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生体の生活リズムを整える ◎　直立と直立状二足歩行

◎同じ時間に起床、就寝しましょう。 ・戸外歩行 ・ジャングルジム昇り降り

体内時計を整え、規則正しい生活をしましょう。 ◎ 肩、腕を大きく使う運動
・ジャングルジム・腕上げ・ぶら下がり

◎衣服の調整をしましょう。 ・持つ、持ち上げる、運ぶ
暑い時、寒い時、着脱をしましょう。 ・タオル回し、縄回し、縄跳び

◎ 学習・認識 ◎微細・作業

暑い時、寒い時、着脱をしましょう。 ・国語力を育てる ・整頓する ・雑巾絞り

　話を聞く ・数を分ける 　ゆすぐ

　話を伝える ・着替え 　こする

　本を読む・聞く 　畳む、しまう 　絞る

☆お知らせ

1(土) 全　体　へ　お　知　ら　せ

月案
2021年 社会福祉法人 一越会

5月号 ぱれっと

今月のねらい 今　月　の　運　動　

今　月　の　学　習　／　微細・作業

《今月の予定》
日 活動内容

2(日) ☆戸外歩行の準備に関して
帽子・フェイスタオル・水分（水筒)・薄手の羽織るものを準備して下さ
い。気温が高くなって来たので、着替えの用意をお願いします。
また、雨が降っている日も傘をさす、合羽を着て歩行をすることがあり
ます。上記同様着替えの準備をお願い致します。

3(月)

4(火)

5(水)

6(木) 本読み　/　内容を聞く

7(金) 本読み　/　内容の中で気になった事を調べる

8(土) ・5月からお話会を行います。就労に必要なことや、生活で必要な国
語力のこと、ぱれっとでの現在の様子などお話できれば思います。日
程に関しては、保護者様からの参加できる日を希望を取り、その中か
ら決めたいと思います。別紙の用紙に記入をお願い致します。

9(日)

10(月) 本読み　/　前回の事を思い出す

11(火) 本読み　/　からだを向けて聞く

☆お知らせ
新型コロナウィルスの影響で昨年は行事が行えませんでしたが、今年
度は収束状況を見ながら各事業所ごとに催し物と文集づくりを行ない
たいと考えています。ご協力お願い致します。保護者会費等のお知ら
せは別紙にてお配り致します。

14(金) 本読み　/　まとめ

15(土)

16(日)

19(水) ことば遊び　/　しりとりパズル

12(水) 本読み　/　感想を伝える

13(木) 本読み　/　感想を書く

17(月) ことば遊び　/　○○の付くことばをさがす

18(火) ことば遊び　/　ことばパズル

20(木) ことば遊び　/　しりとり迷路

21(金) ことば遊び　/　まとめ

22(土)

23(日)

24(月) 辞書を使って調べる　/　文字、単語探し

25(火) 辞書を使って調べる　/　クイズ

26(水) 辞書を使って調べる　/　オノマトペ

27(木) 辞書を使って調べる　/　同音異義語

28(金) 辞書を使って調べる　/　まとめ

29(土)

30(日)
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生体の生活リズムを整える ◎　直立と直立状二足歩行

◎同じ時間に起床、就寝しましょう。 ・戸外歩行 ・ジャングルジム昇り降り

体内時計を整え、規則正しい生活をしましょう。 ◎ 肩、腕を大きく使う運動
・ジャングルジム・腕上げ・ぶら下がり

◎衣服の調整をしましょう。 ・持つ、持ち上げる、運ぶ
暑い時、寒い時、着脱をしましょう。 ・タオル回し、縄回し、縄跳び

◎ 学習・認識 ◎微細・作業

暑い時、寒い時、着脱をしましょう。 ・国語力を育てる ・整頓する ・雑巾絞り

　話を聞く ・数を分ける 　ゆすぐ

　話を伝える ・着替え 　こする

　本を読む・聞く 　畳む、しまう 　絞る

☆お知らせ

29(土)

30(日)

26(水) 記憶遊び　/　同じ形

27(木) 記憶遊び　/　同じ色

28(金) 記憶遊び　/　まとめ

23(日)

