
〒371-0016　前橋市城東町3-20-7

℡027-260-6888 Fax027-235-5801

          糸 車 代表　　中原 映子

       (1グループ) http://www.hitokoshi.org

E-mail：info@hitokoshi.org

　　　　　　　　今月のねらい

生体の生活リズムを整える。 ◎抗重力筋を育てる。（直立と直立状二足歩行の獲得）
手押し車　・　昇り降り(踏みしめ)

◎肩・腕を使った運動
ボール(転がす、投げる→捕る)　・　鉄棒(ぶら下がり)

・毎日出来ることを決める。 今　月　の　認　識　学　習　／　微　細　活　動

・日替わりにならない。 ◎認識学習
・命令、押し付け手伝いは△ 指示理解(聞く→行動に移す)　・　読み聞かせ
◎こまめに水分補給。 ルールのある遊び( だるまさんがころんだ・はないちもんめ )
　・汗をかいたらタオルで拭く、着替える。

◎微細活動

野菜ちぎり(枝豆、青菜)　・　調理(おにぎり )

粘土(捏ねる、丸める、伸ばす) ・　文房具(クレヨン、鉛筆)

ボール　／　文房具　／　ルールのある遊び

昇り降り／　楽器　／　読み聞かせ 全　体　へ　お　知　ら　せ

手押し車／粘土　／　指示理解 ☆親子合宿に、ご参加いただきありがとうございました。

プール

姿勢保持　　　　　／　だんべえ踊り

昇り降り／　おはじき／　読み聞かせ

手押し車／　楽器　／　文房具 ☆保護者懇談会について

鉄棒　　　　　　　／　　　調理　　 　管澤チーム・・・7月6日(金)17:30～

プール 　亀田・木村チーム・・・7月5日(木)17:30～
姿勢保持／野菜ちぎり／だんべえ踊り 　井上・中村チーム・・・7月9日(月)17:30～

　ご参加をよろしくお願い致します。

　　　　　　　　　　海の日 ☆夏季休業について

ボール　／　楽器　／　読み聞かせ 　7月23日から8月24日まで、活動時間が変更になります。

鉄棒　　／　野菜ちぎり　／　　指示理解　 　時間　　9:00～15:00まで

プール ・持ち物　　　弁当・水筒(水)・着替え・タオル・帽子など

姿勢保持／調理／だんべえ踊り

※欠席の場合は、ドリーム事務所まで(260-6888)連絡をして下さい。

手押し車／指示理解　／　ルールのある遊び ※ドリームランチを注文出来ます。事前に職員に声をかけて下さい。

外出

　　　　　　　　　子ども合宿 ☆子ども合宿のお知らせ

　　　　　　　　　　　　↓ 　合宿対象児は、糸車に入って1年経過したお子さんです。

姿勢保持／読み聞かせ／だんべえ踊り 　詳細をご確認下さい。

☆夏休みの外出について
　電車やバスに自分で切符を購入し乗る活動を行いたいと思います。

昇り降り／　おはじき／　読み聞かせ 　100円玉を10個財布に入れ持たせて下さい。

外出

18(水)

17(火)

19(木)

26(木)

27(金)

24(火)

20(金)

21(土)

22(日)

23(月)

28(土)

(汗をかいた日には、シャワーで汗を流したいと思います。バスタオル
(プールの巻きタオル)を用意して下さい。)

25(水)

13(金)

14(土)

15(日)

16(月)

29(日)

30(月)

31(火)

6(金)

　土曜日は、親子で楽しみながら身体を動かすミニ運動会を行いま
した。

7(土)

8(日)

11(水)

12(木)

10(火)

　日曜日には、「グリーンアドベンチャー」を行い、青年の家の周りに
ある木々を歩きながら見つけ出すコースを歩きました。
　次回は、9月8日・9日の予定です。

9(月)

2(月)

3(火)

4(水)

5(木)

《今月の予定》

日 活動内容

1(日)

