
〒371-0016　前橋市城東町3-20-7

℡027-260-6888 Fax027-235-5801

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。（直立と直立二足歩行の獲得）

◎薄着の習慣を心がけましょう。 ・バランスボード（足の裏全体でのる）・歩行

◎冷水で顔や手を洗います。 ◎腕・肩を使った運動
・壁押し　・縄跳び（前跳び・後ろ跳び）

◎とうもろこしを育てよう。

・種まきから水やり、収穫を体験する。 今　月　の　認　識　学　習　／　微　細　活　動

◎認識学習
・時間（時間を見て行動する）

・ことば遊び（しりとり）

◎微細活動

・ひも結び

戸外歩行　／　文房具　　／　時計 ・道具を使う（カッター・はさみ）

壁押し　　　／　紐結び　／　ことば遊び

　　　　　　　　憲法記念日

　　　　　　　　みどりの日 ☆2019年度糸車職員

　　　　　　　　こどもの日 児童発達支援管理責任者　　　　　　　　　古澤　雅美

　　　　　　　　振替休日 1グループ担当　　　　　　　　　　　　　　　　管澤　瞳　・　南雲　義大

集団活動（ルールのある遊び）　／　太鼓 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十嵐　久子

バランスボード　／　紐結び　／　時計 2・3グループ担当　　　　　　　　　　　　　　　　古澤　雅美

プール 宜しくお願い致します。

縄跳び　／　ことば遊び　／　だんべえ踊り

☆保護者懇談会のお知らせ

1グループ　　　　5月9日（木）　17：30～

縄跳び　　　／　　文房具　／　　時計 2・3グループ　　5月10日（金）17：30～

戸外歩行　／　太鼓　　 糸車にて行います。参加をお願いします。

壁押し　　　／　紐結び　／　読み聞かせ

プール

バランスボード　／　かるた　／　だんべえ踊り

(糸車に保管できます。リュックに入れ、持たせて下さい)

縄跳び　　　／　　紐結び　／　　読み聞かせ ☆送迎時の駐車場について

集団活動（ルールのある遊び）　／　太鼓 　鹿島建設を送迎時に利用する方は、10分程度の駐車でお願い

バランスボード　／　文房具　／　時計 します。また、ご兄弟を車内に残しての駐車は、危険が伴うため

プール ご遠慮下さい。

壁押し　　　／　ことば遊び　／　だんべえ踊り ☆学校送迎について

送迎時間の記入は、必ず実施日の一週間前までにお願いします。

変更があった場合は、記入簿に変更時間をご記入ください。

縄跳び　　　／　　文房具　／　　時計 また、急なお休みの場合は、ご連絡をお願いします。

集団活動（ルールのある遊び）　／　太鼓 事務所・・・027－260－6888

戸外歩行　　／　読み聞かせ ☆空き缶回収のお願い。

プール ご家庭にあるアルミ缶・スチール缶がありましたら、ご協力を

バランスボード　／　かるた　／　だんべえ踊り お願いします。

29(水)

30(木)

31(金)

糸 車

1グループ①

23(木)

24(金)

25(土)

26(日)

27(月)

28(火)

22(水)

12(日)

13(月)

14(火)

15(水)

18(土)

19(日)

20(月)

21(火)

☆戸外活動を行います。帽子・タオル・水分（水筒)・薄手の羽織るもの
を準備して下さい。

16(木)

17(金)

7(火)

8(水)

9(木)

10(金)

11(土)

6(月)

《今月の予定》

日 活動内容

1(水)

2(木)

3(金) 全　体　へ　お　知　ら　せ

4(土)

5(日)

