
 子ども達が進級し、あっという間に１ヶ月が経ちましたね。初めは少

し緊張していた様子があった子ども達も、次第に新しい環境に慣れ、友

達を誘って遊びの輪の中に入ったり、一つの遊びに夢中になって楽しん

だりと穏やかに過ごす様子が見られます。先日、何気なく「年長さんにな

ったみんなはどんなカッコイイ事ができる？」と聞いてみると、「年長さ

んっていうのはみんなに優しく出来る人やで。」「しっかり話が聞ける人

やで。」「トイレとか一人で行けるで。」と自信満々に答えてくれました(^^)

これから光組の子ども達が様々な出会いの中で成長し、みんなが思うカ

ッコイイ年長さんになってくれる事を楽しみにしています！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 

・色の濃淡を付けたりしながら鉛筆で線遊びをします。 

・水彩絵具やコンテを使って色の変化を楽しみながら遊

んでみます。 

・サーキット遊びで思いきり身体を動かしたり、鉄棒や縄

跳びなどに挑戦します。 

 

お願い 

・お給食では、衛生面に十分配慮しながら、姿勢を意識し

たり、お箸タイムを作ったりしながら楽しい時間になれ

ば…と思っています。ご家庭でもお箸やお椀の持ち方な

どを一緒に確認してみてください◎ 

 

  

光の言葉 

５月号 
光組クラス通信 

担任 上野 絢子 

園内探検に行ったよ！ 

幼稚園の中には、ビオトープやロックガーデンな

ど、草花や生き物を身近に触れられる場所がありま

す。子ども達に、「芝生のクローバーはどこにある

でしょう？」、「ビオトープにはメダカが何匹いるで

しょう？」とクイズをしてみると、「えー、わから

んなぁ。」と話していたので、園内にある草花をじ

っくり観察したり、石の下や草に隠れている生き物

を探してみることにしました。よく観てみると、

「この花は、花びらがギザギザやなぁ。」、「この

虫、てんとう虫と同じ色やけど形が違うで！」など

様々な発見が…！特に虫には関心が高い子が多く、

時間を忘れて観察する子や「何虫か調べてくる

わ！」とわくわくした表情で教えてくれる子もいま

した。また、見つけたものをじっくり観ながらスケ

ッチをしてみると、細かいところまで工夫して描く

姿があり、その表情はとっても真剣でした(^^) 

太陽ってさ… 

虫眼鏡のお話の続きですが、ある子が「虫眼鏡

に太陽のパワーが当たってるから燃えるねん

で。」とみんなの前で話すと、「そうか！太陽は

火やもんな！」、「でも火やのに赤色じゃない

で。」、「太陽ってなんであんなに暑いんやろ

う。」と話が盛り上がりました。話は広がってい

き、今は宇宙にある太陽について話をしていま

す！どんな会話が繰り広げられるのか私もまだ

考え中ですが、子ども達の興味を伸ばしていき

たいと思います(^^) 

虫眼鏡で実験してみたら… 

虫眼鏡を持って園内探検に出かけた子ども

達。「葉っぱが大きく見える！」と虫眼鏡を

使ってじっくり観察していると、「虫眼鏡を

使ったら地面が光るよ！」と発見した事を教

えてくれる子がいました。子ども達と何で光

るんだろうと話す中で、「この光のパワーで

葉っぱを燃やせるんだよ。」と伝えてみる

と、「やってみたい！」と興味津々！先生が

しっかりと見守る中で実験してみると、じわ

っと煙が出て子ども達は大興奮でした！実験

するといろんな人に伝えたくなったようで近

くにいた先生達に「見てー！こんなんして

ん！」とやり方を一生懸命伝える姿もありま

した。試してみる、その経験を誰かに伝えて

みる、そんな経験を繰り返して、いろんな発

見をしていってほしいです◎ 



 

 

 

 

 

 