今　月　の　運　動

◎お手伝いをしよう。
・手伝いを通して見通す力、認識し学習する
力、手先の器用さ、家族の一員としての役割が
身に付きます。

月案
2018年 社会福祉法人 一越会

7月



〒371-0016　前橋市城東町3-20-7
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          糸 車 代表　　中原 映子
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　　　　　　　　今月のねらい

生体の生活リズムを整える。 ◎抗重力筋を育てる。（直立と直立状二足歩行の獲得）

戸板登り(足の裏を使う)・階段・凸凹道(踏みしめ)

◎肩・腕を使った運動
鉄棒(ぶら下がり・ブランコ)　・　ボール(捕る⇔投げる)

・毎日出来ることを決める。 今　月　の　認　識　学　習　／　微　細　活　動

・日替わりにならない。 ◎認識学習
・命令、押し付け手伝いは△ ことば遊び(なぞなぞ)　・　読み聞かせ(内容・感想)
◎こまめに水分補給。 ルールのある遊び( だるまさんがころんだ・はないちもんめ )
　・汗をかいたらタオルで拭く、着替える。

◎微細活動

文房具(鉛筆・消しゴム)　・　調理(マッシュポテト )

折り紙
戸板登り　／　折り紙　／　ルールのある遊び　

階段・凸凹道／楽器　／読み聞かせ 全　体　へ　お　知　ら　せ

ぶら下がり／文房具　／ことば遊び ☆親子合宿に、ご参加いただきありがとうございました。

プール

ボール　／　だんべえ踊り

階段・凸凹道／文房具　／読み聞かせ

ぶら下がり／　楽器　／　ことば遊び ☆保護者懇談会について

ボール　／　折り紙　／　読み聞かせ 　管澤チーム・・・7月6日(金)17:30～

プール 　亀田・木村チーム・・・7月5日(木)17:30～
戸板登り　／　だんべえ踊り 　井上・中村チーム・・・7月9日(月)17:30～

　ご参加をよろしくお願い致します。

☆夏季休業について

ボール　／　楽器　／　ことば遊び 　7月23日から8月24日まで、活動時間が変更になります。

戸板登り　／　折り紙　／　読み聞かせ 　時間　　9:00～15:00まで

プール ・持ち物　　　弁当・水筒(水)・着替え・タオル・帽子など

階段・凸凹道／　だんべえ踊り

※欠席の場合は、ドリーム事務所まで(260-6888)連絡をして下さい。

鉄棒　　　　／　　　　調理 ※ドリームランチを注文出来ます。事前に職員に声をかけて下さい。

外出

　　　　　　　　　子ども合宿 ☆子ども合宿のお知らせ

　　　　　　　　　　　　↓ 　合宿対象児は、糸車に入って1年経過したお子さんです。

戸板登り　／　折り紙　／　読み聞かせ 　詳細をご確認下さい。

☆夏休みの外出について
　電車やバスに自分で切符を購入し乗る学習を行いたいと思います。

鉄棒　／　文房具　／　ことば遊び 　100円玉を10個財布に入れ持たせて下さい。

外出

2(月)

3(火)

今　月　の　運　動

月案
2018年 社会福祉法人 一越会

7月

◎お手伝いをしよう。
・手伝いを通して見通す力、認識し学習する
力、手先の器用さ、家族の一員としての役割が
身に付きます。

《今月の予定》

日 活動内容

1(日)

4(水)

18(水)

7(土)

8(日)

9(月)

10(火)

11(水)

12(木)

30(月)

31(火)

25(水)

26(木)

27(金)

29(日)

23(月)

24(火)

13(金)

14(土)

17(火)

19(木)

20(金)

21(土)

15(日)

16(月)

28(土)

(汗をかいた日には、シャワーで汗を流したいと思います。バスタオル
(プールの巻きタオル)を用意して下さい。)

