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分散登園から毎日子どもたちを迎えられる日々に、とても嬉しく

感じております。保護者の皆様も集団生活へ送り出すことに不安も

あるかと思いますが、これから気になることやお気づきのことがあ

れば共有させて頂ければと思います。 

 子ども達は朝のご用意を終えるとそれぞれ好きな遊びをじっくり

と楽しむ姿が見られるようになってきました。好きな遊びを通して

お友だちにも「入れて！」と、ちょっとずつ勇気を出して声を掛け

る声も聞こえてきます！一緒に遊ぶ楽しさを感じながら、これから

遊びも広がっていくことを願っています。 

 

 

 

 

 

２１☆COLORS 

 

星組クラス通信 

担任：久保果穂      

今月の主な遊び・活動 

・色水作りや、見つけたものを水の中に入れて試す楽しさを感じ

ながら遊びます。 

・バチを使ったリズム遊びや、自然から雨や笹の葉の音を聞き、

身の周りの音を探して楽しみます。 

・ 

 

“コーナー遊びの様子” 

・造形コーナーでは、紙に糸を張り合わせた凧を

揚げ、風を感じている姿やポシェットを作って

お出かけを楽しんでいます。 

・おままごと遊びでは、味付けにこだわったお料

理が机いっぱいに並び招いてくれています♪ 

・汽車コーナでは、積み木なども工夫して使い、

坂道を作ったり、陸橋が出来上がったり、遊び

が広がっているところです。 

“星組さんこんな一面が見れました” 

自分の身の回りのことに少しずつ余裕が見られ始

め、自分が出来ることをお友だちにしてあげようと

する姿があります。探し物をしていたり、困ってい

ると、一緒になって考えてくれる優しさが感じられ

ます！新しい環境になってまだまだお友だちとの距

離感に戸惑いもある時期ですので、ゆっくり、じっ

くり関わっていけるように努めてまいります。 

“ダンゴムシを飼ってみることに！” 

 

ダンゴムシを集めることに興味を持ってい

る星組さん。カップを持って外遊びに向かう

と沢山のダンゴムシが集まりました。その

後、子どもたちなりに考えてごはんになるお

いしい葉っぱを見つけ、緑の葉っぱ等でお家

を作ると、土の中に埋まってしまったダンゴ

ムシ。すると…次の登園時、そのダンゴムシ

は「丸まっている！動かない….?」と死んで

しまったことに気付きました。そんな経験か

らさらにダンゴムシの事を知ろうとお家で

分かったことを伝えてくれるお友だちや、絵

本からダンゴムシの好きなものが分かり、改

めて大切に育ててみることになりました。 

 

“オレンジ色の実が落ちていたよ” 

オレンジ色の実を手に、「先生～これ見つ

けたよ！」と見せに来てくれました。「な

んだろう…」と不思議そうにする声と、「ビ

ワだよ！」と知っている声がありました。

木に実が生っているビワを見つけた子ど

もたちは外遊びの帰りに園長先生に会う

と、食べられるか尋ねていました。「洗っ

て食べられるよって言ってた！」と嬉しそ

うに報告があり、早速次の日に頂くことが

出来ました。中から出てきた種を洗って飾

っていると、「今度この種植えてみたい！」

という声にみんなで場所を決め、園庭のお

はなしのおうちの近くに植えてみました。

どうなるか楽しみでワクワクしている様

子です！ お願いします 

素材のご協力ありがとうございます。

500ml のペットボトルお持ち頂ける

と助かります。引き続き、空き箱等も

ご協力お願い致します。 

宜しくお願い致します。 



 

 

  

 だんだんと暑い日が増えていき、夏の訪れを感じるようになってきま

したね。通常登園が始まって半月が経とうとしています。雪組の子ども

たちも少しずつ新しいクラスに慣れ、お友達の関わりも広がってきてい

ます。年中組の朝のお歌も徐々に覚えてきて「２番も作ったらいいんち

ゃう？」と意欲的です♪また「先生みて～！」と人に見てもらうことが

嬉しい雪組の子ども達。来月も、子ども達の声をたくさん聴きながら遊

びを広げていけたらと思います。保護者の皆様も是非体調にはお気を付

けて下さいね。７月もどうぞ宜しくお願い致します♪ 

 

