
 

  

 温かい日差しの中、日中は汗ばむようにもなりましたね。皆さまお変わ

りありませんでしょうか。さて、新年度が始まり、一か月がたちましたが、

少しずつ新しい環境にも慣れ始め、沢山の表情が見られる様になりまし

た。少し細かい色塗りコーナーを用意していますが、毎日、「先生見て！こ

こまで塗れたから続き明日する！」と、上手に塗れたことを見せに来てく

れ、翌日へ興味を引き継ぎながら遊んでいます。磁石で壁にすぐ飾れるよ

うにしているのですが、「これ誰の？めっちゃ綺麗！」と、友達の作品を褒

める姿も出て来ました。少しずつ周りへの関心から、グループへの活動に

繋げられたらいいなと思います。今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

にこにこ

星 
星組クラス通信 

担任 末吉奏絵    

５月号 

今月の主な遊び・活動 

・筆や手を使って絵の具で遊びます。         

・透明なファイルやペットボトルを使い、光に透かしたり、反射させたりして自然を感じます。 

・藍の花やピーマンの種を植え、水やりをしながら愛情を持って育てます。 

 

 

「今日からピアニー出来る？」と、持ってき

た日からずっと楽しみにしていました。初め

はパイプだけを使い、どこを咥えるのか、ど

こから息が出るのかを知り、パイプで息を吹

きかけボールを転がして遊んでみました。

「動いた！手使わんとここまで転がせた！」

と、パイプを使った遊びに夢中でした！最後

は５人ずつパイプでボールに息を吹きかけ、

誰が一番早くゴールできるか競争をして遊

びました。初日はピアニーを使いませんでし

たが、白熱した遊びになりましたよ＾＾ 

小型積み木も年中からの新しいおもちゃの一つです。

一人一箱ある積み木は子どもたちにとっても特別で、

ドミノの様にしたり、バランスを取りながら上に重ね

たりして遊んでいました。「見て！○○ちゃんと一緒に

作ったお城！」と、自然と周りの友達と相談しながら

作る姿もありました。片づけは大きいものから順番に

直す、という事が少し難しく箱から溢れかえり、「出来

ない！」と、困っている子も数人いましたが、上手に

片付けられた子が「違うで！これから直すねん。やっ

たるわ！」と、教えてあげていました。 

パイプで遊んだ翌日は、待ちに待ったピアニーです

♪パイプをセットした瞬間から音が出るピアニー

に釘付け！初めは自由に音を鳴らして遊びました。

白い所だけを弾いたり、黒い所だけを弾いたりする

中で、白鍵と黒鍵がある事を知りました。先生のピ

アノに合わせてストップゲームをしたり、ピアニー

を弾ける事がすごく嬉しく、皆輝いた表情をしてい

ました。年中から新しく使える物が沢山あり、ワク

ワクしているようですね😊終わった後は「もう終わ

りかぁ。」「あー楽しかった。」と、少し寂しげな、で

も満足気な様子でした☆ 

よく知っている園内ですが、タイムや、マーガ

レット等、沢山の花の写真を見ながら探した

り、メダカを見ながら「赤いの１匹と．．．小さ

い赤ちゃんもおる♡」と、見慣れたビオトープ

もよく見ると様々な発見がありました。昨年度

のひよこ組とうさぎ組の部屋は、年中 B グル

ープの部屋になっており、「前のお部屋とちょ

っと違うなぁ。」「あ、ひさよ先生！」と、昨年

度のお部屋や、先生に会い、喜んでいました。 

パイプで遊んだよ♪ ピアニーって楽しいな😊

顔 

園内探検👀 小型積み木で遊んだよ 



 

  
 気温が高くなる日が増え、もうすぐ夏が訪れることを感じる今日この

頃です。保護者の皆様はいかがお過ごしでしょうか？  

 雪組での生活がスタートして早１か月。始めはどこかぎこちない様子

だった子ども達も、今ではすっかり雪組として過ごす日々に慣れた様子

で、お友達と笑顔を浮かべながら一緒に遊ぶ姿が見られるようになって

きました。新しく同じクラスになったお友達と関わることも増え、こう

してお友達の輪が広がっていくんだな、と感じています。 

今月も子ども達と一緒に楽しんで毎日を過ごしていきたいです♪ 

 

 

 

 

 

snow memory 

雪組クラス通信 

担任 村中千秋      

5 月号 

今月の主な遊び・活動 

・工事で切られたメタセコイヤの木。ここから会話を広げて遊

びに繋げていきたいと思います。 

・絵の具を使って遊びます。 

 

