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　　　　　　　　今月のねらい

生体の生活リズムを整える。 ◎ 粗大運動
◎ほめる、叱るは態度で示しましょう。 ・梯子渡り、跨ぎ（体幹を育てる）
 ・ほめる時は、共感を示す。 ・歩行　　トンネルくぐり（抗重力筋を育てる）
 ・ご褒美でつるのは、よくない事です。 ◎ 肩･腕を使った運動
　(行為自体を目的とするよりも、ご褒美を目的としてしまう) ・綱引き　、手押し車（肩、腕を育てる）

 ・感情的にヒステリックでの「叱る」では、ありません。 ・ボール入れ（手、肩、腕全体を使う）

 ・くどくど・がみがみは、子どものストレスにつながります。 今　月　の　認　識　学　習　／　微　細　活　動

◎認識学習
◎歩行力を育てる。 ・物の概念　・パズル
 ・2㎞・3㎞を歩こう。 ・集団あそび（伝承遊び、鬼ごっこ）

◎微細活動

・ビーズすくい、水すくい（尺側を使う）

プール ・粘土（指、手全体を使う）　・文房具（制作）

手押し車　／　だんべぇ踊り

全　体　へ　お　知　ら　せ

☆11月3日（金）ぐんまマラソンに参加をします。

梯子跨ぎ　／　文房具／　物の概念 　糸車からは、10組の親子が参加をします。

トンネル　／　楽器　／　パズル 　リバーサイドコース約4.2㎞を走ります。

歩行　　　　 ☆平成31年度の親子合宿の日程が決まりました。（予定）

プール

ボール入れ　／　だんべぇ踊り

綱引き　／　文房具　／　パズル ☆保護者懇談会について

スクワット　／　楽器　／　粘土 　後期のグループが、決まり次第日程をお知らせします。

梯子渡り ／ 水すくい　／ 集団あそび

プール

トンネル　／　だんべぇ踊り ・上着をハンガーにかけるため、ハンガーの用意をお願いします。

・持ち物に名前の記入をして下さい。

・お掃除用の雑巾を2枚ご用意下さい。

スクワット　／　粘土　／　パズル ・インフルエンザ、風邪の流行する季節になりました。

手押し車　／　楽器　／　物の概念 ・手洗い、うがいを行います。ハンカチ、手拭きタオルの準備をして

綱引き　／　文房具　／　集団あそび 下さい。

プール ・タオルの寄付をお願いします。

梯子渡り　／　ビーズすくい　／　物の概念

ボール入れ　／　楽器　／　パズル

トンネル　／　粘土　／　集団あそび

プール

ボール入れ　／　だんべぇ踊り

26(月)

27(火)

28(水)

24(土)

25(日)

29(木)

30(金)

23(金) 勤労感謝の日

17(土)

18(日)

19(月)

21(水)

20(火)

22(木)

9(金)

10(土)

11(日)

12(月)

13(火)

14(水)

15(木)

16(金)

糸車からのお願い

　　4月20日（土）・21日（日）と11月16日（土）・17日（日）を予定しています。
どちらかの日程での参加をよろしくお願いいたします。

5(月)

6(火)

7(水)

8(木)

《今月の予定》

日 活動内容

1(木)

2(金)

3(土) 文化の日　ぐんまマラソン

4(日)

今　月　の　運　動

月案
2018年 社会福祉法人 一越会

11月 糸 車

1グループ
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　　　　　　　　今月のねらい

生体の生活リズムを整える。 ◎ 粗大運動
◎ほめる、叱るは態度で示しましょう。 ・様々な障害物を使っての運動。（梯子、巧技台など）体幹を育てる。
　・ほめる時は、共感を示す。 ・ジャンプ（上・前・後ろ跳び）
　・ご褒美でつるのは、よくない事です。 ◎ 肩･腕を使った運動
　(行為自体を目的とするよりも、ご褒美を目的としてしまう) ・手押し車