少しずつ松組での生活に慣れ、お友だちの名前も呼び掛ける声が聞こえ

るようになってきました。「先生、お当番さんも決めな！」「○○組では

～してたで！」とこれまで経験したこと、自分たちができることに自信

をもって伝えられる様子は“年長さんだなぁ”と感じさせられました。

年長組になった喜びと共に気を張って頑張っていたことも４月は多か

ったと思います。皆様ゴールデンウィークはゆっくり休まれましたか？ 

連休明け、幼稚園での生活リズムを取り戻しながら、好きな遊びをじっ

くり楽しみ、お友だちとの仲も深まるような環境を作っていきたいと思

います。今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

一 本 松 

松組クラス通信 

担任 久保果穂       

５月号 

今月の主な遊び・活動 

・磁石を使ってくっつくものくっつかないものを試して遊びます。 

・リズムや音楽を聴いて様々な身体の動き、表現を楽しみます。 

 

 

 

初めての場所・年長組のおもちゃ 

４月は、お部屋の紹介や新しいおもちゃの紹

介などをする時間を作りました。光組と繋が

っているミニアトリエという小さなお部屋

が子どもたちにとって魅力的なようで寝こ

ろんでくつろぎ、「ここでおままごとするの

も楽しそう♪」と遊びの想像が膨らんでいま

した。 

おもちゃの中で、オセロのゲームをしなが

ら、「あれ？これ動く！」と磁石が引き合うこ

とに疑問と面白さを感じている様子があり

ました。 

 

年長組さん、皆で遊ぼう！ 

先日、年長組になって初めて全５クラスで集まり、綱

引きをして遊びました。クラス混合４つの動物グルー

プに分かれて総当たりで行い、初めは「勝ったのか

な？」と勝敗のつき方が分かっておらず、ぼんやりし

た反応がありましたが、最後の対決になると、「勝った

んちゃう！？」と手応えを感じる声も聞こえてきまし

た！初めてのこともやってみたら楽しかったと思う

経験や、これからみんなで力を合わせて取り組んでい

く様々なことが待っています。時には一生懸命に、そ

して達成感をみんなで分かち合える喜びを一緒に感

じられたらなと思います(^^) 

 

園内探検でスケッチをしました 

芝生、ロックガーデン、ウッドデッキを巡り、

皆の知っている場所ではあるけれど、よく見て

みると「木に卵がついているよ！」と見つけた

り、大きな石を持ち上げるとダンゴムシや、幼

虫が隠れていたり、発見も沢山ありました。そ

れぞれ気になったもの、見つけたものをスケッ

チしてみました。角が丸いお花や、ギザギザし

ているお花の表現を描いてみる子や、描くとい

うことに戸惑う子もいましたが、観たり触れた

りすることに興味を持って気づいたことをそ

れぞれ話してくれましたよ。 

松組にやってきたテントウムシ 

見つけたテントウムシと幼虫を松組に持っ

てきてくれて、今お部屋で様子を観察してい

る子どもたち。「テントウムシはアブラムシ

を食べるねん！」と教えてくれました。しか

しアブラムシが少なくなってくると、「お豆

がついた葉っぱ（カラスノエンドウ）にいる

よ！」「テントウムシのごはんを探そう！」

とお外遊びでいろいろな植物に触れながら

探しています。 

卵が産まれたり、サナギから成虫になったテ

ントウムシを見ることができたり、日ごとに

変化する様子にワクワクしています♪ 

先月は、不要タオルの寄付にご協

力ありがとうございました。 

 



 

  
爽やかな風の中、園庭のこいのぼりが気持ちよさそうに泳いでいま

す。早いもので進級式から約 1 ヶ月が経ちました。まだ竹組の子ども

達との生活もわずかですが、少しずつ子ども達の色んな姿を感じ、嬉し

く思います。コロナ禍も続き、まだ終わりの見えない不安な時期ですが、

対策を心掛けながら、子ども達の興味や色んな感性を引き出せるよう、 

様々なことに挑戦 していきたいと思っています。子ども達からはさっ

そく「こんなコーナー作りたいねん。」と実現するには何を準備すれば

いいのか等、動き出しています。そんな子ども達の思いを大切に見守り、

自分達できるんだ！と自信や達成感を持てるように支えていける存在

でありたいです。今月もどうぞ宜しくお願い致します。 
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竹組 クラス通信 

