令和 4 年１０月２５日

令和 4 年度

１１月
子どもの姿

年少カリキュラム

札幌若葉幼稚園

・友達との遊びの中で、自分の思いを伝えようとして、ぶつかる姿も見られるようになる。
・好きな役になりきったり、音楽に合わせて動いたりと友達と一緒に表現活動を楽しむ姿が見られ
る。

ねらい

・友達と一緒に好きな遊びを楽しみながら、季節の変化に気付く。
・意欲をもって表現活動に参加し、楽しみながら発表できるようになる。

保育内容

うた
楽器

・発表会の歌

・やきいもほかほか

・きゅっきゅっきゅう

・こぎつね

・ポンポコたぬき

・ニャニュニョの天気予報

・発表会の合奏練習
～お客さんに慣れたり、お互いのよさを感じたりするため、3 クラス合同練習
も行います。

絵

・発表会の思い出

製作

・自然物製作～わかばキッズランドへ落ち葉を拾いに行き、自分で見つけた
葉っぱであおむしを作ります。

体操教室

・縄跳び～約束、なわ遊び、前跳び導入、分解跳び

手遊び

・くいしんぼうのゴリラ

・たこやき

・にんじゃのつくりかた
ゲーム

・だるまさんが転んだ

月刊誌

総合絵本『いっしょ』
特集「バス探検」

その他

・カードめくり
うた「森のくまさん」

生活「物の貸し借り」

・オペレッタ、おゆうぎ（発表会に向けて）
・外遊び（鉄棒、竹馬、ホッピングなど）
・室内遊び（大型ブロック・大繩など）
２２日（火） 発表会準備のため午前保育
※預り保育は実施します。
２３日（水） 第５７回発表会

１日（火） 入園願書受付（在園児休園）
※預り保育は実施します。
２日（水） 発表会入場順くじ引き
体操教室（もも・さくら・みかん）
３日（木） 文化の日
４日（金） 発表会第２部衣装合わせ（もも）
７日（月） 発表会第３部衣装合わせ（みかん）
８日（火） 発表会第１部総練習（さくら）
９日（水） 体操教室（みかん・さくら）
１０日（木） 発表会第２部総練習（もも）
１１日（金） 発表会第３部総練習（みかん）
１６日（水） 体操教室（もも）

２４日（木） 発表会代休日
※預り保育は実施します
２５日（金） お誕生会 （年少１０：５０～）
２８日（月） 個人懇談
（１２月５日まで午前保育

※３０日は除く）

３０日（水） 通常保育日
体操教室（みかん・もも・さくら）

令和 4 年度

令和 4 年１０月２５日

１１月
子どもの姿

年中カリキュラム

札幌若葉幼稚園

・発表会に向けて練習を重ねる中で、人前で表現することを楽しみに思ったり、反対に緊
張や不安を感じたりもしている。
・秋の自然物に触れることで、季節の移り変わりを感じている。

ねらい

・自分の思いを伝えたり友達の思いを聞いたりしながら、友達と一緒に遊ぶことを楽しむ。
・発表会を通して、友達と一緒に取り組む楽しさや満足感を味わう。

保育内容

うた

・発表会のうた

・もみじ

・まっかなあき
楽器

・発表会の合奏練習（メロディオン・大太鼓・小太鼓・木琴・鉄琴・打楽器）
～ピアノの伴奏や友達の音を聞きながら、クラス全体で発表会の曲を合わせ
られるよう練習します。

絵

・発表会の思い出

製作

・秋の制作～折り紙を細く切って、栗のいが部分を表現します。

体操教室

・跳び箱～開脚跳び

英語あそび

・ボール～ドッジボールの試合

Big/Small1（大きい・小さい 1）
単語：bear,watermelon,big,（クマ、スイカ、大きい）
文：Which is big,a bear or an ant? （クマとアリ、どちらが大きいですか？）[講師]
(A) bear. （クマです。）[園児]
♪歌：Row,Row,Row Your Boat
絵本：Dinosaur Island・・・「大きいもの」を味わう絵本です。

月刊誌

『キンダーブック２』
観察「すごいぞ！はたらくのりもの」
食育「加工食品（魚）
」

その他

生活「友だちが困っていたら」

歌「おなかのへるうた」

お話「手洗い」

行事「勤労感謝の日」

・オペレッタ、おゆうぎ（発表会に向けて）
・外遊び（鉄棒、竹馬、ホッピングなど）
・室内遊び（大型ブロック・大繩など）
１５日（火） 英語あそび
１６日（水） 体操教室（ちゅうりっぷ・すずらん）
１８日（木） 歌指導・合奏指導

