
 
 

                              

  

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

 

 

 

   １ 

 

 

 

２ 

・短児部：11時降園 

・身体計測(2 歳児) 

３ 

運動会 

(雨天 

4 日) 

４ ５ 

・給食中止 

・長児部：弁当持参 

・短児部：振替休業 

(3･4 日運動会実施

の場合) 

・身体計測(0･1 歳児) 

６ 

・身体計測(5 歳児) 

７ 

・身体計測(4 歳児) 

８ 

・身体計測(3 歳児) 

・英語で遊ぼう(5 歳児) 

 

９ 

・誕生会 

１０ 

運動会 

予備日 

(雨天 

11 日) 

１１ １２ 

・尿検査 

・短児部：給食中止・

弁当持参・朝帰りバ

スなし 

１３ 

・箸指導(5 歳児) 

１４ 

 

１５ 

・英語で遊ぼう(5 歳児) 

１６ 

・火災避難訓練 

１７ 

１８ 

 

１９ 

・現況届受付開始 

 ～11/13(金)まで 

２０ 

 

 

２１ 

 

２２ 

・園内研修日 

短児部：13時降園 

・英語で遊ぼう(5 歳児) 

・定期集金日 

(26 日〆切) 

・布団乾燥 

２３ 

 

２４ 

 

２５ ２６ 

 

２７ 

 

 

２８ 

・べコちゃんクラブ 

9 時 20 分～ 

(5 歳児園児・役員) 

２９ 

・英語で遊ぼう(5 歳児) 

３０ ３１ 

 

 

年齢 ねらい 歌 絵本 

０歳児 
・保育者とのふれあい遊びややり取りを楽しむ。 

・秋の自然に触れながら、戸外で遊ぶ。 
･どんぐりころころ ・バスがきました 

1 歳児 
・身近な秋の自然に触れながら、体を動かして遊ぶ。 

・遊びの中で、友達との関わりを楽しむ。 
・どんぐりころころ 

・ずんずんほりほり 

おいもほり 

2 歳児 
・保育者に見守られながら、身の回りのことを自分でしようとする。 

・いろいろな活動の中で、友達と関わりをもって遊ぶ。 
・まつぼっくり ・でんしゃにのって 

3 歳児 
･保育者や友達と一緒に、戸外で十分に体を動かして遊ぶことを楽しむ。 

・秋の自然に興味や関心をもち、触れて楽しむ。 
・どんな色がすき ・ねずみのいもほり 

4 歳児 
・友達と一緒に、戸外で思いきり体を動かして遊ぶことを楽しむ。 

・季節の移り変わりを感じ取り、身近な秋の自然に関わって遊ぶことを楽しむ。 
・きのこ ・14 匹のあきまつり 

5 歳児 

･自分の目標をもって挑戦したり、力を出したりする。 

・友達との共通の目標に向けて、考えを出し合いながら遊びや生活を進める 

充実感を味わう。 

・小さい秋みつけた ・さるかに 

朝晩の涼しさや虫の鳴き声に、秋の訪れを感じます。子ども達

は、運動会に向け、かけっこや遊戯など友達と一緒に楽しんで取り

組む姿が見られます。小さいクラスの子も年上児の真似をして、走

ったり踊ったりと運動会ごっこを楽しんでいます。 

季節の変わり目で体調を崩しやすい時期でもあります。お子さん

の体調が優れない時は、早めに体を休めるなど体調管理に十分留

意して過ごしてください。 

＜１０月の行事予定＞                              

の園だより 
令和２年 9月 30日発行  

山武市立なるとうこども園  

＜今月のねらい・歌・絵本＞                              

研修日が 14 日から 22 日(木)

に変更となります！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《11月の主な行事予定》 

4 日(水) 家庭教育学級 

7 日(土) 0･1･2 歳児発表会 

11 日(水) 園内研修 短児部 13 時降園 

17 日(火）5 歳児ベコちゃんクラブ 

21 日(土) 3･4 歳児発表会 

 

