
 

  

毎日猛暑が続いていますが、皆様お変わりありませんか？子ども達は 

暑さにも負けず毎日お外遊びで元気いっぱい園庭を駆け回っています。 

通常保育が始まって半月が経ちました。初めは緊張している様子があっ

た子ども達もリラックスして好きなおもちゃで遊んだり、友達との関わ

りも深まってきたように感じます。今月はデイキャンプもあり、子ども

達も心待ちにしているようです。グループでの活動もあるので、グルー

プの皆で話合ったり意見を出し合ったり子ども達にとっても学べる良

い機会になると思います。２６人皆で元気に行けるように、体調管理に

気を付けて参りたいと思います。今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

宜しく 

 

 

 

 

 

Spot Light 

 

light 

 

  

光組クラス通信 

担任 高柴菜都乃       

７月号 

今月の主な遊び・活動 

・デイキャンプに向けてグループ活動を沢山したいと思います。 

・食べ物を色んな角度から切る実験をし、断面の模様を観察した

り、そこから気付いたことで遊びを広げていきます。 

 

玉ねぎを収穫しました。 

子ども達が年中の秋頃に植えた玉ねぎが大きく実り 

先日収穫しました。土から抜くときに葱の部分だけを

引っ張るとちぎれてしまうことを園長先生から教わる

と、お部屋にいる時から玉ねぎを下から持ち上げて抜

くシミュレーションをしていた子ども達！実際に体験

してみると、根が深くなかなか抜けませんでした。友達

のそんな姿を見ると、「助けに行くわ！」と、すぐに駆

け付け、一生懸命周りの土を掘り力を合わせて抜く姿

にも、友達を思いやる優しさを感じました。 

デイキャンプに向けて 

先日、年長の職員でデイキャンプ先の下見に行ってきました。 

行く前に子どもたちにその事を伝えると、どんな所か写真撮っ

てきてね～！と、とてもワクワクしていました。翌日、どんな

場所だったのか皆で写真を見てみると、森の中のキャンプ場に

大興奮でした。「キャンプでＢＢＱしたことある！」と教えてく

れる子もいました。デイキャンプまで待てないから、光組にも

森のキャンプ場を作ろう！とその日の給食後からキャンプコー

ナー作りが始まりました。必要なものを紙に書きだし、アトリ

エに探しに行ったり、部屋のどこに作るのか設計図を作ったり、

遊び方にも知恵と工夫が見られ年長さんらしさを感じました。

どんなキャンプ場ができるのか楽しみです。 

収穫した玉ねぎを… 

玉ねぎって涙でるから嫌やねん…とい

う子どもの一言から、本当に涙がでるか

試したいという声が沢山でたので、切っ

てみると、目が痛くて、うるうるしてい

た子ども達。大きい輪っかの中から次々

と小さい玉ねぎが出てきたことなど、色

んな気付きがありました。断面の模様

や、もう一度葱の部分が伸びるのかお水

に付けて只今実験中です。 

初めましてメアリー先生！ 

年長さんになって初めてのプレイタ

イムに少しドキドキしていた子ども

達。体を使った楽しいお歌を教えても

らったり、皆の前で英語で自己紹介を

したり、色んな初めてを経験しまし

た。「メアリー先生ってアメリカ人な

んかな？目が緑色だったよ。」と疑問

も沢山生まれました。「次聞いてみ

る。」と次回のプレイタイムも心待ち

にしている光組さんでした。 

お願いします。 

野菜や果物のヘタや茎からもう一度再

生するかの実験をしているので捨てて

しまうヘタや種などありましたら、お持

ち頂きたいです。 



 

  

まつぼっくりハウス 
７月号 

今月の主な遊び・活動 

・自然の中でデイキャンプを楽しみます。 

・水を使った遊びを楽しみます。ただ濡れておしまいではな

く、色水等を使って実験的な遊びにも挑戦したいと考えて

います。 

 

 

 

玉ねぎを収穫しました♪ 

年中のときに畑に植えた玉ねぎが、自粛期間中に大

きく育っていました。二人一組で玉ねぎを収穫しよう

としますがなかなか引っこ抜くことが出来ません。そ

んな様子を見ていた園長先生がコツを教えてくれて、

無事すべて収穫することが出来ましたよ！収穫した

玉ねぎは事務所の前のテントの中に干しているので、

もし機会があればぜひ覗いてみてください！翌日は

玉ねぎのスケッチも楽しみました。隅々まで観察し

て、思い思いの玉ねぎを描いて楽しんでいました。そ

のスケッチは現在保育室内に飾っています。友達と自

分のスケッチを見せ合うのも楽しいようです＾＾ 

 