　・感情的にヒステリックでの「叱る」では、ありません。 ・ボール（的当て）

　・くどくど・がみがみは、子どものストレスにつながります。 今　月　の　認　識　学　習　／　微　細　活　動

◎認識学習
◎歩行力を育てる。 ・ルールのある遊び（絵カード・トランプ）　神経衰弱
　・2㎞・3㎞を歩こう。 ・すごろく

・読み聞かせ（内容をまとめて話す）

◎微細活動

・調理（ピーラーを使う） ・粘土（手の平、手全体を使う）

プール ・文房具（定規）

梯子渡り　／　　だんべぇ踊り

全　体　へ　お　知　ら　せ

☆11月3日（金）ぐんまマラソンに参加をします。

手押し車　／　制作　／　絵合わせ 　糸車からは、10組の親子が参加をします。

ジャンプ　／　楽器　／　読み聞かせ 　リバーサイドコース約4.2㎞を走ります。

ボール　　／　粘土　／　すごろく ☆平成31年度の親子合宿の日程が決まりました。（予定）

プール

手押し車　／　だんべぇ踊り

ジャンプ　／　文房具　／　すごろく ☆保護者懇談会について

ボール　　／　粘土　　／　絵合わせ 　後期のグループが、決まり次第日程をお知らせします。

手押し車　／　制作　／　読み聞かせ

プール

昇り降り　　／　だんべぇ踊り ・上着をハンガーにかけるため、ハンガーの用意をお願いします。
・持ち物に名前の記入をして下さい。

・お掃除用の雑巾を2枚ご用意下さい。

ボール　　／　制作　／　絵合わせ ・インフルエンザ、風邪の流行する季節になりました。

梯子渡り　／　楽器　／　読み聞かせ 手洗い、うがいを行います。ハンカチ、手拭きタオルの準備をして下さい。

手押し車　／　野菜ちぎり　 ・タオルの寄付をお願いします。

プール

☆　26日（月）調理を行います。

・エプロン、バンダナ、タッパの準備をお願いします。

ボール　　／　調理　

平均台　　／　楽器　／　すごろく

手押し車　／　制作　／　読み聞かせ

プール

ジャンプ　／　だんべぇ踊り30(金)

→　　手、肩、腕を育てる。

糸 車

2グループ

25(日)

26(月)

27(火)

28(水)

29(木)

20(火)

21(水)

22(木)

23(金) 勤労感謝の日

24(土)

16(金)

17(土)

18(日)

19(月)

11(日)

12(月)

13(火)

14(水)
糸車からのお願い

15(木)

5(月)

6(火)

7(水)

8(木)
　　4月20日（土）・21日（日）と11月16日（土）・17日（日）を予定しています。
どちらかの日程での参加をよろしくお願いいたします。

9(金)

10(土)

2(金)

3(土) 文化の日　ぐんまマラソン

4(日)

《今月の予定》

日 活動内容

1(木)

月案
2018年 社会福祉法人 一越会

11月

今　月　の　運　動
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　　　　　　　　今月のねらい

生体の生活リズムを整える。 ◎ 粗大運動
◎ほめる、叱るは態度で示しましょう。 ・様々な障害物を使っての運動。（梯子、巧技台など）体幹を育てる。
　・ほめる時は、共感を示す。 ・ジャンプ（上・前・後ろ跳び）
　・ご褒美でつるのは、よくない事です。 ◎ 肩･腕を使った運動
　(行為自体を目的とするよりも、ご褒美を目的としてしまう) ・手押し車

　・感情的にヒステリックでの「叱る」では、ありません。 ・ボール（的当て）

　・くどくど・がみがみは、子どものストレスにつながります。 今　月　の　認　識　学　習　／　微　細　活　動

◎認識学習
◎歩行力を育てる。 ・物の名前、概念　　　　　　　　・発声「聞く」→「考える」→「発する」
　・2㎞・3㎞を歩こう。 ・買い物遊び（選択→数量→支払う）

◎微細活動

・水すくい、ビーズすくい（尺側を使う）

プール ・日用品を使う。（調理、ボタン、箸など）

梯子渡り　／　だんべぇ踊り

全　体　へ　お　知　ら　せ

☆11月3日（金）ぐんまマラソンに参加をします。

手押し車　／　ビーズすくい　／　物の名前 　糸車からは、10組の親子が参加をします。

ジャンプ　／　楽器　／　買い物遊び 　リバーサイドコース約4.2㎞を走ります。

ボール　／　日用品　／　発声 ☆平成31年度の親子合宿の日程が決まりました。（予定）

プール

手押し車　／　　だんべぇ踊り

ジャンプ　／　水すくい　／　買い物遊び ☆保護者懇談会について

ボール　／　楽器　　／　発声 　後期のグループが、決まり次第日程をお知らせします。

昇り降り　／　ビーズすくい　／　物の名前

プール

・上着をハンガーにかけるため、ハンガーの用意をお願いします。
・持ち物に名前の記入をして下さい。

・お掃除用の雑巾を2枚ご用意下さい。

・インフルエンザ、風邪の流行する季節になりました。

梯子渡り　／　楽器　／　物の名前 手洗い、うがいを行います。ハンカチ、手拭きタオルの準備をして下さい。

手押し車　／　日用品　／　買い物遊び

プール ☆　26日（月）調理を行います。

・エプロン、バンダナ、タッパの準備をお願いします。

・タオルの寄付をお願いします。

☆28日（水）買い物へ行きます。
平均台　／　楽器　／　発声 ・夕飯に使用する材料をお子さんに

手押し車　／　日用品　／　買い物 買い物としてお願いして下さい。

プール

ジャンプ　／　だんべぇ踊り

17(土)