　土曜日は、親子で楽しみながら身体を動かすミニ運動会を行いま
した。　日曜日には、「グリーンアドベンチャー」を行い、青年の家の
周りにある木々を歩きながら見つけ出すコースを歩きました。
　次回は、9月8日・9日の予定です。

22(日)

5(木)

6(金)
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　　　　　　　　今月のねらい

生体の生活リズムを整える。 ◎抗重力筋を育てる。（直立と直立状二足歩行の獲得）

戸板登り(足の裏を使う)・階段・凸凹道(踏みしめ)

◎肩・腕を使った運動
鉄棒(ぶら下がり・ブランコ)　・　ボール(捕る⇔投げる)

・毎日出来ることを決める。 今　月　の　認　識　学　習　／　微　細　活　動

・日替わりにならない。 ◎認識学習
・命令、押し付け手伝いは△ 仲間分け・間違い探し・　平仮名(名前・物の名前)
◎こまめに水分補給。 ルールのある遊び( だるまさんがころんだ・はないちもんめ )
　・汗をかいたらタオルで拭く、着替える。

◎微細活動

文房具(鉛筆・乗換案内)　・　調理(マッシュポテト )

コイン(送り込み⇔送り出し)・
戸板登り　／　コイン　／　ルールのある遊び

階段・凸凹道／　楽器　／　平仮名 全　体　へ　お　知　ら　せ

ぶら下がり／文房具　／仲間分け ☆親子合宿に、ご参加いただきありがとうございました。

プール

ボール／　だんべえ踊り

階段・凸凹道／　楽器　／　平仮名

ぶら下がり　／　楽器　／仲間分け ☆保護者懇談会について

ボール／　コイン／　間違い探し 　管澤チーム・・・7月6日(金)17:30～

プール 　亀田・木村チーム・・・7月5日(木)17:30～
戸板登り　／　だんべえ踊り 　井上・中村チーム・・・7月9日(月)17:30～

　ご参加をよろしくお願い致します。

☆夏季休業について

ボール　／　楽器　／　間違い探し 　7月23日から8月24日まで、活動時間が変更になります。
戸板登り　／　文房具　／　ルールのある遊び 　時間　　9:00～15:00まで

プール ・持ち物　　　弁当・水筒(水)・着替え・タオル・帽子など

階段・凸凹道　／　だんべえ踊り

※欠席の場合は、ドリーム事務所まで(260-6888)連絡をして下さい。

鉄棒　／　調理　／　ルールのある遊び ※ドリームランチを注文出来ます。事前に職員に声をかけて下さい。

外出

　　　　　　　　　子ども合宿 ☆子ども合宿のお知らせ

　　　　　　　　　　　　↓ 　合宿対象児は、糸車に入って1年経過したお子さんです。

戸板登り　／　コイン　／　仲間分け 　詳細をご確認下さい。

☆夏休みの外出について
　電車やバスに自分で切符を購入し乗る学習を行いたいと思います。

階段・凸凹道　／　文房具　／　平仮名 　100円玉を10個財布に入れ持たせて下さい。

外出

2(月)

3(火)

今　月　の　運　動

月案
2018年 社会福祉法人 一越会

7月

◎お手伝いをしよう。
・手伝いを通して見通す力、認識し学習する
力、手先の器用さ、家族の一員としての役割が
身に付きます。

《今月の予定》

日 活動内容

1(日)

4(水)

18(水)

7(土)

8(日)

9(月)

10(火)

11(水)

12(木)

30(月)

31(火)

25(水)

26(木)

27(金)

29(日)

23(月)

24(火)

13(金)

14(土)

17(火)

19(木)

20(金)

21(土)

15(日)

16(月)

28(土)

　土曜日は、親子で楽しみながら身体を動かすミニ運動会を行いま
した。　日曜日には、「グリーンアドベンチャー」を行い、青年の家の
周りにある木々を歩きながら見つけ出すコースを歩きました。
　次回は、9月8日・9日の予定です。

(汗をかいた日には、シャワーで汗を流したいと思います。バスタオル
(プールの巻きタオル)を用意して下さい。)

