオトープで葉の色等草花に触れ ２６日 平和のお話（三度屋さん）
季節の変化を身近に感じる。
２７、１０日 ビオトープ
・敬老の日について知り、祖父母に感謝を ９/３日 劇団バク（３匹のこぶた）
伝えたり大切に思う気持ちを持つ。
６・８/３０・９/２７日 小雨の中の散歩・二手橋散歩
お祭りごっこを通して、夏にしかできない
１３日 グループホーム訪問
ことを楽しむ。
１４、２８日 手のひらの会
１５日 避難訓練(地震）
１６日 交通安全教室
２２日 秋の遠足(浅間牧場）
・バザーを通して、品物を買う中でのやり ・保護者の方にご協力いただきバザーを開 1日 バザー
取りを楽しむ。
催し得たお金を必要としているところへ送る。 4日 矢ケ崎公園へ散歩
・木の実や枝、落ち葉を拾ったり秋を身近 ・紅葉や秋ならではの発見を通して、秋を５ 11日 諏訪の森公園へ散歩
に感じる。
感で感じる。
15日 playday
・playdayに向けて身体を動かすことに興
・playdayの中で最後まで諦めず頑張ったり ２２日 ビオトープ（芋掘り）
味を持ち積極的に取り組む。
協力して作り上げる楽しさを味わう。
２５日 避難訓練 グループホーム訪問
・畑の作物が元気に育ったことに感謝し
・収穫できたことに感謝の気持ちを持ち、
27日 球根植え
収穫する。
そして作物の成長を喜ぶ。
２８日 散歩（木の実探し）
２９日 収穫感謝祭（お餅つき）
・秋から冬へ移り変わっていくのを感じな
・葉っぱが全て落ちていたり少しずつ気温が 1日 雲場池へ散歩
がら散歩をする。
下がっていることを感じる。
８日 干し柿づくり
・鬼ごっこやドッジボール、中あてなどの
・ルールを守る大切さや楽しさを感じながら １２日 避難訓練（火事）
ルールのある遊びを楽しむ。
遊ぶ。
５、１５日 諏訪の森公園へ散歩・散歩
・干し柿や野沢菜漬け作りを通して作る事 ・包丁の使い方など切ることの楽しさや安全 ９、３０日 手のひらの会
の楽しさや保存食などの伝統文化を知る。 に扱えるようにしていく。
２２日 二手橋へ散歩
２５日 見晴台へ散歩
２９日 野沢菜漬け作り
・戦争について知り、今元気に過ごせてい
ることを大切に思う。
・少しずつ秋へ季節が変わっていくことを
感じる。
・散歩の中で草花の種類に興味を持ち
観察する。
・花火をする際の火の扱いや楽しさ、危険
さを知る。

・クリスマスに向けた活動にも意欲的に
取り組む。
・自然物を使い製作をする中で、自分で
考えながら作る楽しさを味わう。
・冬の訪れを感じながら、元気よく戸外遊
びを楽しむ。
・クリスマスが近づいていることを嬉しく
思う。
・氷や雪を使って冬ならではの遊びを楽しむ。

・降誕劇、合奏、歌をクリスマス会に向けて
活動する。
・１１月に拾ってきた木の実を使い自然物
を身近に感じながら取り組む。
・冬を感じながら木の実、落ち葉を使い
おままごとなどをして楽しむ。
・クリスマスについて知り、嬉しい気持ち
を持って待つ。

軽井沢幼稚園
絵本等

活動報告

７日 自然物を使い製作
９日 戸外遊び
１０日 避難訓練（不審者）
１６、１７日 クリスマス会
２０日 雪を使い戸外遊び
22日 カレー作り
※毎週月曜日 散歩の日

あらまっ！
あめこんこん
トチの木のひっこし
くさむらむらのおつきみまつり
ぽととんもりのゆうびんきょく
どんぐりむらのおまわりさん
まゆとブカブカブー
どんぐり
もっとおおきなたいほうを
さよならともだち
もりのあかちゃん
やまこえ、のこえ、かわこえて
どろぼうがっこうだいうんどうかい
ふくろうのそめものや
ばばばーちゃんのやきいもパーティー
まじょまつりにいこう
やねうらべやのおばけ
もりのかくれんぼう
かいじゅうたちのいるところ
もみのきのおくりもの
ふみばあちゃんのほしがき
まっかなせーたー
おばけリンゴ
くじらとなまこ
のどかとそらのおもちゃ
おばけのコンサート
バナナちゃんのおたんじょうびかい
とらのゆめ
かぜがはこんだクリスマス
サンタさんからきたてがみ
ポッストン
ゆきがふるまえに
なきむしライオンのクリスマス
１００こめのクリスマスケーキ
クリスマスのかね
ぐりとぐらのおおそうじ