24(月) 記憶遊び　/　どっちにあるか

25(火) 記憶遊び　/　瞬間記憶

20(木) ことば遊び　/　仲間集め

21(金) ことば遊び　/　まとめ

22(土)

19(水) ことば遊び　/　並べ替え

12(水) 本読み　/　からだを向けて聞く

13(木) 本読み　/　最後まで聞く

17(月) ことば遊び　/　色探し

18(火) ことば遊び　/　○がつくものを探す・選ぶ

☆お知らせ
新型コロナウィルスの影響で昨年は行事が行えませんでしたが、今年
度は収束状況を見ながら各事業所ごとに催し物と文集づくりを行ない
たいと考えています。ご協力お願い致します。保護者会費等のお知ら
せは別紙にてお配り致します。

14(金) 本読み　/　まとめ

15(土)

16(日)

・5月からお話会を行います。就労に必要なことや、生活で必要な国
語力のこと、ぱれっとでの現在の様子などお話できれば思います。日
程に関しては、保護者様からの参加できる日を希望を取り、その中か
ら決めたいと思います。別紙の用紙に記入をお願い致します。

9(日)

10(月) 本読み　/　前回の事を思い出す（選ぶ）

11(火) 本読み　/　静かに聞く

6(木) 本読み　/　本を選ぶ　選んだものを聞く

7(金) 本読み　/　質問に答える（選ぶ）

8(土)

2(日) ☆戸外歩行の準備に関して
帽子・フェイスタオル・水分（水筒)・薄手の羽織るものを準備して下さ
い。気温が高くなって来たので、着替えの用意をお願いします。
また、雨が降っている日も傘をさす、合羽を着て歩行をすることがあり
ます。上記同様着替えの準備をお願い致します。

3(月)

4(火)

5(水)

今　月　の　学　習　／　微細・作業

《今月の予定》
日 活動内容

1(土) 全　体　へ　お　知　ら　せ

月案
2021年 社会福祉法人 一越会

5月号 ぱれっと

今月のねらい 今　月　の　運　動　
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生体の生活リズムを整える ◎　直立と直立状二足歩行

◎同じ時間に起床、就寝しましょう。 ・戸外歩行 ・ジャングルジム昇り降り

体内時計を整え、規則正しい生活をしましょう。 ◎ 肩、腕を大きく使う運動
・ジャングルジム・腕上げ・ぶら下がり

◎衣服の調整をしましょう。 ・持つ、持ち上げる、運ぶ
暑い時、寒い時、着脱をしましょう。 ・タオル回し、縄回し、縄跳び

◎ 学習・認識 ◎微細・作業

暑い時、寒い時、着脱をしましょう。 ・国語力を育てる ・整頓する ・雑巾絞り

　話を聞く ・数を分ける 　ゆすぐ

　話を伝える ・着替え 　こする

　本を読む・聞く 　畳む、しまう 　絞る

☆お知らせ

1(土) 全　体　へ　お　知　ら　せ

月案
2021年 社会福祉法人 一越会

5月号 ぱれっと

今月のねらい 今　月　の　運　動　

今　月　の　学　習　／　微細・作業

《今月の予定》
日 活動内容

2(日) ☆戸外歩行の準備に関して
帽子・フェイスタオル・水分（水筒)・薄手の羽織るものを準備して下さ
い。気温が高くなって来たので、着替えの用意をお願いします。
また、雨が降っている日も傘をさす、合羽を着て歩行をすることがあり
ます。上記同様着替えの準備をお願い致します。

3(月)

4(火)

5(水)

6(木) 本読み　/　内容を聞く

7(金) 本読み　/　内容の中で気になった事を調べる

8(土) ・5月からお話会を行います。就労に必要なことや、生活で必要な国
語力のこと、ぱれっとでの現在の様子などお話できれば思います。日
程に関しては、保護者様からの参加できる日を希望を取り、その中か
ら決めたいと思います。別紙の用紙に記入をお願い致します。

9(日)