 汗ばむ日が多くなってきました。皆さんいかがお過ごしですか？子ど

も達は進級当初から比べると随分新しい環境にも慣れたようで、遊びに

誘ったり誘われたりする姿も多く見られるようになってきました。その

分友達同士の小さなすれ違いから喧嘩になってしまうこともあります

が、仲直りするためには、もう喧嘩しなくていいようにするにはどうし

たらいいのかを一生懸命考える姿も見られます。遊びの様々な場面で失

敗や成功を繰り返しながら成長する姿に、年長らしいたくましさを感じ

ますね。今月も宜しくお願い致します！！ 

 

 

 

 

 

松組クラス通信 

担任 田中祐太 

玉ねぎにひげ？ひげってなぁに？ 

玉ねぎの収穫の際に長い根っこを見たある子が「お髭みたい」と

つぶやいたことがきっかけでその日は「髭」がテーマで会話が始

まりました。「動物にも髭は生えてるで」「お父さんは髭が生えて

る」等々。僕にとっても髭について子供達と会話をするのは初め

てで、それはそれは子ども達が持つ髭のイメージが面白くてつい

ついずっと笑ってしまっていました。「先生も髭生える？」と聞か

れたので「生えるよ。」と答えると、「生やしてどうなるのか見て

みよう！」と、、、その日から毎朝髭の伸び具合をチェックされて

います（笑）これからどんな遊びに繋がるのか分かりませんが、

せっかくなので一緒に楽しんでみたいと思います＾＾ 

 

クモを見つけたよ 

事務所の前に一匹の蜘蛛が巣を張っていま

した。普段目にするクモの倍以上の大きさで

とても立派な姿に皆大興奮。しかも偶然小さ

な蛾が巣に引っ掛かかっており捕食される

瞬間だったのです。今も前を通りかかると皆

でクモの様子を見ています。クモの色や模様

も面白いですが、何より美しい巣が気に入っ

て、皆でクモの巣作りにチャレンジすること

になりました。うまくいくかはわかりません

が、みんなやる気満々です♪どんな巣が出来

上がるのか今から楽しみです。 

生き物大好き！！ 

園内で遊んでいた時に、ある数人の

子がヤモリとカエルを捕まえまし

た。何を食べるのかは分からなかっ

たので、人に聞いたり図鑑で調べた

りしながら大切に飼っています。生

き物はおもちゃとは違います。より

丁寧に扱わないとすぐに弱ってし

まいます。そんな生き物から教わる

ものも多いはずなので、大切に触れ

合っていきたいと考えています。 

 

ありがとうございます 

沢山の紙袋等のご寄付ありがとうござ

いました。今月はクモの巣作りの為に毛糸

などの線状の素材を募集しています。ご家

庭に不要のものがございましたら是非ご

寄付ください。 

 



今月の主な遊び・活動 

・種のお話 

→色、大きさ、重さなど見比べたり、並べてみたり様々な遊び

を試してみます。 

・音を探してみよう！ 

→「今日の音はどんな音？」で言葉、音、リズムで遊んでいる

と日常の中の音にも気付いた様子の子ども達。 

蛇口の音、カバンのチャックの音、日常に溢れる素敵な音を

探してみます。 

 

 

 

 

  

 日中は 30℃を超える暑い日が続いていますが、皆様お変わりありませんか。子

ども達は徐々に、「ピタゴラスイッチがやりたい。」、「色水遊びが好き。」と、「こ

んな事やってみたい！」という思いを教えてくれるようになりました。今、梅組

で小さな好きが芽生えているのは、メダカの飼育です。私が数年前の担任時に育

てていたメダカを持ってくると、率先して餌やりや掃除をしてくれる姿があり、

卵からメダカが生まれる瞬間を見た子もいて、子ども達は毎日メダカの様子を観

察しています。そんな感動の瞬間や何気ない一瞬を大切に、保育をしていきたい

と思いますので、今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

梅組クラス通信 

担任 上野 絢子 

梅の小道 
７月号 

 

