
(4月) (5月) (6月) (7月)
7日 （金） 砂遊び 1日 （月） 砂遊び 2日 （金） シャボン玉 3日 （月）野菜スタンプ
10日 （月） 乗り物遊び 8日 （月） １歳児の散歩 5日 （月） 虫歯シアター・講習会 5日 （水） ０歳児の集まり
11日 （火） 身体測定 10日 （水） 身体測定 7日 （水） ０歳児の集まり 6日 （木） 寒天遊び
12日 （水） ２歳児の散歩 12日 （金） 小麦粉粘土 9日 （金） 身体測定 10日 （月） 身体測定
14日 （金） ままごと 15日 （月） ボール遊び 12日 （月） 製作『七夕』 12日 （水） 水遊び
17日 （月） 講習会 19日 （金） ミニ誕生会 14日 （水） マラカス作り 14日 （金） １歳児の集まり
19日 （水） ミニ誕生会 22日 （月） なぐり描き 16日 （金） ミニ誕生会 19日 （水） 泥んこ遊び
21日 （金） ０歳児の集まり 23日 （火） 乗り物遊び 19日 （月） 製作『七夕』 20日 （木） 泡遊び
24日 （月） 製作『こいのぼり』 24日 （水） 身体測定 21日 （水） 身体測定 21日 （金） ミニ誕生会
25日 （火） 身体測定 26日 （金） ままごと 23日 （金） 貼り絵（のり） 26日 （水） 講習会
26日 （水） なぐり描き 29日 （月） 講習会 26日 （月） シール貼り 28日 （金） 身体測定
28日 （金） シャボン玉 31日 （水） ０歳児の集まり 28日 （水） なぐり描き 31日 （月） ２歳児の集まり

30日 （金） 木製汽車

(8月) (9月) (10月) (11月)

2日 （水） 色水遊び 1日 （金） ままごと 2日 （月） 追いかけっこ 1日 （水） 乗り物
4日 （金） ０歳児の集まり 4日 （月） 木製汽車 3日 （火） １歳児の散歩 6日 （月） 小麦粉粘土
7日 （月） 身体測定 6日 （水） 身体測定 10日 （火） 身体測定 8日 （水） 身体測定
8日 （火） シール貼り 8日 （金） 製作『敬老の日』 11日 （水） 運動遊び 10日 （金） 木製汽車
9日 （水） 泥んこ遊び 11日 （月） 製作『敬老の日』 13日 （金） ままごと 13日 (月) ボール遊び
16日 （水） 魚釣り遊び 13日 （水） 乗り物遊び 16日 （月） なぐり描き 15日 (水) ミニ誕生会
18日 （金） ミニ誕生会 15日 （金） ミニ誕生会 18日 （水） ミニ誕生会 17日 （金） クッキング
21日 （月） １・２歳児の集まり 20日 （水） ０歳児の集まり 20日 （金） ０歳児の集まり 20日 （月） ０歳児の集まり
23日 （水） 身体測定 22日 （金） 運動遊び 23日 （月） 講習会 22日 （水） 身体測定
25日 （金） 講習会 25日 （月） 身体測定 25日 （水） 身体測定 24日 （金） なぐり描き
28日 （月） 氷遊び 27日 （水） １・２歳児の集まり 27日 （金） ２歳児の散歩 27日 （月） １・２歳児の集まり

30日 （水） 指先遊び 28日 （木） 講習会 30日 （月） クッキング 29日 （水） 講習会

(1月) (2月) (3月)

1日 （金） ０歳児の集まり 5日 （金） 初詣 5日 （月） 講習会 1日 （金） フープ
4日 （月） ままごと 9日 （火） 正月遊び 6日 （火） ０歳児の集まり 4日 （月） ０歳児の集まり
6日 （水） １・２歳児の集まり 10日 （水） 身体測定 13日 （火） 身体測定 6日 （水） 身体測定
8日 （金） 身体測定 12日 （金） ままごと 14日 （水） １・２歳児の集まり 8日 （金） 追いかけっこ
11日 （月） 製作『リース』 15日 （月） 指先遊び 16日 （金） ミニ誕生会 11日 （月） １・２歳児の散歩

13日 （水） 乗り物遊び 17日 （水） ミニ誕生会 19日 （月） 製作『ひなまつり』 12日 （火） ミニ誕生会
15日 （金） ミニ誕生会 19日 （金） １・２歳児の集まり 21日 （水） フープ 13日 （水） 乗り物遊び
18日 （月） 製作『リース』 22日 （月） なぐり描き 22日 （木） ボール遊び 15日 (金) 講習会
20日 （水） 木製汽車 24日 （水） ０歳児の集まり 26日 （月） 製作『ひなまつり』 18日 (月) クッキング
22日 （金） クリスマス会・クッキング 26日 （金） 貼り絵（のり） 27日 （火） 木製汽車 19日 （火） 身体測定
25日 （月） 身体測定 29日 （月） 身体測定 28日 （水） 身体測定 25日 （月） お楽しみ会・卒業式

26日 （火） 講習会 30日 （火） 講習会 29日 （木） クッキング 26日 （火） 砂遊び

(12月)
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