18(日)

30(金)

20(火)

21(水)

22(木)

23(金) 勤労感謝の日

19(月) ボール　／　水すくい　　／　発声

ジャンプ　／　だんべぇ踊り16(金)

25(日)

26(月) ボール　／　調理

27(火)

28(水)

29(木)

24(土)

糸車からのお願い
15(木)

5(月)

6(火)

7(水)

8(木)
　　4月20日（土）・21日（日）と11月16日（土）・17日（日）を予定しています。
どちらかの日程での参加をよろしくお願いいたします。

9(金)

10(土)

11(日)

12(月)

13(火)

14(水)

2(金)

3(土) 文化の日　ぐんまマラソン

4(日)

《今月の予定》

日 活動内容

1(木)

月案
2018年 社会福祉法人 一越会

11月

今　月　の　運　動

糸 車

3グループ
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　　　　　　　　今月のねらい

生体の生活リズムを整える。 ◎ 粗大運動
◎ほめる、叱るは態度で示しましょう。 ・腹背筋、Ｖ字バランス、四っ這いバランス（体幹を育てる）
　・ほめる時は、共感を示す。 ・様々な障害物を使っての運動。（くぐる、跨ぐ、登るなど）
　・ご褒美でつるのは、よくない事です。 ◎ 肩･腕を使った運動
　(行為自体を目的とするよりも、ご褒美を目的としてしまう) ・押し相撲、綱引き（肩、腕を育てる）

　・感情的にヒステリックでの「叱る」では、ありません。 ・腕立て（手、肩、腕を育てる）

　・くどくど・がみがみは、子どものストレスにつながります。 今　月　の　認　識　学　習　／　微　細　活　動

◎認識学習
◎歩行力を育てる。 ・物の名前、概念（日常生活で使うもの）
　・2㎞・3㎞を歩こう。 ・時系列

・読み聞かせ（内容）

◎微細活動

・紐結び（指先を使う）

プール ・道具を使う（制作、調理）

Ｖ字バランス　／　だんべぇ踊り

全　体　へ　お　知　ら　せ

☆11月3日（金）ぐんまマラソンに参加をします。

四っ這いバランス　／　紐結び　／　物の概念 　糸車からは、10組の親子が参加をします。

障害物　　／　楽器　／　時系列 　リバーサイドコース約4.2㎞を走ります。

押し相撲　／　道具　／　読み聞かせ ☆平成31年度の親子合宿の日程が決まりました。（予定）

プール

綱引き　　　　　／　だんべぇ踊り

腕立て　／　道具　／　時系列 ☆保護者懇談会について

Ｖ字バランス　／　楽器　／　読み聞かせ 　後期のグループが、決まり次第日程をお知らせします。

四っ這いバランス　／　調理①

プール

障害物　　　／　　だんべぇ踊り ・上着をハンガーにかけるため、ハンガーの用意をお願いします。
・持ち物に名前の記入をして下さい。

・お掃除用の雑巾を2枚ご用意下さい。

押し相撲　／　紐結び　／　物の概念 ・インフルエンザ、風邪の流行する季節になりました。

綱引き　　　　／　楽器　／　時系列 手洗い、うがいを行います。ハンカチ、手拭きタオルの準備をして下さい。

腕立て　　　　　／　　調理② ・タオルの寄付をお願いします。

プール

☆　14日（水）・21（水）調理を行います。該当する日に

・エプロン、バンダナ、タッパの準備をお願いします。

Ｖ字バランス　／　紐結び　／　読み聞かせ

四っ這いバランス　／　楽器　／　物の概念

障害物　　　　　／　　　制作

プール

押し相撲　　　　／　　だんべぇ踊り30(金)

25(日)

26(月)

27(火)

28(水)

29(木)

24(土)

16(金)

17(土)

18(日)

19(月)

20(火)

21(水)

22(木)

23(金) 勤労感謝の日

糸車からのお願い
15(木)

5(月)

6(火)

7(水)

8(木)
　　4月20日（土）・21日（日）と11月16日（土）・17日（日）を予定しています。
どちらかの日程での参加をよろしくお願いいたします。

9(金)

10(土)

11(日)

12(月)

13(火)

14(水)

《今月の予定》

日 活動内容

1(木)

2(金)

3(土) 文化の日　ぐんまマラソン

4(日)

今　月　の　運　動

月案
2018年 社会福祉法人 一越会

11月 糸 車