担任：高柴菜都乃       

５月号 

今月の主な遊び・活動 

・絵の具を使って色混ぜ遊びをします。 

・万博について話を深めたいと思います。 

・時計の読み方を伝えていきたいと思います。 

 

 

 

はじめましてが沢山！ 

年長さんになり、お部屋にあるおもちゃも初めて出会うものが沢山ありました。カードゲームや

オセロでは自然と人が集まり、新しいお友達と自然に遊びの中で話したり、関わる姿が見られる

ようになってきました。はじめましては遊びだけでなく年長さんの歌や、先日行った園内探検で

のスケッチなど、初めてのことに戸惑うことなく全力で楽しんでいるように感じます。今月は遠

足もあるので、遠足についても皆で話していきたいと思います。 

      なんでこんな所に？ 

芝生で遊んでいたある日「先生、アーモンド見つけ

ん。」と持ってきてくれた子がいました。「アーモンド

ってこんな所にあるん？」「でもほんまにこれアーモ

ンドなんかな？」と色んな意見がでてきました。その

日から会話の時間で皆とアーモンド？らしき種の話を

深めていると、チョコレートはアーモンドが成長して

できたのでは？という疑問が。意見は割れましたが

「植木鉢に植えて実験しよう。」という話になりまし

た。調べてきてくれた子がカカオ豆について教えてく

れたことをきっかけに、これから遊びが広がっていき

そうな予感がします♪ 

 時間を意識して…。」 

子ども達に常に時間を意識しながら

行動してもらいたい思いもあり、 

給食など食べる前に食べ終わる目標

時間を伝えるようにしています。自分

達で時間配分をできるように時計を

ちらちら見ながら少しずつ意識でき

るようになってもらいたいです。お給

食以外でも片付けの時間など初めに

伝えていると「後 5 分やで皆～！」

と知らせてくれたり、時間にも興味を

持ち始めているようです。 

お願いします。 

・ゼリーカップや透明のプラスチックコッ

プ、色んな食べ物の豆などありましたら

お持ちいただけると嬉しいです。 

・お着換え袋に靴下を常時入れて下さい。 

竹組に新しいお友達が 

来てくれました。 



 

 

  

今月の主な遊び・活動 

・プロペラや羽を作って手作りおもちゃを飛ばして遊びます。自分なりの工夫を楽しむだけでなく、風を感じ

て楽しむ時間を大切にします。 

・ハサミを使って切り開き遊びを楽しみます。細かく切ることを楽しむだけでなく、偶然生まれる形を何かに

見立てて遊んだりしてみます。 

 

 

 

