
7月号 

 

 

 

 

 

  

   

  

らびっとワールド 

 

 待ちわびた入園式から、早くも一か月が経ちました。始めは緊張した面持ち

で登園していたうさぎ組さん。少しずつ幼稚園のことを知ることで、新しい環

境に慣れてきた様子です。分散登園を経て一日保育が始まり、ガラッと変わっ

た環境に戸惑いや不安を感じる姿も見られましたが、好きな遊びを見つけた

り、色んなことをお話したりしていると、たくさん笑顔を浮かべてくれるよう

になりました。遊んでる内に、いつの間にかお友達になっていたり…クラスの

雰囲気も活気づいてきましたよ。まだまだ寂しさで涙することもありますが、

毎日子ども達の背中を押して下さり、ありがとうございます。今月も笑顔溢れ

る保育を目指していきますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

うさぎ組クラス通信 

担任 中島実里     

お給食が始まりました！ 

 一日保育と共にお給食も始まりました。苦戦

しながらも、お家から持ってきたエプロンを、

嬉しそうに着ていましたよ♪皆に配膳される

と、声を揃えて「いただきます！」のご挨拶を

しています。食べ始めると「美味しいー！」と

の声があちこちから。まずは皆で食べる楽しさ

を味わえる雰囲気作りをしています。苦手なも

のが出ることもありますが、お友達がいると不

思議と食べられるようで、「野菜食べたよー！」

との声も！少しずつ、「食べれた！」が増やし

ていけるように一緒に頑張っていきます！ 

うさぎ組さんの「発見！」 

 園庭で遊んでいると、色んな自然との出会いがあり

ます。クローバーや、私は見過ごしていたとても小さ

な黄色いお花など、子ども達は素敵なものを見つける

のが上手ですよね。どんなことも、新鮮な反応を見せ

てくれます。お部屋に現れた小さなクモにも、「キャ

ー！」と言いつつ、興味津々。皆の目線の先を一緒に

追いながら、『どう感じているんだろう』『なんでか

な？』という皆の気持ちや思いを、会話の時間を作っ

てやり取りしつつ、遊びを広げていけたらと思います。 

園内探検に行きました。 

 幼稚園にはどんな場所があるのか知っても

らえるよう、探検カードを下げて…「レッツ

ゴー！」とうさぎ組探検隊、ニコニコで出発

しました。ホールを覗いたり、事務所でおに

ぎり先生（どなたか分かりますか？）とお話

したり。「次はお給食室？絵に描いてるよ！」

「ここ入園式したとこだよね。」「あとスタン

プ一つだ。」道先のお花をしゃがんで見つめる

可愛らしい場面も。たくさんのものを発見し、

一つ一つ心躍らせる姿を、今後も大切にして

いきたいです。 

お道具箱のお友達と遊ぼう 

 クレヨン・マーカーと園でもたっぷり

遊び…はじめましてのはさみ遊びをし

ました。はさみを食いしん坊のワニ、カ

ラフルな紙の帯を食べ物に見立て、たく

さん切って遊びました。持ち方のコツが

要りますが、ワニさんのお口を大きく開

いて食べるよ～と伝えると、「あーん、

パクッ」「まだお腹空いてるって。」と呟

き、遊びにぐっと入り込む姿が。楽し

い！という気持ちが、子ども達の力をど

んどん伸ばしていくなぁと驚かされま

した。 

お願いします 

・ご家庭に不要なタオルやビニール袋があれば、お持ち

頂けると嬉しいです。 

・水着の着脱を、ご家庭で一緒に練習してあげて下さい。 

 

今月の主な遊び・活動 

・園庭で見つけた自然物を使って遊びます。 

・大好きな水と色んな方法で触れあってみます。 

 

 

ららら♪ 

 



ひよこ組 クラス通信 

担任 原口久代 

７月号 

岸田先生とリトミック遊び♬ 

6/24 は、ホールで岸田先生と初めてのリ

トミック遊びをしました。ピアノの音をよ

く聴いて、音に合わせながら、「はぁい

♪」とお返事をしたり、手足をブラブラ～

と動かしたり。他にも、フラフープをお家

や電車に見立てて遊んだり、「お散歩に行

こう！」と動物になりきって歩く子ども

達。ピアノの音が変わると、「きゃ～♪」

と喜んで、色んなリズムに合わせて歩く速

度や歩き方を変えたりと、感じたまま全身

で表現する事を楽しんでいました。 

 