 

 

東棟の工事が始まりました！ 

 ４月中旬、いよいよ東棟の工事が始まりました。新しい

園舎が完成するまで雪組のお部屋はホールです。最初はび

っくりしていた子ども達ですが、新しいお部屋にもすぐに

慣れ、変わりなく過ごしています♪実はこのホールのお部

屋からは、工事の様子がよーーく見えるんです。まさに雪 

組さんの特権ですね。それからは、毎日観察し、「今日は 

 

藍の種を植えました☆ 

 先日、雪組のみんなで藍の種を植えました。保護者の皆様は

藍の種をご覧になったことはございますか？藍の種ってすご

く小さいんです。子ども達はその種を初めて見たとき、「めっ

ちゃちっちゃいな～。」「種やからまだ赤ちゃんやねんで！」と、

その小ささに子ども達も驚いている様子でした。実際に種を植

えるときには、土を入れ、指で穴を開け、そこに種を入れ、、、

と、みんなで一生懸命にやっていたのですが、その小ささ故、

「種どっかいった！」といった声が聞こえてくることもありま

した（笑）こんな風にみんなで楽しみながら植えた藍の種。こ

の種からどんな芽がでてお花が咲くのか、今からとても楽しみ

です。 

初めてのピアニー 

 年中さんになってからも初めて出会う

モノ・コトがたくさんあります。その中の

１つがピアニー。まずは『息を吹くこと』

に注目し、パイプだけで遊びました。息を

吹きかけボールを動かし、「ちょっと疲れ

たわ～」とぽつり（笑）次の日にはいよい

よピアニーで音を出し、まずは自分の好

きなようにリズムを奏でて遊びました。

「音出た～！」と、とっても嬉しそうな子

ども達です。これからもたくさんピアニ

ーに触れて遊んでいきたいと思います。 

虹を見つけたよ♪ 

 外遊びでは、蝶やダンゴムシを見

つけたり、この季節ならではの出会

いに心を動かしている子ども達です

が、先日は綺麗な虹を見つけまし

た。あるお友達の「あ！虹や～！」

の一言から、「え？どこ～？」とみ

んな空を見上げていました。みんな

で虹を見つけると、「これ、写真撮

っといてな！」とリクエストをもら

い、素敵なひと時を過ごしました。 

お願いします 

年中になってからもお箸タイムを頑

張っています！ご家庭でもお箸やお

茶碗の持ち方などを、改めて一緒に確

認していただけたらと思います。 

 

○○○してるな～。」と興味深げ

に話しています。滅多に見るこ

とができない光景を間近に興味

津々の様です。新しい園舎が完

成するのが楽しみですね♪ 



ロックガーデンでは、可愛らしい花を咲かせたタイムが絨毯の

ように広がっています。子ども達は、しゃがみ込んでくんくん♪

「いい匂いするね。」とにっこり。少しずつ変わりゆく季節の変

化を様々な感覚で感じ取っては、伝え合っています。 

さて、早いもので進級してから１カ月が経とうとして 

います。今月も遊びの中で生まれる「なんでだろう？」 

の気持ちを大切に、そして一緒に面白がっていきたい 

と思います。今月もどうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Flowers time 

 

   

