
令和4年度 10月年少カリキュラム 今和4年9月21日
札幌若熊幼芹園

子どもの姿

ねらい

保育内容

・友達の動きやことばに関心を持ち、一緒に過ごすことを喜ぶ姿が見られる。
・劇あそびやお遊戯などの表現活動を楽しみ、友達と同じ動きをする様子が見られる。

•秋の自然に興味を持ち、ふれて楽しむ。
・自分の好きな役になりきったり、音楽やお話に合わせて動く等、表現活動を楽しむ。

うた •発表会のうた ・きのこ ・どんぐりころころ
•おもちゃのマーチ ・くいんしんぼおばけ

楽器

絵

•発表会の合奏を練習します。
---·---・――|

制作

体操教室

手遊び

ゲーム

月刊誌

|
• 

その他

・季節の絵～ちぎり絵で七輪を表現し、サンマなど秋ならではの美味しいものを
製作します。

・秋の制作～とんぼを捕まえる様子を表現します。とんぼの羽は紙に絵の具で
模様を付け、半分に折ると反転した模様ができるデカルコマニー

どいう技法を用います。
・ハロウィン制作～かぼちゃとおばけとおかしの置き飾りを作ります。

〇ボール
ボール遊ぴ、2人組でのボール体操

・げんこつやまのたぬきさん

・ぐるぐるチョッキン

•総合絵本『いっしょ』
うたのコ ーナー 「汽車ぽっぽ」

•あんばんしょくぱん

・ドーナツゲーム

せいかつコーナー 「風邪予防」

・オペレッタ、お遊戯（発表会の練習） ・キッズランドで落ち葉拾い等
・外遊び（鬼ごっこ ・ 転がしドッジボール等）

「 .3日（月） 衣替え
. 5日（水） 体操教室（もも）
. 6H （木） 避難訓練
•12H （水） 体操教室（みかん・さくら）
· 13日（木） お誕生会（年少10: 50�)
· 18日（火） クラス懇談会
· 19日（水） 体操教室（もも）
·27日（木） 立ち位置確認

（発表会の歌・合奏の立ち位置をクラスごとに確認します。）
·31日（月） 11月誕生写真撮影

発表会衣装合わせ①（さくら）
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令和4年度 10月年中カリキュラム 今和4年9月 21 日
札幌若艇幼稚園

子どもの姿

ねらい

保育内容

・友達とささいなごとからトラプルになることもあるが、イメージを膨らませて——•五
ー

に遊ぶことを楽しんでいる。
・劇あそびやお遊戯、合奏などの表現活動を友達と一緒に楽しんでいる。

・日々の生活や自然との関わりの中で秋の深まりを感じる。
・劇あそびやお遊戯などを通じて、友達と一緒に取り組む楽しさを味わう。

うた •発表会のうた

-

＿

 ・タやけこやけ ・畑のポルカ

楽器 I •メロディオン、大型楽器、打楽器～発表会の曲を練習します。

絵
制作

I 
I 体操教室

lー· --· • -
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英語あそび

・家族の絵～大好きな家族の顔を思い浮かべて画用紙にお顔を描きます。
•秋の制作～ハロウィンをモチーフとしたかぼちゃのポシェットを作ります。

中には手作りのキャンディ ーを添えてハロウィンを楽しみにできるようにします。

0ボール ～動き方の確認、ドッジボールの試合
0鉄棒～壁けり逆上がり
0跳び箱～開脚跳び、 2段跳び越し、 3段跳び越し

Eat/Drink,Halloween（食べる・飲む、ハロウィーン）
単語：eat,drink,witch,ghost,jack-o'-lantern,skeleton,bat 

（食べる、飲む、魔女、オバケ 、 カボチャのちょうちん、ガイコツ、コウモリ）
文：Would you like some spaghetti?（スパゲッティはいかがですか？）［講師］

Yes,please./No,thank you.（はい、いただきます。／いいえ、けっこうです。）［園児］
What's this?（これは何ですか？）［講師）
(It's a油tch.（魔女です。）［園児J

｝歌：The Farrner in the Dell The Three Ghosts Song 
絵本：My baby Sister ・ ・ ・ 相手を思いやる姉妹愛の絵本です。

Minnie the Witch… ハロウィーンを味わう絵本です。

月刊誌 総合絵本『キンダーブック2』
観察「どんぐりとおちばJ 生活「友だちを励ます」 行事「七五三」

I
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・オペレッタ、お遊戯（発表会の練習）その他
・外遊び（キッズランドで落ち葉ひろい ・ ボール投げ・縄跳び）