 

 

 

  

 梅雨明けの知らせが待ち遠しい今日この頃。早いもので入園式から１

カ月が経ちました。園生活にも慣れてきたひよこ組さん。朝の挨拶の前に

「気を付け～ポン！」と姿勢を正す場面で、先生が気を付けのポーズを間

違えると、待ってました！と言わんばかりの勢いで「ちが～う！」と大笑

い＆総突っ込みが入ります。そして、「気を付けは、こう！」と得意気に

教えてくれます。色んな事が少しずつ出来るようになってきて「もう、出

来た。」「自分でやった。」と嬉しそうに、にっこり。その表情からは自信

も窺えます。今月も色んな「出来た」が自信に繋がるよう、努めてまいり

ますのでどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

カラフル 

今月の主な遊び・活動 

・この時期だからこそ感じられる水の気持ちよさや面白さを 

全体活動、コーナー活動で様々な水遊びを経験します。 

・絵具や土粘土で遊びます。 

 

 

園内探検にレッツゴー！ 

木の実幼稚園にはどんなお部屋があるかな？と探検カ

ードを首から下げて、園内を探検に行きました。「お給

食を作っているところはどこかな？」と手で眼鏡を作

ってあっちを見たりこっちを見たり。すると、「いい匂

いする～♪」の匂いに気付いた子が数人。「いってみよ

う！」と皆で匂いをたどっていくとお給食室を発見！

ガラス越しに中を覗きこんで、「あ！お料理してる。」

「えぇ～見せて！」と皆で順番交代。そして、見つけた

お部屋のところにスタンプを押して次の部屋を探しに

レッツゴー！沢山集まったスタンプを眺めて「５個も

見つけた。」と大満足の子ども達でした。 

ぴょんぴょん カエルさんに変身 

『かえるのうた』が大好きな子ども達は、お歌の時間になる

と「今日は大きいカエルさん♪」「早口のカエルさんで歌い

たい！」と様々なリクエストをくれます。それに合わせて音

の高さや速さを変えて伴奏すると、皆、大喜びでカエルにな

りきってジャンプしながら歌っています。 

そこで、この日は、皆の手に「ちちんぷいぷいの～ぷいっ！」

と魔法をかけて、カエルの手に変身して、絵具で遊びました。

カエルがジャンプするように、絵具の上や紙の上をピョンピ

ョン、ペタペタ。「先生、見て！」と手形を指さして、目を

丸くし、色の混ざりや絵具の感触を楽しんでいました。 

思わず笑ってしまったエピソード 

 

〇朝の登園 

先生：「おはようございます。」 

子：「まいど～！」と上機嫌で挨拶を返

してくれたこと。 

 

〇給食の時間 

 「先生。」と呼ばれたので席を立つと、

すかさず他の子に、「ご飯食べてる時に

立ったらダメなんだよ。」と言われてし

まったこと。 

お願いします 

★ご家庭に不要なタオル・袋がありまし

たら、ご協力お願いします。 

★お子様の爪を短く切って下さい。 

 



パンダ組クラス通信

担任 葛木裕子 

 

 

  

 夏らしい日差しが照りつける今日この頃。早いものでパンダ組がスター

トしてから１か月が経とうとしています。新しい環境に緊張でいっぱいだ

った子どもたちも、少しずつ幼稚園に慣れた表情も見られるようになりま

した。朝のご用意も自分の力でやってみようとする姿や自分の好きなあそ

びやコーナーを見つけて、一人で黙々と、また時にはお友達のまねっこをし

たり、話をしながらあそびを楽しんでいる姿が多く見受けられるようにな

りました。時には、不安や寂しさから涙が出てきてしまったり、疲れて眠く

な 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

〇筆を使っての感覚遊びや絵の具を使い色の混ざり

を楽しみます。 

〇色々な紙を折ったり、丸めたり、つなげたりして遊

びます。 

〇ピアノの音に合わせて、身体を動かして遊びます。 

〇サーキット遊びでジャンプをしたり、くぐったり、 

様々な動きを楽しみます。 

〇引き続きスモックの着脱やトイレ・手洗い・うがい

など、基本的な生活習慣を身につけます。 

〇園庭の草花を見つけたり、集めた物を並べたりし

て遊びます。 

〇プールや水コーナー等、水に触れて遊びます。 

 

