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　　　糸 車 代表　　中原 映子

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）

◎夕食後は、家族団らんの時間。  梯子渡り・四っ這い運動（手と足の協応運動・体幹を育てる）

　・ひと遊びが健康法につながります。 ◎肩・腕を使った運動
　・家族で笑いあいながら、からだを動かす。 　押し相撲（肩・腕全体を使う）
　這う運動（手押し車・逆立ち）をすることで 　綱引き（綱の握り方）

今　月　の　認　識　学　習　／　微　細　活　動

◎認識学習
・汗が少し出る位が、睡眠に入りやすくする。 　パズル（絵を見て合わせる）　交通ルール
◎夏の行事を楽しもう。 　物の名前・概念（実物を使用する）
　（夏休みの外出・夏祭りなど）

◎微細活動

　文房具（制作）　　　調理（ゼリー作り）　

押し相撲／制作／パズル・水遊び 　水遊び（すくう→入れる）・おはじき（尺骨側を使う）
六供町温水プール

四っ這い運動／文房具／物の概念・シャボン玉

☆夏休みの外出について

　8月9日（木）・8月17日（金）に福祉バスを利用して、

外出（トロッコ列車） 　赤城山登山へ行きます。

梯子渡り／おはじき／物の概念　・　新聞遊び 〈持ち物〉帽子・着替え・カッパ・弁当・水筒（ペットボトル）

四っ這い運動／文房具／物の概念・ダンス 　　　　　　お手拭き（濡れているもの）・虫よけスプレー等

外出（赤城山） 　　　　　　長袖・長ズボン・軍手

綱引き／楽器／買い物遊び・水遊び ※集合場所・時間は別紙をご確認下さい。

山の日

お盆休み ☆保護者懇談会
お盆休み 　④グループ　　　　8月6日（月）15；00～　糸車にて

お盆休み 　②・③グループ　　8月3日（金）15：00～　糸車にて

お盆休み 　①グループ　　　　8月8日（水）15：00～　　糸車にて
綱引き／文房具／物の概念・新聞遊び

外出（赤城山） ☆8月18日の夏祭りについて
　　　　　　　　　夏祭り なかよしネットワークによる夏祭りがあります。

場所　　なかよし公園　　　　時間　　15:30～
梯子渡り／文房具／パズル　　・　新聞遊び 雨天決行です。ご家族でご参加下さい。
押し相撲／おはじき／パズル　・　色水遊び 子ども達がそうめんを作り販売をします。ご協力をお願いします。
外出（レストランへ行こう）

綱引き／文房具／読み聞かせ　・　風船遊び ☆学校休業日（夏休み）の活動予定は、変更になる場合もあります。
四っ這い／おはじき／物の名前　・　調理 　予定が変更になる場合は、お知らせ致します。

　よろしくお願いします。

押し相撲　／　おはじき　／　パズル　

四っ這い　／　楽器　／　物の概念　

梯子渡り　／　文房具　／　物の名前

プール（福祉会館）

綱引き　／　楽器　／　だんべえ踊り

月案
2018年 社会福祉法人 一越会

8月

今　月　の　運　動

①グループ

《今月の予定》

日 活動内容

　腕・手首・手の平の働きを良くし、器用な手を
育てます。

1(水)

2(木)

3(金)

4(土)

5(日)

全　体　へ　お　知　ら　せ

6(月)

7(火)

22(水)

8(水)

9(木)

10(金)

11(土)

12(日)

13(月)

14(火)

27(月)

18(土)

19(日)

20(月)

28(火)

23(木)

24(金)

15(水)

16(木)

17(金)

21(火)

29(水)

30(木)

31(金)

25(土)

26(日)
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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）

◎夕食後は、家族団らんの時間。 　四っ這い（どこの位置で腹部を床に平行で保持できるか）

　・ひと遊びが健康法につながります。 　ジャンプ・ケンケン（つま先を使う）

　・家族で笑いあいながら、からだを動かす。 ◎肩・腕を使った運動
　這う運動（手押し車・逆立ち）をすることで 　腕立て姿勢保持・手押し車

　（肩腕、手首、手のひらを使う）

今　月　の　認　識　学　習　／　微　細　活　動

・汗が少し出る位が、睡眠に入りやすくする。 ◎認識学習
◎夏の行事を楽しもう。 　分類（仲間分け）　ことば遊び（伝言ゲーム）
　（夏休みの外出・夏祭りなど） 　読み聞かせ（内容・感想）