月案
2019年 社会福祉法人 一越会

5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 ◎抗重力筋を育てる。（直立と直立二足歩行の獲得）

◎薄着の習慣を心がけましょう。 ・腹筋・Ｖ字バランス（腹筋を強くする）

◎冷水で顔や手を洗います。 ◎腕・肩を使った運動
・巧技台姿勢保持・縄回し（肩・腕全体を使う）

◎とうもろこしを育てよう。

・種まきから水やり、収穫を体験する。 今　月　の　認　識　学　習　／　微　細　活　動

◎認識学習
・ことば遊び（しりとり・ことば探し）

・漢字の意味を知る

◎微細活動

・紐結び・調理（ホットケーキ）

Ｖ字バランス/紐結び/読み聞かせ ・文房具（はさみ・カッター）

縄跳び　　　　／　文房具　／　漢字

　　　　　　　　憲法記念日

　　　　　　　　みどりの日 ☆2019年度糸車職員

　　　　　　　　こどもの日 児童発達支援管理責任者　　　　　　　　古澤　雅美

　　　　　　　　振替休日 1グループ担当　　　　　　　　　　　　　　　管澤　瞳　・　南雲　義大

集団遊び（ルールのある遊び）／太鼓 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十嵐　久子

Ｖ字バランス　／　紐結び　／　しりとり 2・3グループ担当　　　　　　　　　　　　　　古澤　雅美

プール 宜しくお願い致します。

腹筋　　　　　／　ことば探し　／　だんべえ踊り

☆保護者懇談会のお知らせ

1グループ　　　　5月9日（木）　17：30～

縄跳び　　　　／　文房具　／　漢字 2・3グループ　　5月10日（金）17：30～

集団遊び（ルールのある遊び）／太鼓 糸車にて行います。参加をお願いします。

腹筋　　　　　／　文房具　／　ことば探し

プール

縄跳び／漢字／だんべえ踊り（避難訓練）

(糸車に保管できます。リュックに入れ、持たせて下さい)

巧技台姿勢保持　／　紐結び　／しりとり ☆送迎時の駐車場について

集団遊び（ルールのある遊び）／太鼓 　鹿島建設を送迎時に利用する方は、10分程度の駐車でお願い

調理（エプロン・バンダナ・タッパーの準備） します。また、ご兄弟を車内に残しての駐車は、危険が伴うため

プール ご遠慮下さい。

腹筋／しりとり／だんべえ踊り ☆学校送迎について

送迎時間の記入は、必ず実施日の一週間前までにお願いします

変更があった場合は、記入簿に変更時間をご記入ください。

縄跳び　　　　／　紐結び　／　漢字 また、急なお休みの場合は、ご連絡をお願いします。

集団遊び（ルールのある遊び）／太鼓 事務所・・・027－260－6888

歩行 ☆空き缶回収のお願い。

プール ご家庭にあるアルミ缶・スチール缶がありましたら、ご協力を

巧技台姿勢保持　／　紐結び　／しりとり お願いします。

月案
2019年 社会福祉法人 一越会

5月
糸 車

1グループ②

今　月　の　運　動

《今月の予定》

日 活動内容

11(土)

1(水)

2(木)

3(金) 全　体　へ　お　知　ら　せ

4(土)

5(日)

6(月)

7(火)

8(水)

9(木)

10(金)

22(水)

12(日)

13(月)

14(火)

15(水)

16(木)

17(金)

18(土)

19(日)

20(月)

21(火)

☆戸外活動を行います。帽子・タオル・水分（水筒)・薄手の羽織るもの
を準備して下さい。

29(水)

30(木)

31(金)

23(木)

24(金)

25(土)

26(日)

27(月)

28(火)
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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。（直立と直立二足歩行の獲得）

◎薄着の習慣を心がけましょう。 ・柔軟体操　・階段登り（足の裏で踏ん張る）・立位

◎冷水で顔や手を洗います。 ◎腕・肩を使った運動
・上下、左右に腕を動かす。（手に持った物を移動させる）

◎とうもろこしを育てよう。

・種まきから水やり、収穫を体験する。 今　月　の　認　識　学　習　／　微　細　活　動

◎認識学習
・物と名前の一致（絵カード、実物を使用）

・読み聞かせ（質問に答える）

◎微細活動

・入れる→つめる（手、指、指先を使う）

階段登り　／　物と名前の一致　／　紙ちぎり ・紙ちぎり　・押す→引っ張る

　　　　　　　　憲法記念日

　　　　　　　　みどりの日 ☆2019年度糸車職員

　　　　　　　　こどもの日 児童発達支援管理責任者　　　　　　　　　古澤　雅美

　　　　　　　　振替休日 1グループ担当　　　　　　　　　　　　　　　　管澤　瞳　・　南雲　義大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十嵐　久子

階段登り　／　スポンジ絞り　／　物と名前の一致 2・3グループ担当　　　　　　　　　　　　　　　　古澤　雅美

宜しくお願い致します。

立位・座位　／　引っ張る　／　しりとり・選ぶ

☆保護者懇談会のお知らせ

1グループ　　　　5月9日（木）　17：30～

2・3グループ　　5月10日（金）17：30～

糸車にて行います。参加をお願いします。

立位・階段登り　／　入れる　／　読み聞かせ　

座位・立位　／　入れる　／　物の名前・概念

(糸車に保管できます。リュックに入れ、持たせて下さい)