 

 

 

 

 

雪やこんこ

こんこ 
雪組クラス通信 

担任 武田真侑       

７月号 

今月の主な遊び・活動 

・ベルやバチを使ってリズム遊びや音を合わせて遊びます 

・土粘土や絵の具を使ってイメージをしながら遊びたいと思って

います 

 

 

めだかのエサは誰があげる？ 

 雪組には去年の竹組から引き継いだ二匹のメダカ

がいます。登園が始まりメダカの存在に気付いた子

どもたちから「先生、餌あげたい！」という声が。

ある日の会話で「餌あげたいって言ってくれるお友

達がいるんだけど、どうやってあげよう？』と聞く

と「順番にしたらいいんちゃう？」「でも魚怖くて苦

手な子もいるかも。」「じゃあもし順番になって、魚

怖い子やったらできる子にお願いしたらいいんちゃ

う？」ということで餌やり当番表ができました。 

「○○ちゃん今日餌やりやで。」と子ども達同士で声

をかけ合う姿もみられています♪ 

琵琶の種 

少しずつ種に興味を持ってきた雪組さん。幼稚

園でとれた琵琶の種をみて「この種植えた

い！」という声から植えてみることに。さあ、

どこに植えようかと話し合った結果、３つの案

に絞られましたがなかなかどの案にするか決

め切られず次の日まで持ち越しました。 

みんなが納得するように、たくさん考え案を出

す子ども達の姿には驚かされた会話の時間で

した。ちなみに、種を半分に切って一人一つ、

好きなように植えることになりました。 

何の種かな？ 

 ある日のお外遊びである子が種のよ

うな実のようなものを拾って見せてく

れました。早速みんなに紹介すると「り

んごの赤ちゃんちゃう？」「玉ねぎの赤

ちゃん？」「ドラゴンフルーツちゃう？

（そんな単語が出てくるとは思いませ

んでした笑）」 

水に入れといたら大きくなるかも！と

いうことで水につけて見守っている雪

組さんでした。 

   雪組のコーナー遊び 

雪組には現在ままごとや造形コーナー、

汽車コーナーなどがありますが、いつも

人気なのはレゴブロックコーナー。特に

男の子が銃を作って遊んでいたのです

がある時から手裏剣に。「みんなは忍

者？」新聞紙を渡すとお屋敷作りが始ま

りました。なんだか忍者ブームが来そう

な・・・わくわく楽しい予感がします。

くノ一もいましたよ。女の子のブームも

また来月号でお伝えしますね♪ 

 

お願いします 

・不要なペットボトルがあればお持

ち頂きたいです。引き続き、牛乳パ

ック等の素材も募集しています。 
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 先月から始まった久しぶりの幼稚園生活に新しい先生やお友達…初

めは戸惑いや緊張の姿もありましたが、連日の登園が続くとともに新し

い環境にも少しずつ慣れ、リズムを取り戻しつつあります。 

今は、年少さんで同じクラスだったなど馴染みのあるお友達と一緒に

遊んでいることが多い子ども達。でも、外遊びでは強くなってきた日差

しの中で、｢鬼ごっこしよう！｣と声を掛けたりして集団でも元気いっぱ

いに遊びを楽しんでいます。これからどんどん暑さが増してきます。水

分補給をしっかりとし、熱中症等にも気をつけていきたいと思います。

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

輝く月のように 

月組クラス通信 

担任 柴田沙耶       

今月の主な遊び・活動 

・自分で作ったものを次の遊びに繋げたり、遊びを継続して自分

なりに工夫して楽しみます。 

・水に触れる遊びを楽しみ、その計画もクラスの先生やお友達と

話を進めて一緒に考えてみます。 

・体育遊びではサーキットなどで個人の力発揮を楽しみます。 

 

 

 