花組クラス通信 

担任 原口久代 

5 月号 

ちょうちょうが○○！！ 

虫かごの中の蛹が蝶に孵り、大喜びの子ど

も達。「餌あげないと！」「なんのお花が好

きなんかな～？」と子ども達。早速、園庭に

行き、「絶対これ！黄色いところが大きいか

ら、蜂蜜いっぱい入ってそう！」「このピン

ク可愛いから好きやと思う(^^)」とそれぞれ

が「これだ！」と思うお花を摘んで、お水と

一緒に虫かごに入れました。どのお花にと

まるかと観察するも、なかなかお花に止ま

らない蝶々に、しびれを切らし虫かごを揺

らす子も。（笑）しばらくすると、「とまった

～！！」と弾んだ声が部屋中に響きわたり、

「見せて見せて。」の大騒ぎでした。また、

観察を続けていると「羽の中に丸がある。」

「あ。動いた。ストレッチしてる！」と気付

いたことや感じたことを伝え合い、時折、

笑いが起こっています♪蝶々への興味・関

心が尽きない子ども達…皆の感じたことや

考えたことが、どんな遊びに繋がっていく

のかワクワクしますね。 

もう年中さんやもん♪ 

年中さんになると身の周りの色んなことが変化し

ます。お給食では、ワンプレートのお皿から、ご飯

茶碗を持って食べられる器に変わり、汁物用のお

皿も一回り大きくなりました。子ども達は、「え

ぇ！大人と一緒やん♪」「だってもう、年中さんや

から！」と喜んでいます。また、お箸を意識して使

って食べられるよう「お箸タイム」という時間を作

っています。色んな音楽が流れる楽しい雰囲気の

中、お箸の持ち方の他に、食事中のマナーを伝えな

がら美味しくお給食をいただいています。お家で

もお箸の持ち方等を見てあげてください。 

お花の蜜って美味しいの？ 

「お花の蜜ってどんな味かな？」と話をしてい

たある日。ツツジの蜜の話をすると、皆も吸っ

てみたいと盛り上がり、実際に吸ってみること

に♪吸い方を伝え、ツツジを銜えてチュ～。「…

ん？こう？」「味する？」とツツジを口から離し、

確認し合う子ども達。「次は白にしよう。」と色

を変えて再チャレンジ♪すると、「甘い！」「ピ

ンクより美味しい。」「どっちも味しなかった。」

「なんか蝶々みたい♪」等いろんなことを感じ

ていました。私も一緒にツツジの蜜を吸ったの

ですが、（２０年ぶりに）みんなのおかげで、新

たな気付きがありました。皆さんもツツジを探

して、一緒にやってみるのはいかがですか？ 

お願いします 

・空き箱、カップ、芯、ストローを集めています。 

 

タイムの花 

 

大きくな～れ♪ 

藍の種を蒔きました。毎日、水やりをし、芽が出

るのを楽しみにしている花組さん。藍の他に、ピ

ーマンの苗を育てます。育てる中で小さな変化を

楽しみながら、植物や食べ物を大切にする気持ち

を育んでいきたいと思っています。 

 

 今月の主な遊び・活動 

・園内外の自然に触れて遊びます。 

・絵具を使って遊びます。 

 

花組に新しくお友達が 

転入してきました♪ 



 

 

 

 

 

  

  晴れ渡った空に、新緑の青葉。すがすがしさを感じる季節になりまし

た。新学期が始まって早くも 1 ヶ月が経ち、新しい環境にも少しずつ

慣れてきている子ども達の様子が見られます。最近のお外遊びでは汗ば

むほどに走り回り、ダンゴムシやチョウチョなどの虫を見つけては、捕

まえようと虫網を持って追いかけていたり、今は謎の幼虫とダンゴム

シ、てんとう虫の幼虫をお部屋で育てようという話で盛り上がっていま

す。今月は遠足がありますね。自然に触れながら興味を深めたいと思い

ます。今月もどうぞ宜しくお願い致します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pigeon の Vision 

鳩組クラス通信 

担任 鈴木望 

5 月号 

今月の主な遊び・活動 

・絵の具を使った遊びをします。 

・音楽指導の山地先生と一緒に遊びます。 

 

 

 

    *園内探検に行きました* 

 知っている園内でもいざ様々な物を探

しに行ってみると、新しい発見がいっぱ

い！新しい年中組のお部屋はどこだろ

う？と探しに行った先でも工事現場を近

くで見る事ができたり、タイムとマーガレ

ットを探した時には色や匂いにも注目し、

じゃあこのお花はどんな匂いかな…と色

んなお花の匂いを嗅いでみたりする姿も

見られました。メダカのお母さんを発見し

て、赤ちゃんが元気に生まれるのを楽しみ

にしている声も聞こえてきました☆ 

*初めてのピアニー* 

パイプ遊びの次の日、沢山のお友達がピアニーをした

い！とリクエストしてくれたので、ピアニーで遊びまし

た。まずは手遊びで、リズムに合わせて一本ずつ指を使っ

て遊びました。小指を赤ちゃんに見立ててなりきりながら

遊ぶのが楽しかったようで、大爆笑の子ども達。ピアニー

では、みんなでお返事をしてみたり、たくさん音を鳴らし

てストップゲームをしてみたり。息を吹きながら鍵盤を押

すという２つの事を同時にする難しさを感じたお友達も

いたようですが、これからどんどんピアニーに触れて遊ん

で、楽しさを感じて貰いたいと思っています。 

  