『今日の音はどんな音？』 

６月は山地先生の音楽指導がありました。久しぶりの山地

先生との遊びに緊張するのかと思いきや、「あれ？先生髪伸

びた？」、「久しぶり〜。」とフランクなご様子…。 

今回の遊びは、ホワイトボードに書かれた記号に子ども達

が思いついた言葉を当てはめ、リズムを奏でていくという

もの。 

例えば、【 ・・・― 】→【トントントンピー】 

こんなリズムをお家でも口ずさむ子がいたのではないでし

ょうか。初めは、難しそうな顔をしていた子ども達もエイ

トビートのリズムに合わせて色々な記号を言葉にしていく

内に、自然と体もノリノリになっていく様子があり、お部

屋に帰る時もリズムにのって歩いていると、「先生、こんな

音できたよ！」と教えてくれる子や、次の日にホワイトボ

ードに書いてくれる子もいました。 

そこで、梅組では朝の会の時間に、考えたリズムを発表す

る時間を作っています。いろんなリズムに触れる楽しさを

感じながら、緊張するけど…と思いながらも発表する意欲

や、周りの友達に「すごいなぁ。」と認めてもらえる嬉し

さ、自己肯定感を高めてほしいなと思います。 

もし、お家でも何か口ずさむ様子があれば、耳を傾けてあ

げてください。 

 

『菜種と○○の種』 

年中の時にもう１つ育てていたのが菜の花。玉

ねぎと一緒に菜の花の種「菜種」も収穫しまし

た。その数日後、園庭で遊んでいると、何かの

種を拾った子ども達が、「これ何の種やろ。」、

と匂ったり、皮をむいたりしながら観察してい

ました。みんなの前で何の種だと思うか尋ねて

みると、「りんご？みかん？」「菜種より大きい

から菜の花じゃないなぁ。」と話したり、見比

べてみる様子が…。 

「わかれへんから色んな種持ってきてよ。」と

話す子もいて、いろんな種を見比べてみると、

大小があったり、色が違ったりと発見すること

も…！ 

そこで、保護者の皆様にお願いです。 

もし、ご家庭で使った野菜や果物、花などに種が

あれば幼稚園へ持たせてあげてほしいです。 

 

 

『玉ねぎの収穫』 

年中組の時に植えた玉ねぎを先日収穫しま

した。子ども達も待ち遠しかったようで硬

い土を掘り起こし、友達と力を合わせて収

穫していました。収穫後には、玉ねぎや園

内で見つけた草花のスケッチも…！ 

じっくり見ると、根っこがあったり、皮が

めくれていたり、土が付いていたり。よく

見て丁寧に描くってちょっと難しい…でも

いろんな発見があっておもしろい！ 

様々な経験の中でじっくり見る事、丁寧に

描いてみる事の楽しさを伝えていけたらと

思います。 



 

  
 日ごとに増す暑さに本格的な夏の訪れを感じますね。皆さまお変わり

ありませんでしょうか。長らくお待たせしておりました通常保育も始ま

り、子供たちも思いきり体を動かす事に充実感を感じています。「今日

も外遊び行くやんな！鬼ごっこしよ！」と元気いっぱいに誘われ、一緒

に遊んでいますが、子供たちの体力の無限さ、そして、大人顔負けに走

るのが速くなっている事等、驚かされる毎日です。これから桜組の仲を

深めていき、日々成長する子供たちの姿を見落とさず過ごしていきたい

と思います。今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

千 本 桜 

 
桜組クラス通信 

担任 末吉奏絵      

７月号 

今月の主な遊び・活動 

・絵の具を使って遊びます。 

・積み木、木片などを使って組み合わせ遊び

をします。 

・水を使った遊びをします。 

・グループで話し合ったり、物事を子供たち

で進めていく時間を作ります。 

・ルールのある遊びをします。(子供同士で教

え合ったりしてほしいと思います。 ) 

 
 

 