◎微細活動

　文房具（制作）　折り紙（折り方に合わせ手・指の使い方を変える）

四っ這い／制作／分類　・　水遊び 　粘土（捏ねる→丸める→伸ばす）

六供町温水プール　

腕立て姿勢保持／粘土／読み聞かせ・シャボン玉

☆夏休みの外出について

　8月9日（木）・8月17日（金）に福祉バスを利用して、

外出（トロッコ列車） 　赤城山登山へ行きます。

ジャンプ／制作／ことば遊び・　水鉄砲 〈持ち物〉帽子・着替え・カッパ・弁当・水筒（ペットボトル）

手押し車／おはじき／発声　・　伝承遊び 　　　　　　お手拭き（濡れているもの）・虫よけスプレー等

外出（赤城山登山） 　　　　　　長袖・長ズボン・軍手

四っ這い／制作／ことば遊び　・　水遊び ※集合場所・時間は別紙をご確認下さい。

山の日

お盆休み ☆保護者懇談会
お盆休み 　④グループ　　　　8月6日（月）15；00～　糸車にて

お盆休み 　②・③グループ　　8月3日（金）15：00～　糸車にて

お盆休み 　①グループ　　　　8月8日（水）15：00～　　糸車にて
腕立て姿勢保持／折り紙／読み聞かせ・調理

外出（赤城山登山） ☆8月18日の夏祭りについて

　　　　　　　　　夏祭り なかよしネットワークによる夏祭りがあります。

場所　　なかよし公園　　　　時間　　15:30～

ケンケン／粘土／分類　・　シャボン玉 雨天決行です。ご家族でご参加下さい。
手押し車／文房具／ことば遊び　・　水遊び 子ども達がそうめんを作り販売をします。ご協力をお願いします。

外出（レストランへ行こう）

ケンケン／折り紙／発声　・　色水遊び ☆学校休業日（夏休み）の活動予定は、変更になる場合もあります。
四っ這い／野菜ちぎり／読み聞かせ・伝承遊び 　予定が変更になる場合は、お知らせ致します。

　よろしくお願いします。

腕立て姿勢保持／文房具／読み聞かせ ☆各外出時の予定や持ち物などは、別紙を

ジャンプ　／　楽器　／　分類 　配布致します。確認をよろしく

手押し車　／　粘土　／　ことば遊び 　お願いします。

プール

四っ這い／だんべえ踊

27(月)

28(火)

29(水)

30(木)

31(金)

23(木)

24(金)

25(土)

26(日)

19(日)

20(月)

21(火)

22(水)

15(水)

16(木)

17(金)

18(土)

11(土)

12(日)

13(月)

14(火)

7(火)

8(水)

9(木)

10(金)

4(土)

5(日)

6(月)

1(水)

2(木)

3(金) 全　体　へ　お　知　ら　せ

《今月の予定》

日 活動内容

今　月　の　運　動

　　　　糸 車

　腕・手首・手の平の働きを良くし、器用な手を
育てます。

月案
2018年 社会福祉法人 一越会

8月
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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）

◎夕食後は、家族団らんの時間。 四っ這い（どこの位置で腹部を床に平行で保持できるか）

　・ひと遊びが健康法につながります。 ジャンプ・ケンケン（つま先を使う）

　・家族で笑いあいながら、からだを動かす。 ◎肩・腕を使った運動
　這う運動（手押し車・逆立ち）をすることで 腕立て姿勢保持・手押し車

（肩腕、手首、手のひらを使う）

今　月　の　認　識　学　習　／　微　細　活　動

・汗が少し出る位が、睡眠に入りやすくする。 ◎認識学習
◎夏の行事を楽しもう。 発声（聞く→発する）　　　　・物の名前（発声）
　（夏休みの外出・夏祭りなど） 交通ルール（バス・電車に乗る時のマナー・切符の購入）

数遊び（いくつかな）

◎微細活動
おはじき・水すくい（尺骨側を使う）粘土（捏ねる→丸める→伸ばす）

四っ這い／おはじき／発声　・　水遊び 文房具（お神輿作り）

六供町温水プール　

腕立て姿勢保持／粘土／数　・　シャボン玉

☆夏休みの外出について

　8月9日（木）・8月17日（金）に福祉バスを利用して、

外出（トロッコ列車） 　赤城山登山へ行きます。

ジャンプ／制作／平仮名　・　水鉄砲 〈持ち物〉帽子・着替え・カッパ・弁当・水筒（ペットボトル）

手押し車／おはじき／発声　・　伝承遊び 　　　　　　お手拭き（濡れているもの）・虫よけスプレー等

外出（赤城山登山） 　　　　　　長袖・長ズボン・軍手

四っ這い／制作／数　　　　・　水遊び ※集合場所・時間は別紙をご確認下さい。

山の日

お盆休み ☆保護者懇談会
お盆休み 　④グループ　　8月6日（月）15；00～　糸車にて

お盆休み 　②・③グループ　　8月3日（金）15：00～　糸車にて

お盆休み 　①グループ　　　　　　8月8日（水）15：00～　　糸車にて
腕立て姿勢保持／のり／平仮名　・　調理

外出（赤城山登山） ☆8月18日の夏祭りについて

なかよしネットワークによる夏祭りがあります。

場所　　なかよし公園　　　　時間　　15:30～

ケンケン／おはじき／発声　・　シャボン玉 雨天決行です。ご家族でご参加下さい。

手押し車／粘土／数　　・　　水遊び 子ども達がそうめんを作り販売をします。ご協力をお願いします。

外出（レストランへ行こう）

ケンケン／おはじき／発声　・　色水遊び ☆学校休業日（夏休み）の活動予定は、変更になる場合もあります。

四っ這い／野菜ちぎり／物の名前・伝承遊び 　予定が変更になる場合は、お知らせ致します。

　よろしくお願いします。

腕立て姿勢保持／おはじき／発声 ☆各外出時の予定や持ち物などは、別紙を

ジャンプ　／　楽器　／　数 　配布致します。確認をよろしく

手押し車　／　粘土　／　物の名前 　お願いします。

プール

四っ這い／だんべえ踊

27(月)