新しいお友達のことを知ろう！ 

日に日に緊張もほぐれ、いろいろなお友達と

何気ないやりとりをしながら遊べるようになっ

てきています。でも、一緒に遊んでいるその子

のお名前はまだわからない…！という状況もあ

るようです。そこで、新しいお友達のことを覚

えるきっかけになればと、朝の会の時間に簡単

な自己紹介タイムを作ってみました。自分の名

前、好きなもの(食べ物、遊び、お花…etc)を発

表してもらっているのですが、それに対して「○

○ちゃんと一緒や♪」と共通点を見つけたりし

て楽しんでいます。 

「…なんか寂しそう。」 

藍の芽に毎日お水をあげたりしながら、大切にお世話

してくれていたお友達がポツリ。「まだ小さいし、なんか

寂しそうやで。」とお話してくれました。そのことをクラ

スのみんなにも伝えてみると、「応援してあげよう！」「お

友達を作ってあげたら？」と意見してくれ、｢頑張れ～！｣

と声を掛けたり、お絵描きしたものを近くに飾ってみた

り日々変化していっています。 

藍の花を育てています♪ 

先月から藍の花を育て始めました。今は

ペットボトルの上部分を切り落としたもの

を並べ、そこでお世話しながら小さな芽が

出てくる様子を観察しています。種を植え

たときには、｢色は茶色やねんな～。｣と小

さな種にも注目してくれていたのですが、

「めっちゃちっちゃい～あれっ！？どっか

行っちゃった～。」と土の中に入れるまでに

行方不明になってしまう子もいました(笑)。

成長を一緒に見守りながら大切に育ててい

きたいと思います。 

初めてがいっぱい！ 

年中組になってからの初めて出会う

のモノ・コトがたくさんあります。新し

い積み木やバチも幼稚園に持ってきた

日から「これやってみてもいい？」と嬉

しそうに聞いてくれていました。いろい

ろな遊び方を伝えながら、そのわくわく

した気持ちを大切に一緒に楽しんでい

きたいと思います。 

お願いします 

＊いつも素材集めにご協力ありがと

うございます。引き続きコーナー

活動に使えそうな素材があれば宜

しくお願い致します。 

＊7 月前半でペットボトルを集めま

す。(大きさ問いません) 

 



どんな色が出来るかな？ 

休園中「家ですごく夢中になって遊んで

いました！」という保護者の方の声が多

かった色水遊び。そこで、ウッドデッキ

に色水コーナーを作るとすぐさま大人

気に♪光に当ててみたり、色んな色を作

ることにチャレンジしてみたりと夢中

になって遊んでいます！ここから様々

な色や光にも興味を持って遊びを 

深めていけたらな 

と考えています♪ 

 

 

 

 

  

 日差しも段々と強くなり、いよいよ夏本番ですね。花組の子ども達

はそんな暑さを吹き飛ばす勢いで元気いっぱい過ごしています。遊ん

でいると、虫の赤ちゃんや小さな石など見つけては嬉しそうに先生や

お友達に見せてくれる姿があります。大人ではなかなか見つけられな

いような発見が沢山で子ども達の力に驚かされています。そんな子ど

も達の小さな発見も見逃さず、７月は遊びを深めていければいいなと

思っておりますので今月も宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

花組クラス通信 

担任 角村奈々   

7 月号 

今月の主な遊び・活動 

・水を使った遊びをします。 

・石を使って構成遊びをします。 

 

・色んな染め遊びをして遊びます。 

 

 