１日（火） 入園願書受付（在園児休園）
※預り保育は実施します。

２２日（火） 発表会準備のため午前保育
※預り保育は実施します。

２日（水） 発表会入場順くじ引き

２３日（水） 第５７回発表会

３日（木） 文化の日

２４日（木） 発表会代休日

４日（金） 発表会第２部衣装合わせ（すずらん）

※預り保育は実施します。

７日（月） 発表会第３部衣装合わせ（ちゅうりっぷ） ２５日（金） お誕生会（年中１１：２０～）
８日（火） 発表会第１部総練習（たんぽぽ）

２８日（月） 個人懇談

９日（水） 体操教室（たんぽぽ）

（１２月５日まで午前保育

１０日（木） 発表会第２部総練習（すずらん）
１１日（金） 発表会第３部総練習（ちゅうりっぷ）

３０日（水） 通常保育日

※３０日は除く）

令和 4 年度

令和 4 年１０月２５日

１１月
子どもの姿

年長カリキュラム

札幌若葉幼稚園

・友達と思いや考えを出し合いながら、遊びや活動を楽しむ姿が見られる。
・発表会に向けて様々な表現活動を自分達の課題として受けとめ、はりきって取り組んでいる。

ねらい

・季節の移りかわりに気付き、秋の自然に触れ、関心を持つ。
・発表会をへ向けて、友達同士認め合いながら共通の目的に向かって活動し、やり遂げた充実
感を味わう。

保育内容

うた

・発表会のうた

楽器

・発表会の合奏練習

・たきび

（メロディオン・大太鼓・小太鼓・木琴・鉄琴・打楽器・鍵盤楽器）

～音の強弱やテンポを整え、曲全体の音の重なりを意識して練習します。
絵

・発表会の思い出

製作

・タングラム制作～〇、△、□を使い、色々な物を作って遊びます。

体操教室

・跳び箱～開脚跳び

英語あそび

・ボール～ドッジボールの試合

Big/Small1（大きい・小さい 1）
単語：bear,watermelon,big,ant,strawberry,small,whale,bee,
（クマ、スイカ、大きい、アリ、イチゴ、小さい、クジラ。ハチ）
文：Which is big,a bear or an ant? （クマとアリ、どちらが大きいですか？）[講師]
(A) bear. （クマです。）[園児]
♪歌：Row,Row,Row Your Boat
絵本：Dinosaur Island・・・「大きいもの」を味わう絵本です。

まなび

【先生といっしょに】

文字読みのおさらい（や行・ら行）

タイム

【みんなで楽しく】

えつなぎカードでかるた取り、文字ビンゴゲームをしよう
いくつかな、数えて作りましょう①②

【かいてみよう】

月刊誌

き・さ・に・た

『コンピュータ』
いまや日常生活に不可欠なコンピュータ。
その原理や働きを紹介し、未来についてふれていきます。

その他

・オペレッタ、おゆうぎ（発表会に向けて）
・室内遊び（おすもう・大縄跳び・フラフープなど）
・外遊び（ドッジボール・キッズランドで落ち葉拾いなど）
１５日（火） 英語あそび
１６日（水） 体操教室（きく）、まなびタイム
１８日（木） 歌指導・合奏指導

１日（火） 入園願書受付（在園児休園）
※預り保育は実施します。
２日（水） 発表会入場順くじ引き
体操教室（きく）
３日（木） 文化の日

２２日（火） 発表会準備のため午前保育
※預り保育は実施します。
２３日（水） 第５７回発表会
２４日（木） 発表会代休日
※預り保育は実施します。

４日（金） 発表会第２部衣装合わせ（ひまわり） ２５日（金） お誕生会（年長１０：２０～）
７日（月） 発表会第３部衣装合わせ（ゆり）
２８日（月） 個人懇談
８日（火） 発表会第１部総練習（きく）
（１２月５日まで午前保育 ※３０日は除く）
９日（水） 体操教室（ゆり）
、まなびタイム
１０日（木） 発表会第２部総練習（ひまわり）
１１日（金） 発表会第３部総練習（ゆり）

２９日（火） 年長音楽発表会
３０日（水） 体操教室（ゆり）通常保育日