園内探検を楽しみました！  

 何年も通って、園内のことはなんでも知ってい

るよと思っていた子ども達でしたが、園内探検を

通して、新たな驚きを楽しんでいるようでした。ビ

オトープ付近や、アトリエ近くのロックガーデン

に入って、様々な草花の観察を楽しみました。見る

だけでなく、香りを楽しむ子もいて、まさに五感を

使って探検を楽しんでいるようでした。日常の何

気ないところに、驚きや新しい発見が隠れている

ことがよくあります。これからも子どもと一緒に

膝を曲げながら、そんな新しい発見を一緒に楽し

める日常を大切にしたいと思いました。 

大きな飛行機を見つけたよ！ 

 園内探検の途中、頭上に大きな飛行機が飛んで行きました。

園内探検の振り返りの時にそのことが話題になって、飛行機に

ついての話題で盛り上がった梅組の子ども達。「大きいよね。」

「蝶より重いのになんで飛べるの？」「ジェットがあるからじ

ゃない？」「でも蝶にはジェットはないよ？」先日蛹から孵った

アゲハ蝶のことも思い出しながら子ども達とじっくり話し込

みました。コーナー遊びでは、紙飛行機等、羽根のある手作り

おもちゃをいくつか作って楽しむようにもなっています。遠く

に飛ばせる紙飛行機はどんなものか、一緒に探してみます！ 

梅組にメダカがやってきた！ 

 進級して数日経ったある日、クラスにメダ

カがやってきました。毎朝様子を見て、元気

かなぁと確認してくれる子がいるほど、子ど

も達の人気者です。新しいクラスでグループ

をいくつかに分けて、餌やり当番もみんなで

行うことになりました。自分があげた餌を一

生懸命食べるメダカの様子を、優しく見守る

子ども達の様子がとても微笑ましかったで

す。ビオトープにもいるメダカですが、そん

な身近な生き物を通じて心の成長が見られる

のは素敵だなと思いました。 

プレイタイムが始まります。 

年長で初めて始まるプレイタム。ア

メリカから来たメアリー先生と一

緒に、英語を使った歌やダンス、ゲ

ームを楽しみます。 

異国の文化に触れる良い機会なの

で、不思議に思ったことや、気にな

ることは、メアリー先生に話を聞き

ながら、特別な時間を楽しみたいと

思います。 

梅とウグイス便

り 
梅組クラス通信 

担任 田中祐太     

5 月号 

 ポカポカ陽気が気持ちのいい季節となりました。園内のビオトープに

はダンゴムシやメダカ等の姿が以前より多く見られるようになり、子ど

も達は目をキラキラさせながらじっくり観察する毎日です。 

 新しいクラスにも慣れてきて、クラスでの会話の時間には自分の思い

を話そうと手を挙げてくれることも多くなりました。面白い！楽しい！

をきっかけにして、色んな話で子ども達と盛り上がっていけたら良いな

と思っています。今月は遠足もあります。子ども達にとって最後のクラ

スが、楽しみで溢れるように目一杯頑張りますので、どうぞよろしくお

願い致します。 



５月号 

 

 

 

 

 

 

 

  

 風が心地良く新緑が美しい季節となりました。今年のＧＷはお家

でゆったりと過ごされた方も多かったことと思います。皆様お変わ

りありませんか。桜組になって早 1 ヶ月…思いの外新しい環境にな

っても戸惑いを見せることなく過ごせています。自然とお友達との

話が盛り上がり、会話の時間などでも「こんなことしてみたい！」

と子どもの方からもたくさん声があがるようになってきています。

生活リズムを整えながら、体調に気をつけて、たくさん遊んでいき

たいと思います。今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜の詩
う た

 

桜組クラス通信 

担任 柴田沙耶       

今月の主な遊び・活動 

・鉛筆を使って線遊びや文字遊びを楽しみます。 

・メアリー先生とのプレイタイムが始まります。 

・グループで話し合ったり、発表する機会を作ってみます。 

 

 

新しいクラスが始まりました。 

顔見知りのお友達が多いこともあって

か、すごくスムーズに新しい環境にも馴染

むことができていたように思います。コー

ナー活動では、年長さんになって初めての

遊びを楽しんだり、これから年長さんなら

ではの新しい経験もたくさんあると思い

ます。自分たちでできることがどんどん増

えてきているので、お友達と一緒に遊びを

展開していく面白さをたくさん感じても

らいながら、たくさん話をして一緒に保育

を進めていきたいと思います。 

鉛筆を使ってみよう！ 

年長組になって新しく増えたアイテム『鉛筆』。

持ってきたその日から、お友達と筆箱の中身を見せ

合い嬉しそうでした。4 月には、その鉛筆を使って

線遊びをしてみました。子どもたちと「線ってどん

な種類があるかな？」「迷路みたいにしてみる？」

といろいろ話しながら進めていきました。自分が描

いたものとお友達が描いたものを繋げてみると

…！？完成したもので遊ぶのも楽しいですよね♪

年長組では、これから少しずつ遊びの中でひらがな

などの文字にも親しんでいけたらと思っています。 

 