22(日)

5(木)

6(金)
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　　　　　　　　今月のねらい

生体の生活リズムを整える。 ◎抗重力筋を育てる。（直立と直立状二足歩行の獲得）
・片足立ち、ケンケン、足上げ　　・歩行(凸凹道、坂道、階段など)

◎肩・腕を使った運動
・ボール(投げる・捕る、蹴る、転がす)

・腕上げ(バーを持ち上げる、バーを持ち左右にひねる)

・毎日出来ることを決める。 今　月　の　認　識　学　習　／　微　細　活　動

・日替わりにならない。 ◎認識学習
・命令、押し付け手伝いは△ ・5w1h(いつ・どこで・だれが・なぜ・何を・どのようにした)

◎こまめに水分補給。 ・買い物学習(選択→個数)

　・汗をかいたらタオルで拭く、着替える。 ・数(お皿の中は、いくつ？)

◎微細活動
・粘土(握る、こねる、伸ばすなど) ・制作

・調理 ・紐結び・ボタン

腕上げ・ぶら下がり／制作

ケンケン　／　楽器　／　5w1h 全　体　へ　お　知　ら　せ

腕立て姿勢　／　紐・ボタン　／　数 ☆親子合宿に、ご参加いただきありがとうございました。

プール

片足立ち　　／　だんべえ踊り

調理

腕上げ・ぶら下がり／楽器／5w1h ☆保護者懇談会について

足上げ・ケンケン／粘土 　管澤チーム・・・7月6日(金)17:30～

プール 　亀田・木村チーム・・・7月5日(木)17:30～

腕立て姿勢　／　だんべえ踊り 　井上・中村チーム・・・7月9日(月)17:30～

　ご参加をよろしくお願い致します。

海の日 ☆夏季休業について

ボール　／　楽器　／　読み聞かせ 　7月23日から8月24日まで、活動時間が変更になります。

腕上げ・ぶら下がり／紐・ボタン／5w1h 　時間　　9:00～15:00まで

プール ・持ち物　　　弁当・水筒(水)・着替え・タオル・帽子など

調理　／　だんべえ踊り

※欠席の場合は、ドリーム事務所まで(260-6888)連絡をして下さい。

ボール　／　製作　／　読み聞かせ ※ドリームランチを注文出来ます。事前に職員に声をかけて下さい。

歩行　／　楽器　／　数

☆子ども合宿のお知らせ

　↓ 　合宿対象児は、糸車に入って1年経過したお子さんです。

腕立て姿勢　／　紐・ボタン　／　5w1h 　詳細をご確認下さい。

☆夏休みの外出について
　電車やバスに自分で切符を購入し乗る活動を行いたいと思います。

腕上げ・ぶら下がり／粘土／買い物 　100円玉を10個財布に入れ持たせて下さい。

外出(電車に乗る)

2(月)

月案
2018年 社会福祉法人 一越会

7月

3(火)

今　月　の　運　動

◎お手伝いをしよう。
・手伝いを通して見通す力、認識し学習する
力、手先の器用さ、家族の一員としての役割が
身に付きます。

1(日)

《今月の予定》

日 活動内容

27(金)

18(水)

7(土)

8(日)

9(月)

10(火)

11(水)

12(木)

17(火)

25(水)

26(木)

4(水)

子ども合宿

15(日)

16(月)

5(木)

6(金)

13(金)

14(土)

22(日)

19(木)

　土曜日は、親子で楽しみながら身体を動かすミニ運動会を行いました。

　日曜日には、「グリーンアドベンチャー」を行い、青年の家の周りにある
木々を歩きながら見つけ出すコースを歩きました。
　次回は、9月8日・9日の予定です。

(汗をかいた日には、シャワーで汗を流したいと思います。バスタオル(プー
ルの巻きタオル)を用意して下さい。)

28(土)

29(日)

23(月)

24(火)

20(金)

21(土)

30(月)

31(火)