やまほいく月案
月
1

2

3

ねらい

2021年度 3学期
活動内容

・伝統的な遊びやお正月のお話を通して
昔のことに関心を持つ。
・雪や氷の冷たさや面白さを知り冬の自然
を楽しむ。
・戸外でもたくさん体を動かし冬ならではの
遊びを楽しむ。
・節分について知り体験し伝統行事に関心
を持つ。
・焚火をする中で火の温かさや危険さを感じ
ながら楽しむ。
・散歩の中で冬特有の自然現象に興味を
持ち観察する。

お正月の遊び（かるた、コマ等）やお話の中
で昔のことについて知る。
・雪や氷で遊ぶことを通してその性質や
不思議さに興味を持つ。

・ひなまつりについて知り、日本の文化に
関心を持つ。
・これまで成長させてくれたお家の人や
神様に感謝の気持ちを持って今まで頑張っ
てきたことをありがとうの会で発表する。
・在園児は卒園児に向けて感謝の気持ちや
思い出を振り返りながら作る。
・卒園児はお別れパーティの準備、本番に
向けて取り組む。
・卒園、進学に向けて期待感を持つ。

・ひなまつりの製作で起源を知りながら
取り組む。
・今までお世話になった人に感謝の気持ちを
持ってプレゼントを作ったり手紙を書く。

・節分のお話から実際に体験し、伝統的な
行事に触れる。
・焼き芋やマシュマロ等を焼く中で火との
距離の取り方を自ら考える。
・氷やつらら、雪の上を歩いた足跡、川の
様子から想像を膨らませる。

11日 引き渡し訓練
１２日 体育プログラム
13日 三度屋さん「お正月のお話」

こたつうし
じしんがきたらどうするの？

ゆきあそび
２０ぴきのおしょうがつ
かまくら作り・雪を使っておままごと
ともだちや
雪だるま作り・雪合戦・スケート場作り 等
おばけなんてないさ
※まん延防止のため２月中は休園（自主登園） ゆきがやんだら
３日 豆まき
アイスクリームがふってきた
９・１６．１７日 焚火
おにはーそと
(焼いたもの）
せかいのはじまりのひ
さつま芋・りんご・みかん・バナナ・マシュマロ
きょだいなきょだいな
２８日 諏訪の森公園へ散歩
くまさんなにいろ
避難訓練
じっちょりんのふゆ

１４日～３月７日感染レベル５・６により自主登園及び休園

2日 二手橋へ散歩
3日 ひなまつり製作（折り紙）
７日 大賀ホールにて動物コンサート
４日 雲場池へ散歩
11日避難訓練（火事）教会玄関へ逃げる
地域のコンサートに参加する。
・ビーズ通しや折り紙を貼ったコルクボードを １４日 お別れパーティ買い出し（年長）
贈る。
１５日 お別れパーティ
・お別れパーティに向けて必要なものを
１６日 ありがとうの会
相談し買い出しへ行ったりポスターや
18日 卒園式
チケットを作る。
日々の動植物のお世話

・冬眠をしていたカタツムリに霧吹きをしたり
・冬越えしたカタツムリがでてきて動きだしヒヤシンスの水栽培
のぞいたりして起きることを楽しみに待つ。

軽井沢幼稚園
絵本等

活動報告

みんなでおひなさま
もりのおひなさま
しもばしら
はじめてのキャンプ
ケチャップマン
へんてこなおきゃくさま
そらをとんだかめ
はなをくんくん

はるになったら
ぞうのエルマー（シリーズ）
おまえうまそうだな

餌を持ってきたり声をかけて観察する。

反省・考察
新型コロナウイルスの影響で、（特に３学期）全員がそろって活動できる日も少なかったがその中でもありがとうの会やお別れパーティも感染防止

に取り組み無事に終えることが出来た。
年間を通してカタツムリの観察をして生態やよく食べる餌などカタツムリについて深く知ることができ命の大切さを学んだ。
天気の良い日は、なるべく外で活動するなど密を避けて活動した。
日々の散歩やビオトープの中で自然に触れ生き物、植物の不思議さや大切さを知った。
三度屋さん、マーティン先生（英語）、手のひらの会、グループホーム、劇団バク、佐藤志穂先生（体育プログラム）、ビオトープなど
保護者の方、地域の方にもたくさんご協力頂き行事だけでなく日々の保育も楽しく終えることが出来た。