衣替えについて 
16 日（金）に着替え袋を持たせますので、着替え用の

服一式を秋物に交換してください。記名の確認もお願いしま

す。また、汚れ物用のビニール袋を 2～3 枚入れてください。 

10 月の定期集金について 

≪集金日:22 日  〆切:26日≫ 

【 絵 本 】 3 歳児  410 円 

          4 歳児  370 円 

           5 歳児  500 円 

【布 団 乾 燥 】 0~4 歳長児部  300 円 

【卒園アルバム】 5 歳児  2,000 円 
 
※おつりのないよう、ご協力をお願いい 

たします。 

市内就学時検診について＜５歳児＞ 
睦岡小学校・・・10 月 16 日(金) 

成東小学校・・・10 月 22 日(木) 

大富小学校・・・10 月 26 日(月) 

※時間に遅れないよう、園にお迎えをお願いします。 

〈おねがいとお知らせ〉 

令和 3 年度現況届(継続に係る申請書)の提出に

ついて＜0～4歳児＞ 

【市役所子育て支援課・なるとうこども園職員室受付】  

◆日時 10 月 19 日(月)～11 月 13 日(金)  

9 時～17 時（土・日・祝日を除く） 

【なるとうこども園相談日】 ※転園等の変更がある方対象 
◆日時 10 月 20 日(火) 15 時 30 分～18 時 30 分 
 
○過日配布しましたご案内を見ていただき、書類が不足し

ていた場合は職員室においでください。 

○期日内に提出がない場合は、継続入園はできません。

必ず期日までに提出してください。 

☆最終提出期限は、11 月 13 日(金)17 時です。 

親子ベコちゃんクラブについて＜5歳児＞ 
総会のしおりで 15 日とお知らせしていましたが、28 日に

変更となります。また、コロナ感染防止のため、今月は園児
と役員のみで行いますので、ご了承ください。 

尚、役員の方は、8時 45分までに雨の日広場にお集

まりくださいますようお願いいたします。 

運動会について 

 過日配布しましたお知らせのとおり、3 日(土)は 3･4･5 歳児の運動会を行います。園児は、健康カード・水筒・タオル・ 

手提げかばんを持参のうえ、7時 30 分～8時に登園してください。 

保護者の方は、整列の際、健康カードとプログラムを確認させていただきますので、忘れずにお持ちください。 

＜雨天延期の場合＞ 

3 日(土) か 4 日(日)実施 ➡ 

 

 

 

3 日(土) も 4 日(日)雨天 ➡  

  

※10 日(土)・11 日(日)に延期になった場合、後日お知らせします。 

※延期の場合は、6 時 30 分に『すぐメール』を配信します。メールが届かない時は園に連絡をしてください。 

 

体操服について 
3・4・5歳児の体操服は 10月30日まで着用しますが、

寒い時に調節できるよう長袖のＴシャツ（トレーナーなど）

を体操服袋に入れておいてください。 

尿検査について＜3･4･5歳児＞ 

12 日(月)に尿検査があります。検査方法については、

後日、手紙にてお知らせいたします。検査結果については、

再検査の方のみお知らせいたします。 

駐車場について＜3･4･5歳児＞ 

降園後、駐車場内で遊ぶことは大変危険ですので、おやめください。 

また、登降園時は、必ずお子さんと手をつなぎ、安全に歩行してください。 

 

お弁当の食材について 

ミニトマト・カップゼリー・ぶどう等、誤嚥・窒息に 

つながりやすい食材は小さく切るなど対応してください。また、

弁当用ピックの使用は控えましょう。ご理解お願いいたします。 

歯みがき指導について＜4･5 歳児＞ 

６日(火)より、4・5 歳児は給食後に歯みがき指導を開始しますので、巾着袋の中にコップと歯ブラシ 

を入れて持たせてください。よろしくお願いいたします。 

 短児部 長児部 

5 日(月) 振替休業 通常保育・弁当持参 

12 日(月) 通常保育・弁当持参・朝帰りバスなし 通常保育   

 

 

 

 

 短児部 長児部 

5 日(月) 通常保育・弁当持参・朝帰りバスなし 通常保育・弁当持参 

 

 

 

 