☆送迎時の駐車場について

　鹿島建設を送迎時に利用する方は、10分程度の駐車でお願い

立位・階段登り　／紙ちぎり　／　物と名前の一致 します。また、ご兄弟を車内に残しての駐車は、危険が伴うため

ご遠慮下さい。

立位・座位　／　引っ張る　／　しりとり・選ぶ ☆学校送迎について

送迎時間の記入は、必ず実施日の一週間前までにお願いします。

変更があった場合は、記入簿に変更時間をご記入ください。

また、急なお休みの場合は、ご連絡をお願いします。

事務所・・・027－260－6888

戸外歩行　　／　読み聞かせ ☆空き缶回収のお願い。

ご家庭にあるアルミ缶・スチール缶がありましたら、ご協力を

座位・立位　／　紙ちぎり　／　物の名前・概念 お願いします。

月案
2019年 社会福祉法人 一越会

5月 糸 車

1グループ③

今　月　の　運　動

《今月の予定》

日 活動内容

11(土)

1(水)

2(木)

3(金) 全　体　へ　お　知　ら　せ

4(土)

5(日)

6(月)

7(火)

8(水)

9(木)

10(金)

22(水)

12(日)

13(月)

14(火)

15(水)

16(木)

17(金)

18(土)

19(日)

20(月)

21(火)

☆戸外活動を行います。帽子・タオル・水分（水筒)・薄手の羽織るもの
を準備して下さい。

29(水)

30(木)

31(金)

23(木)

24(金)

25(土)

26(日)

27(月)

28(火)
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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。（直立と直立二足歩行の獲得）

◎薄着の習慣を心がけましょう。 ・腹筋　・　バランスボード　・片足立ち（足の裏全体を使う）

◎冷水で顔や手を洗います。 ◎腕・肩を使った運動
・ぶら下がり　・　鯉の滝のぼり（肩、腕を使う）

◎とうもろこしを育てよう。

・種まきから水やり、収穫を体験する。 今　月　の　認　識　学　習　／　微　細　活　動

◎認識学習
・神経衰弱（絵カードを使用）

・比較（重い⇔軽い・高い⇔短い

　　　　　大きい⇔小さい）

◎微細活動

・おはじき（はじく・つまむ）

腹筋　　　／　おはじき　／　比較 ・文房具（のり・はさみ）調理（ホットケーキ）

片足立ち　／　文房具　／　神経衰弱

　　　　　　　　憲法記念日

　　　　　　　　みどりの日 ☆2019年度糸車職員

　　　　　　　　こどもの日 児童発達支援管理責任者　　　　　　　　古澤　雅美

　　　　　　　　振替休日 1グループ担当　　　　　　　　　　　　　　　管澤　瞳　・　南雲　義大

集団活動（ルールで遊ぼう）　／　太鼓 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十嵐　久子

腹筋　　　／　おはじき　／　神経衰弱 2・3グループ担当　　　　　　　　　　　　　　古澤　雅美

プール 宜しくお願い致します。

バランスボード　／　文房具　／　比較　

☆保護者懇談会のお知らせ

1グループ　　　　5月9日（木）　17：30～

鯉の滝のぼり　／　ビーズ通し　／　神経衰弱 2・3グループ　　5月10日（金）17：30～

集団活動（ルールで遊ぼう）　／　太鼓 糸車にて行います。参加をお願いします。

腹筋　　　　／　おはじき　　　／　神経衰弱

プール

片足立ち　／　文房具　／　比較　（避難訓練）

(糸車に保管できます。リュックに入れ、持たせて下さい)

腹筋　　　　／　おはじき　　　／　神経衰弱 ☆送迎時の駐車場について

集団活動（ルールで遊ぼう）　／　太鼓 　鹿島建設を送迎時に利用する方は、10分程度の駐車でお願い

調理（エプロン・バンダナ・タッパーの準備） します。また、ご兄弟を車内に残しての駐車は、危険が伴うため

プール ご遠慮下さい。

バランスボード　／　文房具　／　比較　 ☆学校送迎について

送迎時間の記入は、必ず実施日の一週間前までにお願いします

変更があった場合は、記入簿に変更時間をご記入ください。

鯉の滝のぼり　／　ビーズ通し　／　神経衰弱 また、急なお休みの場合は、ご連絡をお願いします。

集団活動（ルールで遊ぼう）　／　太鼓 事務所・・・027－260－6888

腹筋　　　　／　おはじき　　　／　神経衰弱 ☆空き缶回収のお願い

プール ご家庭にあるアルミ缶・スチール缶がありましたら、ご協力を

片足立ち　／　文房具　　　／　　比較 お願いします。

月案
2019年 社会福祉法人 一越会

5月 糸 車

2グループ①

今　月　の　運　動

《今月の予定》

日 活動内容

11(土)