園内探検に行き、スケッチをしました。 

園内にはロックガーデンやビオトープがあり、普段遊んで

いる場所でもよく見てみると小さな花が咲いていたり、変

わった虫が居たり、様々な発見をしました。その中でお気

に入りの草花や虫をお部屋に持ち帰り、実物をよく見て描

くスケッチを行いました。「この葉っぱギザギザしてんな

ぁ。」「カエルよく見たら体の模様気持ち悪い！ぶつぶつし

てるように見える！」と、よく見る事で新たな発見を楽し

み、細かい所まで工夫して描く事が出来ました。その後も

コーナー遊びの時間に「よく見て描きたいからカエル持っ

てきていい？」と、スケッチを遊びに取り入れる姿もあり、

好きな遊びになったようです☻ 

玉ねぎ堀り 

年中の時に植えた玉ねぎが立派に育ち、

先日皆で玉ねぎ掘りを行いました。「や

っとや～！！」と、採れる事を楽しみに

していたようでした。しかし、玉ねぎの

根はかなり張っており、なかなか採れ

ず、二人一組で汗びっしょりになりなが

ら、土を掘り、一生懸命掘りました。「採

れた～～。」と、抜けた時は達成感たっ

ぷりのとても逞しい顔に見えました^^ 

ようこそ、カエルさん 

スケッチの中にも出て来ましたが、今の時期はビオ

トープに沢山のカエルが遊びに来ています。お部屋

に 4 匹のカエルがおり、毎日様子を見ては、「弱って

きたで！」「なんでエサ入れても食べへんのやろ？」

と観察しています。ある日、図鑑やカエルの資料を

持って来てくれた子が皆に紹介をしてくれました。

そこから飼育に必要な物を出し合い、アトリエまで

探しに行き、様々な大きさの石や隠れる瓶等、一人

一つずつ水槽に入れるものを持ってきました。皆で

作った水槽の中では石の上で一休みするカエルや隙

間で隠れるカエル等、今までとは違った姿に「カエ

ルさん元気なったな。」「喜んでるみたいや。」と、満

足気にのぞき込むことが増えました。 

お願いします 

先月は様々な廃材をご提供下さり、ありがと

うございました。引き続き、お菓子の空き箱、

ひも、割り箸等不要な物があれば持って来て

頂けると助かります。ご協力宜しくお願い致

します。 



 

 

 

 

 

 

  

 通常保育が始まり、約半月が経ちました。子ども達も少しずつ新

しいクラスに慣れてきて、椿組は明るくにぎやかな雰囲気に包まれ

ています。先日、外遊びで虫捕りをしようと、３本の虫網に６人が

集まり、取り合いになりました。「どうする？」と尋ねると「じゃん

けんする？」「２人組になって、２人で順番に使うのは？」などと名

案がたくさん出ました。困った時こそ、みんなで考えを出し合える

姿に、また一つ成長を感じると共に、このようなやり取りこそ一つ

一つ大切にしていきたいと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

椿のキセキ 

椿組クラス通信 担任 髙石晴香      

７月号 

今月の主な遊び・活動 

・まるまるしましま→丸めた紙帯を組み合わせて遊んでみます。 

・デイキャンプに向けて、様々なグループ活動をします。 

 

玉ねぎを収穫しました！ 

 年中の時にみんなが植えた玉ねぎを先日収穫しま

した。土深く根っこが伸びていて、なかなか抜けず、

玉ねぎの周りの土を手で掘っては、「うんとこし

ょ！」とお友達と声と力を合わせて引っ張っていま

した。何度も掘って、引っ張ってを繰り返し、「やっ

と抜けた～！」と嬉しそうな表情(^v^)そして収穫し

た玉ねぎのスケッチにも挑戦しました。形や大きさ、

根っこや、皮の模様まで、細かいところもよーく見て

丁寧に描いていました。子ども達の観察する目はと

っても真剣でしたよ♪ 

スーパーボールすくい！ 

 先生と一緒に行ったアトリエで、お友達が偶然

スーパーボールを見つけました。「スーパーボー

ルすくいやりたいな！」ということで、翌朝プレ

イテーブルという少し深さのある台にスーパー

ボールを入れておきました。登園した子ども達は

さっそく紙に数字を書いてお金を作り、お店屋さ

んごっこの準備を始めていました。「ここに水入

れて！」「すくう網もいる！」と次から次へとアイ

デアが生まれ、「看板もいるな。」「時間決めてし

よ！」「お金は１回２００円！」と遊びながらルー

ルを決める姿も見られました。これからどんなお

店になっていくのか楽しみです(^^)♪ 

どっちのアブラナが大きい？ 

 昨年の年長さんが育てていたアブラナか

ら、とっても小さな黒い粒々の種が採れまし

た。粘土を使って、種を真似して小さな粒々

を作ってみたり、アブラナを真似して細い線

を作ってつなげてみたり。粘土板には入りき

らなくて、お部屋の前の大きな窓に粘土をく

っつけて大きなアブラナ作りに。抜いた苗と

背比べをしながら、自然とお友達と一緒にな

って作っていました。大きなアブラナは手が

届かないほど高く伸び、ついには「先生！肩

車して！」という高さまで到達しました！ 

玉ねぎの中はまるまるしましま！？ 

 「玉ねぎもう食べれるか中見てみようや～。」

ということで、一つだけ皮をむいてみました。「ま

だこれも皮かな？」と一枚一枚むきながら、「こ

こはつるつるやなぁ。」と色んな気付き。「中も見

てみよう！」と包丁で半分に。横向きに切ってみ

ると、中の模様に「まるまるしましまや！」と、

声が上がりました。なんだか可愛らしい模様の名

前にほっこりした瞬間でした。「蚊取り線香もま

るまるしましまやなぁ。」とまたまた気付き。他

にもあるかな？また探してみたいと思います。 

ご協力お願いします 

不用なタオル、透明カップやトイレ

ットペーパーの芯があれば、お持ち

頂きたいです(^^) 