園内探検にＬｅｔ`ｓＧＯ！！ 

 幼稚園ってどんな所なのかを子どもたちに知ってもらうために、探検カードを持って園内探検に

出かけました。はじめて入るどんぐり組のお部屋や大きなホール、木材の香りがするアトリエなど、

園内の色んな部屋を回るたびに探検カードにはスタンプを押していきました。特に、給食の美味し

そうなにおいがする給食室の前では、「いいにおい～！」「なんか作ってるで。」と、時には小さな身

体を乗り出して窓を覗いてみたり、鼻をひくひくと動かしていたり・・・と、身体いっぱいに感じ

る姿が見られました！これからいろんな部屋を使う中でもっと、幼稚園に親しみを持ってくれたら

いいなぁと思いました☆ 

 

リトミックをしたよ♪ 

 先日、音楽指導の岸田先生と大きなホールでリトミックをして楽しみました。素敵なピアノの音楽に

あわせて手拍子でリズムを取ったり、「はぁーい♪」とお返事したり、ネズミやゾウに変身してホール

の中を動き回ったり・・・と、耳を凝らして音を聞き分ける様子や動物になりきって鳴き真似や動きに

こだわる様子など、からだいっぱい楽しく積極敵に取り組んでいました（＾＾） 

 

お礼とお願い 

 

〇入園後、沢山の備品にお名前をご記

入頂きありがとうございました。 

 

◎ご家庭に不要なタオル・ビニール袋・

紙袋がありましたらご提供頂けると助

かります。ご協力お願い致します。 

 

◎今月はプールあそびも予定しており

ますので、水着の着脱をご家庭でも一

緒に練習してあげて下さい。よろしく

お願い致します。 

 

ＰＡＮＤＡパワー 
7 月号 

 

なってしまうこともありますが、日によって変わる子どもたちひとり一人の気持ちに寄り添うことを大切に

していきたいと思います。今月もパンダ組の子どもたちが「やってみたい！」「面白い！！」と思えることを

一緒に探求していきたいと思います！ 

 

 



 

  

だんだんと暑い日が増えていき、夏の訪れを感じる今日この頃。保護

者の皆さまはいかがお過ごしでしょうか？ 

さて、早いもので入園式から１か月が経とうとしています。少しずつ

幼稚園での生活にも慣れ、「おはよう！」と挨拶をしてくれたり、朝の用

意や給食の準備も少しずつ自分の力で頑張ってみようとする姿が見ら

れるようになりました。「もうこれできたで！」と教えてくれる子ども達

の表情はとても嬉しそうです。今月もそんな子ども達と一緒に元気いっ

ぱいに過ごしていきたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

 

 

 

コアラ組クラス通信 

担任 村中千秋 

      

7 月号 

今月の主な遊び・活動 

・水を使って遊ぶコーナーを作ります。 

・絵の具で思いっきり描いて遊びます。 

・楽器を使って遊びます。 

 

 

 

お給食がんばっています！ 

 ６月中旬からいよいよ一斉登園、１日保育が始まり

ましたね！やっとコアラ組の子ども達２１人が揃うこ

とが出来ました。お給食もみんなで楽しく食べていま

すよ♪みんなで「いただきまーす！」のご挨拶をする

と、しばらくはお部屋がしーんとなるほど黙々と食べ

ているコアラ組さん。しばらくすると、「もうこれ食

べたで！」「おかわりしたい！」といった元気な声が

聞こえてきます。時には苦手な食べ物が出ることもあ

りますが、この 1年で１つでも多くの食材にチャレン

ジしていけたらと思っています。少しずつ頑張ってい

こうね！ 

初めての○○○ 

 お道具箱に入っているもので遊んだりもしています。お散

歩が大好きなクレヨンさんとは、大きな白い画用紙の上を一

緒にお散歩♪びゅーんと真っすぐ進んだり、ぐるぐる回って

みたり、ジグザグの道を進んでみたり、好きなように描いて

遊びましたよ。マーカーペンさんとは、丸い画用紙や細長い

画用紙の上をお散歩してみたり、クレヨンさんとはまた少し 

違った遊び方をしてみました。何色ものマーカーを重ねて描

いてみたり、子ども達なりの思いが溢れる素敵な作品が出来

上がりましたよ。これからも色んなものとの出会いを楽しみ

ながら、遊びの経験をたくさん積んでいって欲しいです。 

 