お話「秋の食べ物」 食育「食べ物のJレーツ」 歌「やきいもグーチーパー
---------------••ー・�一
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3日（月）衣替え
5日（水）体操教室（たんぽぽ、すずらん）
6日（木）避難訓練

| •11H （火）英語あそび
· 12日（水）体操教室（ちゅうりっぷ）
· 1313（木）お誕生会（年中11: 20~)
·17日（月）歌指導、合奏指導
·18日（火）英語あそび
· 19日（水）クラス懇談会

体操教室（すずらん）

•25 日（火） 英語あそび
·26日（水） 体操教室（たんぽぽ、ちゅうりっぷ、すずらん）
·27日（木） 立ち位置確認

（発表会の歌や合奏の立ち位置を
クラスごとに確認します）

·31日（月） 11月誕生写真撮影
発表会衣装合わせ（たんぽぽ）

警鵞贔昌
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子どもの姿
•発表会に向けてオペレッタ、お遊戯、歌や合奏を自分たちの課題として受け止め、

遊びの中でも繰り返し練習したり、友達同士で刺激を受けたりしている。

•発表会に向けて、友達とちからを合わせたり、気持ちを揃えたりして目的に向かう楽しさや

ねらい 一体感を味わう。

保育内容 うた •発表会のうた •まっかな秋

i 

・季節の移り変わりに気付き、秋の自然に興味や関心を持つ。

•もみじ ・きのいいあひる

楽器 •発表会の曲のメロディーを覚え、メロディオン ・ 大太鼓・小太鼓・木琴・鉄琴

ティンパニー・ バスマスター・シンバル等のパートに分かれて練習します。

絵・制作

体操教室 ト ・鉄棒～逆上がり補助運動、坂付き逆上がり ・縄跳び～能力別指導

・跳び箱～跳び箱補助運動、開脚跳び3~4段

【先生と一 緒に】

まなびタイム
［みんなでたのしく］

英語あそび

r

月刊誌

その他

・家族の絵～大好きな家族の顔を思い浮かべ、クレヨンで描きます。

［かいてみよう】

文字読みのおさらい （や行、ら行）
えつなぎカ ー ドでかるた取り文字ビンゴゲーム

いくつかな。数えて作りましょう。
き・さ・に・た

Eat/Drink,Halloween（食べる・飲む、ハロウィーン）
単語：eat,drink,curry&rice,spaghetti,noodles, water,orange juice, milk,witch,ghost,jack-o'-lantern, 
skeleton,bat 

（食べる 、 飲む 、 カレーライス、スパゲッティ 、 ラーメン、水、オレンジジュース、牛乳、魔女、オバケし
カボチャのちょうちん 、 ガイコッ 、 コウモリ）

文：Would you like some spaghetti?（スパゲッティはいかがですか？）［諜師］
Yes,please./No,thank you.（はい 、 いただきます。Iいいえ、 けっこうです。）［園児］
What's this?（これは何ですか？）［謂師］
Ot's a)witch.（魔女です。）［園児］

P歌：The Farmer in the Dell The Three Ghosts Song 
絵本：My baby Sister・ ・ ・ 相手を思いやる姉妹愛の絵本です。

Minnie the Witch … ハロウィーンを味わう絵本です。

『くさきぞめ』～植物からとれる自然の色を布などに染める草木染め。

身のまわりにある色を探して実際に染めてみましょう。

・オペレッタ・お遊戯（発表会の練習）

i 

3日（月）衣替え

5日（水）体操教室（ゆり）

6日（木）避難訓練

·11 日（火）英語あそび、歌指導

·12日（水）体操教室（ひまわり）、まなびタイム

· 13日（木）お誕生会（年長 10:20~)

·14日（金）合奏指導

·17日（月）クラス懇談会

·18日（火）英語あそび

· 19日（水）体操教室（きく・ゆり）

·21日（金）アルバム用個人写真撮影

·24日（月）合奏指導

·25日（火）英語あそび

·26日（水）体操教室（ひまわり）、まなびタイム

·27日（木）立ち位置確認

（発表会の歌や合奏の立ち位置を

クラスごとに確認します）

·31 日（月） 11 月誕生写真撮影

発表会衣装合わせ（きく）