子どもの王様 

少しずつ園生活にも慣れてきた花組さん。

新しいクラスのお友達にも、もっと意識を

向けてくれればという思いで、簡単なゲー

ム遊びをしました。円になり真ん中で王様

とお姫様になりきって自分の名前と、どこ

の国から来たかご挨拶！それからゆっく

り円の中を歌に合わせて歩きます。恥ずか

しそうにしながらも自分の名前を頑張っ

て伝えたり、周りで座っている子ども達が

「おーい！○○君！」と呼んでいた姿が見

られましたよ♪ 

        藍の種を植えました 

年中組で藍を育てることに♪「はやく大きくなってね。」

と声をかけながら植えていたり、「なかなか大きくなら

ないね〜大丈夫かな？」と心配する姿や、先生が何も言

わずとも、気づけば誰かがこまめに水やりをしてくれて

いたり、心温まる優しい姿が沢山見られます（＾_＾） 

Ohana 

お願いします 

素材集めにご協力頂きありがとうございます。 

今月は不要なタオルとペットボトルがあればお持ちいた

だきたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

        石を見つけたよ！ 

コーナー遊びの時間にどこからか現れた一つの小さな

ガラスでできた石。「なあなあ！見て！」とそこのコー

ナーで遊んでいた興奮気味の子ども達。「どこにあった

の？」と聞くと、「上から落ちてきて花組に遊びに来て

くれたんちゃう？」「1 人じゃ可哀想やしお友達探して

あげよ！」そんな声から、花組で石のお友達探しが始

まりました♪外遊びの時間には毎回また見つけたで！

と園内にある様々な石を持ってきてくれるようにな

り、砂場の下には大きいのがある！と一生懸命掘って

いた子ども達もいます♪しかし、皆が見つけたいキラ

キラの石は園庭にはなかなか見当たらず、、、「空から落

ちてきたから、宇宙人が持ってるのかも？！」「幼稚園

にあるんかな？」「園長先生に聞いてみよ！」など様々

な声が出てき始めました。７月はそんな子ども達の声

を大切に様々な活動をしていきたいと思います。 



7 月号 

                   

 

 

 

 

 

 

  

天気の移り変わりが激しい季節ですが、皆さまお変わりございませんで

しょうか。通常保育に切り替わり、子ども達は少しずつ新しい環境にも慣

れ始め、落ち着いた表情で過ごす姿が見られるようになりました。お部屋

の中では新しく出会うお友達と関わろうとする姿が見られたり、また、自

分のしたい遊びに集中して取り組む様子もみられています。さて、早くも

7 月に差し掛かり、1 学期もあと少しとなりました。暑い日が続くかと思

いますが、水分補給をしっかりとして元気いっぱい今月も過ごしていきた

いと思います。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぽっぽだより 

鳩組クラス通信 

担任: 鈴木望       

今月の主な遊び・活動 

・色水遊びをします。 

・七夕の笹飾りを作ってみます。 

 

 

 

〜個人積み木で遊ぼう〜 

まずは積木の様々な形にも注目し、初めは自由に積木に触れる

時間をとってみました。 

子ども達一人一人の工夫があり、同じ形を積み上げてみたり、積

木同士を組み合わせながら積み上げ、大きな家を作ってみたり。

積木でも様々な遊び方があることを知ってほしい思いから「こん

な遊び方もあるんだよ。」と遊びの提案をしてみると、すぐに挑

戦する子供の姿があったり、隣で遊んでいる子の姿を見て真似て

遊んでみたりと、周りからの刺激も受けながら遊びを広げていく

姿がありました。積木を入れる箱の中に積み木を並べてお家の中

やお店を表現する子供の姿もあり、子供ならではの表現力に驚か

されました。 

 