10(月) 本読み　/　前回の事を思い出す

11(火) 本読み　/　好きなところを伝える

☆お知らせ
新型コロナウィルスの影響で昨年は行事が行えませんでしたが、今年
度は収束状況を見ながら各事業所ごとに催し物と文集づくりを行ない
たいと考えています。ご協力お願い致します。保護者会費等のお知ら
せは別紙にてお配り致します。

14(金) 本読み　/　まとめ

15(土)

16(日)

19(水) ことば遊び　/　食べ物しりとり

12(水) 本読み　/　感想を伝える

13(木) 本読み　/　感想を書く

17(月) ことば遊び　/　○○の付くことばを探す、考える

18(火) ことば遊び　/　しりとり

20(木) ことば遊び　/　しりとり迷路　

21(金) ことば遊び　/　まとめ

22(土)

23(日)

24(月) 辞書を使って調べる・触って考える　/　文字、単語探し

25(火) 辞書を使って調べる　/　クイズ

26(水) 辞書を使って調べる　/　オノマトペ

27(木) 辞書を使って調べる　/　同音異義語

28(金) 辞書を使って調べる　/　まとめ

29(土)

30(日)
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生体の生活リズムを整える ◎　直立と直立状二足歩行

◎同じ時間に起床、就寝しましょう。 ・戸外歩行 ・ジャングルジム昇り降り

体内時計を整え、規則正しい生活をしましょう。 ◎ 肩、腕を大きく使う運動
・ジャングルジム・腕上げ・ぶら下がり

◎衣服の調整をしましょう。 ・持つ、持ち上げる、運ぶ
暑い時、寒い時、着脱をしましょう。 ・タオル回し、縄回し、縄跳び

◎ 学習・認識 ◎微細・作業

暑い時、寒い時、着脱をしましょう。 ・国語力を育てる ・整頓する ・雑巾絞り

　話を聞く ・数を分ける 　ゆすぐ

　話を伝える ・着替え 　こする

　本を読む・聞く 　畳む、しまう 　絞る

☆お知らせ

今月のねらい 今　月　の　運　動　

月案
2021年 社会福祉法人 一越会

5月号 ぱれっと

6(木) 本読み　/　内容を聞く

8(土)

今　月　の　学　習　／　微細・作業

《今月の予定》
日 活動内容

3(月)

☆戸外歩行の準備に関して
帽子・フェイスタオル・水分（水筒)・薄手の羽織るものを準備して下さ
い。気温が高くなって来たので、着替えの用意をお願いします。
また、雨が降っている日も傘をさす、合羽を着て歩行をすることがあり
ます。上記同様着替えの準備をお願い致します。

4(火)

5(水)

1(土) 全　体　へ　お　知　ら　せ

2(日)

9(日)

7(金) 本読み　/　内容の中で気になった事を調べる

10(月) 本読み　/　前回の事を思い出す

11(火) 本読み　/　好きなところを伝える

12(水) 本読み　/　感想を伝える

13(木) 本読み　/　感想を書く

14(金) 本読み　/　まとめ

15(土)

16(日)

17(月) ことば遊び　/　○○の付くことばをさがす

18(火) ことば遊び　/　しりとり

19(水) ことば遊び　/　食べ物しりとり

23(日)

24(月) 辞書を使って調べる　/　文字、単語探し

20(木) ことば遊び　/　しりとり迷路　

21(金) ことば遊び　/　まとめ

22(土)

☆お知らせ
新型コロナウィルスの影響で昨年は行事が行えませんでしたが、今年
度は収束状況を見ながら各事業所ごとに催し物と文集づくりを行ない
たいと考えています。ご協力お願い致します。保護者会費等のお知ら
せは別紙にてお配り致します。

・5月からお話会を行います。就労に必要なことや、生活で必要な国
語力のこと、ぱれっとでの現在の様子などお話できれば思います。日
程に関しては、保護者様からの参加できる日を希望を取り、その中か
ら決めたいと思います。別紙の用紙に記入をお願い致します。

28(金) 辞書を使って調べる　/　まとめ

29(土)

30(日)

25(火) 辞書を使って調べる　/　クイズ

26(水) 辞書を使って調べる　/　オノマトペ

27(木) 辞書を使って調べる　/　同音異義語