    *パイプさんこんにちは* 

 パイプが先生の背後からニョロニョロ出て

きた瞬間、「出てきた！ピアニー！」とみんな

声を揃えて笑顔で答えてくれました。「これの

名前は知ってる？」と聞いてみると、「…ホー

ス？」と考えた末に話してくれました。パイ

プという名称を伝えて、まずは自分の顔に息

を吹きかけて遊んでみたり、息を使ってリズ

ム遊びをしてみました。最後はボールを息で

転がす遊びにみんなが夢中で、「こんなに遠く

まで転がった！」と自信満々の表情も見せて

くれました。 

 *手繋ぎのお友達と触れ合い遊び* 

 新しいお友達との手繋ぎの順番を決

め、2 人で触れ合い遊びをしました。

初めは手を繋いでお散歩をしようと、

ピアノの音に合わせて歩きます。ピア

ノのリズムや音の変化に身体の動きも

変化していきました。パチパチとんと

んのリズムに合わせて挨拶をしてみた

り、引っ張り合いっこやこしょばし合

いっこも。色んな触れ合い遊びをして

楽しみながら手繋ぎのお友達を知るこ

とができました。 

お願いします 

いつも素材集めにご協力いただきありがとうござい

ます！現在、種の話が盛り上がりつつあります。お家

で種や豆など不要な物がでましたらお持ちいただき

たいです。 

 



 

   さわやかな風に、温かい日差し。外遊びやお散歩が楽しい季節になり

ました。気温の変化は続きますが、皆様お変わりないでしょうか。 

子どもたちの緊張も日に日にほぐれ、「おはよう！」から始まる会話

がとても増えました。その中でも「先生今日はお外遊び～？」「ピアニ

ーするん？」と子どもたちの中で楽しみなことが増えてきたようで、と

ても嬉しく思います。５月も様々な遊びを通して、楽しさが広がってい

くことを願っています。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

Blue sky 

空組クラス通信 

担任 長谷川衣里 

5 月号 

今月の主な遊び・活動 

・ピーマンを育てます。 

・てんとう虫の模様（丸、点）に興味を持ち様々な造形 

に取り組みます。 

・体育遊びではサーキットに挑戦します。 

 

 

最近 の 空組さん 

 コーナー遊びで一緒に遊んだり、お給食の時間に

何気ない会話を楽しんだりと、だんだん空組さんで

の生活に慣れ始めたのかなと感じます。一方で、「一

緒に遊んだお友達のお名前なんだっけ…？」という

状況もあるようです。少しでも新しいお友達のこと

を知るきっかけを作るために、朝の会でお名前呼び

の時に「はい！」と返事をした後「好きな○○」

（色、食べ物、遊びなど）の紹介をしたりしていま

す。小さなことでも、友達同士の共通点を少しずつ

増やしていきたいと思います♪ 

コーナー遊びの様子 

・造形コーナーでは、パックなどの素材を組み合わせて遊

んだり、色々な紙を使ってリボン状に束ねて遊ぶのが大

人気です。 

・ままごとコーナーでは、「パーティーするからきて！」

「今からバーベキューするねん！」と嬉しそうに招待し

てくれたり、お料理を机いっぱいに並べて遊んでいま

す。 

・汽車コーナーでは、森や動物の積木と組み合わせて「動

物園」の間を通り抜けていく汽車など、机の大きさ以上

に道が続いて行きそうなくらい目一杯に遊んでいます。 

藍の種を植えました 

先月から藍の花を育て始めました。種

を植える時には、「ちっちゃ～！」「ごま

みたいやな。」といって匂いを嗅いでみ

る姿もありました。そんな小さい種に興

味津々の空組さん、藍の花がどんな風に

育つのかはおまだ楽しみです。「まだ芽、

出てないな～。」と毎日観察しながら、

大事にお水やりをし、育てています。 

子どもたちが植物を大切に思う気持ち

を一緒に見守りながら育てていきたい

と思います。 

みーつけた！！ 

お外遊びが大好きな空組さん。みんなでダ

ンゴムシを探し求めていましたが、なかなか

見つかりません…「どこに隠れてるんや

ろ？」「お昼はまぶしいから隠れてるんか

な？」という声もありました。そんな中一人

のお友達が「あー！先生見て！」と目を輝か

せながら見つめるその先にはてんとう虫が

いました♪嬉しそうに虫かごに入れ、友達同

士で観察し、てんとう虫に興味津々でした

(^^)５月はそんなてんとう虫をきっかけに

様々な造形活動をしたいと思っております。 

お願いします 

いつも素材集めにご協力いただきありがとう

ございます。今月はトイレットペーパーの芯

を集めています。よろしくお願い致します。 

 