 １日保育が始まり 2 週間少し経ち、子ども達の生

活リズムや気持ちもだんだんと落ち着いてきてい

ます。７月には鳩組の子ども達が興味のあるものを

見つけてそれらについてみんなで考えたり、そこか

らより遊びを深めていきたいと考えています。 

また、遊びの中で先生対子どもや子ども同士の会話

を大切にしていき、みんなで共有する中でお互いの

気持ちも共感できる場を設ける事ができればと思

っています。 

〜藍の種を植えました！〜 

先日、鳩組のみんなで藍の種を

植えました。種がとても小さく、

「どれが種やった？」と土の中に

入れた瞬間見失ってしまう子ど

ももいました。小さな芽が生えて

くると「これって双葉ってゆうね

んで。」と教え合う姿があったり、

率先して水やりをしてくれてい

ます。どんな風に育つのか、花は

どんなのか、イメージがどんどん

膨らんでいるようです。 

〜山路先生の音楽遊び〜 

 先日初めての山路先生との音楽遊びを

しました。「山路先生って知ってる？」と

聞いてみると…あんまりピンときていな

い様子。初めての先生に緊張している様

子の子ども達も数人いましたが、音楽遊

びが始まるとみんな笑顔に(^^)紙コップ

を使って落として音を鳴らしてみたり、

紙コップ同士を色んな角度でぶつけて音

の違いを楽しんだりと、身近にあるもの

を楽器に見立てて楽しく遊びました。 

お願いします 

いつも素材集めにご協力頂きありがとうござい

ます。*保育に使いますので、今月はペットボトル

があればご協力いただきたいです。 

 

 



 

 

 

 

 

  

 暑い日には木陰で休憩しながら、「ここは涼しいね。」と子供たちが会

話する声も聞こえています。日中の気温も高くなり、もうすぐ夏本番。

皆様、体調などお変わりありませんか。 

最近の空組さんは、何かを発見すると集まってみんなで輪を作ってい

ます。じっくり観察した後の、感想や気持ちそれから観点が一人一人違

っていて、その個性に面白いな～と楽しませてもらっています。素直な

感情をいっぱい伝え合い、遊びが盛り上がってほしいですね。 

今月もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

空の足音 

７月号 

 

 

空組クラス通信 

担任 久川純奈      

今月の主な遊び・活動 

・体育遊びでは、サーキットなど個人の力発揮を楽しみます。 

・お部屋のカブトムシが成虫に！成虫になったかと思えば一匹元

気に飛んで行ってしまいました。その会話から活動を行ってい

きたいと思います。 

 

 

 

リンゴの味？みかんの見た目？ブドウの匂い？ 

梅雨の合間のお天気の日は、運動場でお外遊びを楽しんで

います。飛んでくる蝶を追いかけて心動かしたり、泥団子

をつくって、土の感触を楽しんだりそれぞれの遊びに夢中

になっています。園庭には、果物のなる木もありそれに目

を向ける子もいました。今はビワが収穫時期をむかえ、一

つ、二つと下に転がっている様子に「これ、なに？」と不

思議そうに持って来てくれました。ちょうど、園長先生も

居て空組さんで収穫させてもらうことに♪ 

次の日に食べた感想は…タイトルの通りだそうです(^^) 

共感する声が沢山の、新しい果物との出会いでした♪ 

種さんどこ行った？？ 

幼稚園が始まって、藍の種を植えました。分散登園もあり、毎日その様子を見ることが出来ない子

供たちは、登園する度ぐんぐん育つ種の成長に驚き、喜んでいました♪ 

ところが、１５日からの毎日の登園では変化を感じられず、「種さんがどこかへ行ってしまったの

ではないか。」と話し合いになりました。「土から逃げたんかな。」「みんなで土の中で手を繋いでい

るんじゃない。」「みんなが幼稚園から帰った後に遊んでいるのかも。」とイメージの世界が膨らん

でいきました。紙を丸めて「望遠鏡♪」と持って来て園内を探す子もいたり、「種さんがどうして

いるか。」の絵を描いたりもしました。それぞれに思いが深まってきた週明けの月曜日、プランタ

ーには新たに、小さい芽がひょっこり顔を出していました。それを見た子供たちは、「かわい～。

ちゃんと種さんいたね。」と安堵の表情を浮かべていました♪これからの暑さにも負けず、育って

ほしいですね。 

山地先生こんにちは！ 

年中組さんから、山地先生の音楽

指導も始まりました♪山地先生の

楽しいレッスンに、すぐに引き込

まれワクワクする目で見つめる子

供たち(^^)初回は、紙コップを使っ

た遊びでした♪耳や、頭の上など

部位ごとに集中し神経を研ぎ澄ま

せたり、音楽をよく聞いてストッ

プゲームやリズムで遊びました。

楽しい時間はあっという間。次の

レッスンも期待が膨らみますね♪ 

お願いします 

いつも素材集めにご協力ありがとう

ございます。今月は、ペットボトルを

集めています。サイズは問いません。

宜しくお願い致します。 

 