1(水)

2(木)

3(金) 全　体　へ　お　知　ら　せ

4(土)

5(日)

6(月)

7(火)

8(水)

9(木)

10(金)

22(水)

12(日)

13(月)

14(火)

15(水)

16(木)

17(金)

18(土)

19(日)

20(月)

21(火)

☆戸外活動を行います。帽子・タオル・水分（水筒)・薄手の羽織るもの
を準備して下さい。

29(水)

30(木)

31(金)

23(木)

24(金)

25(土)

26(日)

27(月)

28(火)
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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。（直立と直立二足歩行の獲得）

◎薄着の習慣を心がけましょう。 ・腹筋　・　Ｖ字バランス　・　片足立ち（足の裏全体を使う）

◎冷水で顔や手を洗います。 ◎腕・肩を使った運動
・ぶら下がり　・　鯉の滝のぼり（腕、肩を使う）

◎とうもろこしを育てよう。

・種まきから水やり、収穫を体験する。 今　月　の　認　識　学　習　／　微　細　活　動

◎認識学習
・発声　・　神経衰弱（絵カードを使用）

・比較（長い⇔短い・重い⇔軽い

　高い⇔低いなど）

◎微細活動

・尺側部を使う（ビーズ集め）

引き起こし　／　ビーズ集め　／　発声　 ・文房具（のり・はさみ）　・　調理（ホットケーキ）　

片足立ち　／　文房具　　　／　神経衰弱

　　　　　　　　憲法記念日

　　　　　　　　みどりの日 ☆2019年度糸車職員

　　　　　　　　こどもの日 児童発達支援管理責任者　　　　　　　　　古澤　雅美

　　　　　　　　振替休日 1グループ担当　　　　　　　　　　　　　　　　管澤　瞳　・　南雲　義大

集団遊び（ルールのある遊び）／太鼓 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十嵐　久子

腹筋　／　ビーズ集め　／　神経衰弱　 2・3グループ担当　　　　　　　　　　　　　　　古澤　雅美

プール 宜しくお願い致します。

Ｖ字バランス　／　文房具　／　比較　　

☆保護者懇談会のお知らせ

1グループ　　　　5月9日（木）　17：30～

鯉の滝のぼり　／　ビーズ通し　／　神経衰弱　 2・3グループ　　5月10日（金）17：30～

集団遊び（ルールのある遊び）　／　太鼓 糸車にて行います。参加をお願いします。

腹筋　　　　／　ビーズ集め　　／　発声

プール

片足立ち　　／　　文房具　　／　　比較　

(糸車に保管できます。リュックに入れ、持たせて下さい)

腹筋　　　　／　ビーズ集め　　　／　神経衰弱 ☆送迎時の駐車場について

集団活動（ルールで遊ぼう）　／　太鼓 　鹿島建設を送迎時に利用する方は、10分程度の駐車でお願い

鯉の滝のぼり　／　ビーズ通し　／　発声 します。また、ご兄弟を車内に残しての駐車は、危険が伴うため

プール ご遠慮下さい。

バランスボード　／　文房具　／　比較　 ☆学校送迎について

送迎時間の記入は、必ず実施日の一週間前までにお願いします。

変更があった場合は、記入簿に変更時間をご記入ください。

鯉の滝のぼり　／　ビーズ通し　／　神経衰弱 また、急なお休みの場合は、ご連絡をお願いします。

集団活動（ルールで遊ぼう）　／　太鼓 事務所・・・027－260－6888

腹筋　　　　／　ビーズ集め　　　／　発声 ☆空き缶回収のお願い。

プール ご家庭にあるアルミ缶・スチール缶がありましたら、ご協力を

片足立ち　／　文房具　　　／　　比較 お願いします。

月案
2019年 社会福祉法人 一越会

5月 糸 車

2グループ②

今　月　の　運　動

《今月の予定》

日 活動内容

11(土)

1(水)

2(木)

3(金) 全　体　へ　お　知　ら　せ

4(土)

5(日)

6(月)

7(火)

8(水)

9(木)

10(金)

22(水)

12(日)

13(月)

14(火)

15(水)

16(木)

17(金)

18(土)

19(日)

20(月)

21(火)

☆戸外活動を行います。帽子・タオル・水分（水筒)・薄手の羽織るもの
を準備して下さい。

29(水)

30(木)

31(金)

23(木)

24(金)

25(土)

26(日)

27(月)

28(火)