スケッチをしたよ！ 

 いつも年度初めに園内探険をするので

すが、年長さんは、園で見つけたものをじ

っくりと観察してスケッチしてみました。

ボードに挟んだ紙とペンを手にさあ出

発！「先生～これ描いてみるわ。」と見つ

けたお花や生き物をワクワクとした様子

で描いていました。最後は、見つけたもの

をお互いに発表し「同じの見たよ。」と共

有する姿も見られました。気に入って翌日

もスケッチを楽しむ子もいましたよ。 

グループで話を進めよう。 

 年長さんになってグループ活動

の機会も増えていきます。今回はお

当番活動を一緒にするお友達と、グ

ループ名決めをお願いしました。お

互いに希望を出し合うものの、なか

なかみんなの意見がまとまらず、最

終「合体させよう！」とワードを繋

げて少し複雑なグループ名になっ

たところもありました(^^)今後も

思いを調整しながら頑張ります！ 

＊コーナー活動で使えそうな空き

箱やカップ、毛糸、ストローなどあ

りましたら寄付をお願い致します。

いつもご協力ありがとうございます。 

 

 



 さわやかな風に温かい日差しが気持ちよく、外遊びが楽しい季節にな

りました。皆様お変わりはありませんか。 

 新年度が始まり、早くも 1 か月がたちました。子どもたちは少しず

つ新しい生活に慣れてきたように思います。私の名前も精一杯覚えよう

と「忘れちゃったからもう一回名前教えて」と照れながらも何度も素直

に訪ねてくれる姿がとても嬉しかったです。今月は年長さんになって初

めての遠足がありますね。今月も子ども達の声に耳と目をしっかり傾け

ながら子ども達のいろんな気付きや不思議を大切にしていきたいと思

います。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

tsubakindergarten 

 

 

椿組クラス通信 

担任 吉田真侑      

５月号 

今月の主な遊び・活動 

・光や影を使った遊びをしたいなと考えています 

・イメージを膨らませて描画活動をします 

 

 

 

年長さんになって 

 新しいクラス、そして幼稚園で一

番上の学年になったということで、

ちょっぴり不安や緊張もあると思い

ますが、期待も持って進級してくれ

たように感じます。年長ならではの

物・道具、おもちゃ。「早く筆箱使い

たい」と待ち遠しい様子が感じられ

ます。また、朝晩の挨拶や出席のお返

事も〈年長さんだからという〉意識が

あるのかすごくメリハリがあって格

好いい姿が見られた４月でした。 

学年交流会 

 4 月の終わりに年長全クラスを混ぜこぜにし

て４つのチームで綱引き大会をしました。綱引

き大会は大盛り上がりでみんなの汗と笑顔が光

っていました。お部屋に帰ってからも、「またや

りたい」という子がたくさんいて「紙で綱を作

ったらミニ綱引き出来るんちゃう」という声

も。この〈みんなと力を合わせて楽しい！〉の

充実した気持ちをばねに、今後の遠足やキャン

プ、運動会・・・様々な行事へ自信を持って取

り組んで欲しいなと思います。 

 

園内探検 

 年長さんでも園内をじっくりみて、面白い事、新しい

事を発見しに園内探検に行きました。そしてみんなに渡

されたのはマイネームペンとスケッチの紙、バインダー

です。スケッチに挑戦しましたが、さっそく面白いもの

を見つけてペンを動かす子もいれば、「まだ何かくか決

まらへん・・」という子、「ここにお花があったらいいな

と思ってん」と自分なりのイメージを描く子もいまし

た。初めてのスケッチに少し戸惑う子もいましたが、目

をキラキラさせ、一人ひとり自分なりの面白いものを発

見していました。これから少しずつ、じっくり観察して

描く面白さを味わって欲しいと思います。 

    見つけたよ、こんなもの 

 園内探検では、様々な発見をしていた椿組

ですが、終盤で一匹の幼虫を見つけました。

「椿に連れて帰りたい」「育てたい」の声があ

ったので連れ帰って話をしました。しかしそ

こには育てたいけど何の幼虫かわからないか

ら育て方が分からないという問題が。知って

いる知識をだし、皆で幼稚園にある図鑑も見

ましたがまだ謎のままです。答えは焦らずも

う少しみんなでああかな？こうかな？と考え

ていきたいです。（ちなみに私も何の虫か調べ

ていますがわかりません…。） 

お願いします 

いつもご協力ありがとうございます。引

き続き使えそうな廃材がありましたら

お願いいたします。 

 