28(火)

29(水)

30(木)

31(金)

23(木)

24(金)

25(土)

26(日)

19(日)

20(月)

21(火)

22(水)

15(水)

16(木)

17(金)

18(土)

11(土)

12(日)

13(月)

14(火)

7(火)

8(水)

9(木)

10(金)

4(土)

5(日)

6(月)

1(水)

2(木)

3(金) 全　体　へ　お　知　ら　せ

《今月の予定》

日 活動内容

今　月　の　運　動

           糸 車

　腕・手首・手の平の働きを良くし、器用な手を育
てます。

月案
2018年 社会福祉法人 一越会

8月
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　　　　糸 車 代表　　中原 映子

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）

◎夕食後は、家族団らんの時間。 　 踏み台昇降・ケンケン（足の裏で踏ん張る）

　・ひと遊びが健康法につながります。 　歩行（凸凹道・坂道・階段など）・ケンケン（つま先を使う）

　・家族で笑いあいながら、からだを動かす。 ◎肩・腕を使った運動
　這う運動（手押し車・逆立ち）をすることで 　腕立て姿勢保持・手押し車（肩・腕・手首・手のひらを育てる）
　腕・手首・手の平の働きを良くし、 　押し相撲・綱引き（肩・腕を使う）

　器用な手を育てます。 今　月　の　認　識　学　習　／　微　細　活　動

・汗が少し出る位が、睡眠に入りやすくする。 ◎認識学習
　読み聞かせ（登場人物・内容・感想）

◎夏の行事を楽しもう。 　買い物（選択→数→やり取り→支払い）
　（夏休みの外出・夏祭りなど） 　時間の概念（〇時に〇〇をするなど）

◎微細活動

　紐結び（指先を使う）　・　粘土（捏ねる→丸める→伸ばす）

踏み台昇降／制作／時間・色水遊び 　制作（お神輿つくり）

六供町温水プール

ケンケン／制作／読み聞かせ・楽器

☆夏休みの外出について

　8月9日（木）・8月17日（金）に福祉バスを利用して、

外出（トロッコ列車） 　赤城山登山へ行きます。

腕立姿勢保持／制作／時間・楽器 〈持ち物〉帽子・着替え・カッパ・弁当・水筒（ペットボトル）

押し相撲／制作／読み聞かせ・水遊び 　　　　　　お手拭き（濡れているもの）・虫よけスプレー等

外出（赤城山登山） 　　　　　　長袖・長ズボン・軍手

踏み台昇降／粘土／読み聞かせ・楽器 ※集合場所・時間は別紙をご確認下さい。

山の日

お盆休み ☆保護者懇談会
お盆休み 　④グループ　　8月6日（月）15；00～　糸車にて

お盆休み 　②・③グループ　　8月3日（金）15：00～　糸車にて

お盆休み 　①グループ　　　　　　8月8日（水）15：00～　　糸車にて

踏み台昇降／制作／数・色水遊び

外出（赤城山登山） ☆8月18日の夏祭りについて

　　　　　　　　　夏祭り なかよしネットワークによる夏祭りがあります。

場所　　なかよし公園　　　　時間　　15:30～

ケンケン／粘土／読み聞かせ・買い物 雨天決行です。ご家族でご参加下さい。

手押し車／紐結び／5Ｗ1Ｈ　・楽器 子ども達がそうめんを作り販売をします。ご協力をお願いします。

綱引き／野菜ちぎり／時間・色水遊び

外出（ボウリング） ☆学校休業日（夏休み）の活動予定は、変更になる場合もあります。

踏み台昇降／道具／読み聞かせ・楽器 　予定が変更になる場合は、お知らせ致します。

　よろしくお願いします。

四っ這い運動／道具／読み聞かせ

手押し車／楽器／5Ｗ1Ｈ

ケンケン／粘土／時間

プール（福祉会館）

腕立姿勢保持／楽器／だんべえ踊り

27(月)

28(火)

29(水)

30(木)

31(金)

23(木)

24(金)

25(土)

26(日)

19(日)

20(月)

21(火)

22(水)

15(水)

16(木)

17(金)

18(土)

11(土)

12(日)

13(月)

14(火)

7(火)

8(水)

9(木)

10(金)

4(土)

5(日)

6(月)

1(水)

2(木)

3(金) 全　体　へ　お　知　ら　せ

《今月の予定》

日 活動内容

今　月　の　運　動

月案
2018年 社会福祉法人 一越会

8月
4グループ