折り紙を、、、 

 色んな形に変身することができるお友

達として子ども達に紹介したのは色とり

どりの折り紙。大きなものから細く切っ

てあるものまで様々です。その折り紙を

「へーんしん！」の合言葉と共にたくさ

んちぎって遊びました。「うわぁ！こん

なにちっちゃくなったで！」と小さくち

ぎってみたり、「丸くなった！」と言い

ながらくしゃくしゃに丸めてみたり、色

んな形に変身させて、嬉しそうな子ども

達でした♪ 

みんなで歌おう♪ 

 朝の会では、元気いっぱいに歌

う子ども達の姿が見られます。特

にお気に入りの歌は『カエルの歌』

ぴょんぴょんと跳ねながらカエル

になりきって歌っていますよ♪そ

の姿はとっても可愛らしく、思わ

ず笑ってしまう程です。これから

もこんな風に色んな歌を楽しみな

がら、時には全身を使って歌って

いきたいなと思います。 

  

お願いします 

・ご家庭に不要なタオル・ビニール袋があれば

お持ちください。 

・水筒の開け閉めをご家庭でも一緒に練習し

てあげて下さい。 

 

 

 

コアラッキー 

☆ 
Days 

 



ひばりっこの 

足跡 

足跡 
ひばり組クラス通信 

～７月号～ 

担任 白岩千春 

 

～これって何の足？～ 

雨の日に濡れた上靴の裏。そのままウッドデッキを

歩くと・・・「うわ！足の形！！」と大発見。つま先

だけや、掌までお部屋の前に形がいっぱいになりま

した。そこでお部屋で遊んでいる恐竜コーナーに平

らにした粘土を置き、フィギュアの足跡をつけて遊

べるようにしてみました。力加減で変わる大きさに

ワクワク♪「これなーんだ。」と足跡クイズも始めま

した。楽しみながら動物の足跡の微妙な違いに気づ

けたらいいなと思っています。 

～魚がいたよ！！！！！～ 

芝生に出るたびに気になって仕方がないビ

オトープ。そこには、メダカが気持ちよさ

そうに泳いでいます。「魚がいた！」と初め

て見た日には、その場にしゃがみ込み、ビ

オトープで、じっくり泳ぐ様子を見ていま

した。じっと眺める子、「同じ方に泳いで

る。」「赤色もいてる。」「ちょっと大きいか

らお母さんかな。」等、気づいたことを次々

話してくれる子も。そんな皆の気づきを受

け止め、大切にしながら、これからの保育

を広げていきたいです。 

～雨‼水‼大好き‼～ 

梅雨空のこの頃。ひばり組さんは感

染症予防で使用している、ペーパー

タオルを、雨の日は雨に濡らし、く

ちゃくちゃに。晴れの日は水道で濡

らし・・・。と、不思議な感触と冷

たくて気持ちがいい水で遊びたい

様子。ペーパータオルはもったいな

いけれど、皆の「やりたい！」を叶

えたい！と活動を考えています♪ 

 

 

 

 

 

 

  

  

暑い日が続き、水遊びが楽しくなってきたひばり組さんです。皆様、い

かがお過ごしでしょうか。新しい生活も一か月が経ちました。子ども達

は、「手伝って。」と言いたくなることや、「寂しい。」と思うタイミング

が何度もあったと思います。しかし、保護者の皆様が笑顔で送り出し、

また帰った際には、園での様子に耳を傾けてくださっていたからこそ、

「頑張ろう。」と登園できたのだと思います。ご協力ありがとうござい

ます。少しずつ、園生活に慣れてきた子ども達です。自分でできるとい

うことに自信を持ち、みんなと一緒に活動する楽しさが増えるよう、努

めていきます。今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・水に親しみながら、気持ちよさや、音・流れを感じたり様々な

素材を用いたりしながら水遊びを行います。 

・ピアノや楽器に合わせて体を動かすことを楽しみます。 

 

 

 

～「できた！！」の経験～ 

初めて自分のことを自分でする子ども達。

「マスクつけて～。」「水筒あけて～。」「こ

ぼれた～。」と、困った時に、素直に助けを

求めることができる力が素敵です。しかし

これから、『自分でできた』の経験を増やす

べく、どうすればうまくいくのかをその都

度伝えてきました。「先生できたよ！」と満

面の笑みで伝えてくれる姿がとても眩し

く、私も一緒に嬉しさを感じています。で

きるという自信が、今後の活動に繋がるこ

とを期待して、関わっていきたいです。 

★水着、衣服の着脱を一緒に練習して

あげてください。 

★暑い日が続くので水筒のお茶の量

の調節をお願いします。 


