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澄んだ空に新緑が美しい季節となりました。初登園から

およそ十数日という短い期間ではありますが、子ども達は

自分のマークを覚え、「リュックはこっち！」などと、少し

ずつ自分で朝の支度を頑張る姿が見られるようになってき

ました。寂しさから涙が溢れてしまうこともありますが、好

きな遊びを見つける中で、「こんなんできたよ！」と笑顔が

溢れます。うさぎ組１９人、笑顔の時間、夢中になる時間が

どんどん増えるよう、精一杯努めてまいりますので、今月も

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

はっぴー☆ 

らびっつ 

うさぎ組クラス通信 

担任：髙石晴香       

みんなでいただきま～す！ 

一日保育が始まると共に、お給食が始まりまし

た。初日は「僕のエプロンどこ～？」「どうやって

着るの？」と準備に大混乱(笑)配膳されたお給食

を目の前に「おいしそう♡」と目を輝かせ、一口

ぱくっ。「みんなでいただきます、するから待って

てね～！」と声を掛けながら、思わず笑ってしま

いました(^^)自分のペースで食べ進めたり、おか

わりをしたり、苦手なものも口へ運ぶと一緒に食

べれた子もいたり♫「先生のご飯、めっちゃおい

しかったな！」と、私が作っていると思っている

ようでしたが(笑)、これからまた少しずつ色んな

食材に挑戦しながら、楽しい給食の時間にしてい

きたいと思います。 

園内探検に行きました！ 

 「みんなに木の実幼稚園を案内するね！」とやっ

てきたうさぎのパペットのぴょん吉くん。探検チケ

ットを首から下げ、「ここは先生たちが電話をしたり

お仕事をする事務所だよ。」「ここではみんなのご飯

を作っているよ。」とぴょん吉くんの案内を聞きなが

ら、シールを集めて嬉しそうなみんな。「こんにち

は！」と出会った先生たちにも挨拶をしながら、園

内探検を大満喫のうさぎ組さんでした(^^) 

お ね が い 

衣替えがあります。夏服にも名

前のご記入よろしくお願い致し

ます。（ご兄弟やお友達のものを

着用する場合は、名前の書き換

えをお願いします。） 

クレヨンくんこんにちは！ 

お道具箱からやってきたクレヨンく

ん。「青くんはビューンと走ることが

得意なんだ！」とクレヨンを擬人化

しながら、まっすぐやギザギザ、ク

ルクルなど色んな線が描けることを

伝えました。「早くやりたーい！」と

ワクワクいっぱいの子ども達。クレ

ヨンを手にとるとさっそく「黄色ち

ゃんにしよ！」「ぐねぐねに走れた

よ！」と描きながらできた形を喜び

「見て見て～！」の声がいっぱいの

ひと時となりました(^^) 

今月の遊び・活動 

・園庭で見つけた草花を使って、 

ごっこ遊びを楽しみます。 

・絵の具を使って遊びます。etc… 
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 入園から、早くも１ヶ月。幼稚園の色んな所で見られる色鮮やかな草

花や虫たち。子ども達の興味は広がり、夢中になる物でいっぱいの季節

がやってきました。少しずつ園生活にも慣れ、元気に挨拶をして登園す

るひよこ組さん。素敵な笑顔と明るさにいつもパワーをもらっています。 

最近では、少しずつできることが増えてきて、身の回りのことを自分の

力で取り組む姿も見られます。又、周りの子のお手伝いをしてあげたり

と優しい姿も沢山見られます。今月も子どもたちの自信に繋がる体験を

し、笑顔溢れる日々を過ごせる様、努めてまいりますのでどうぞ宜しく

お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

ひよっこ 

メモリーズ♪ 

ひよこ組クラス通信 

担任 林優夏   

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。  ・筆や絵具を使って描く面白さを感じながら遊びます。 

・サーキット遊びをしたり、リズム・音に合わせ様々な体の動きを楽しみ遊びます。  

 

 

 

《初めての ○○》 

 通常保育が始まり、給食を食べたり粘土やク

レヨン・マーカー・のり等お道具箱のお友達と

遊んだりと初めての経験が沢山！ 

描き遊びでは、大好きなお家の人やお友達の絵、

思い思いの絵を夢中になりながら描く姿が見ら

れました♡ 

又、その作品を「お母さん達に見せたい！持っ

て帰りたい！」という声が聞こえてきて、参観

や懇談で見てもらえることを伝えると楽しみに

する子ども達でした！ 

園内探検に、Let's〜Go!! 

園生活に慣れてきて、お部屋に来るまでに様々な自然を

見つけては、こんなのがあったよ！と嬉しそうに教えて

くれ、出会う物に興味津々な子ども達。そこで園内探検

に行って来ました。色んなお部屋を巡る中で「ひよこ」

と「ひばり」鳥は同じでも違いを知ったり、ここでも色

んな発見がありました☆又、大きな音が聞こえる向こう

側では何をしているのか？工事の音をよく聞いていた

みたいで、声や表情で一生懸命教えてくれました（笑） 

みんな大好き！お外遊び★ 

入園当初から、お外遊びをとても楽しみにし

ていた子ども達。先生やお友達と駆け回った

り、トランポリンで繰り返し遊んだり、季節の

虫や花等も発見し観察したりと様々な姿が見

られました。新しいことや何かを発見した時

の表情って、本当に素敵ですね。これからもそ

んな素敵な姿を大切に色んな物に触れて行き

たいと思います。 

 

お願いします。 
ご家庭に不要なタオルや袋がありましたら、 
お持ち頂けると嬉しいです。 
 
又、こちらのマスク名前がない落とし物です。 
お心当たりのある方は、お声掛け宜しくお願い 
致します。マスクにも名前のご記入お願い致し 
ます。 
 

★ひよっこ エピソード★ 

★大人気のままごとコーナーでは、紐通し

のおもちゃを具材に見立ててアイスクリ

ーム屋さんに変身！  

★鶏のお腹の下に 

ひよこが入っている 

パズルで遊んでいると、 

親子のごっこ遊びが始まりました。 

★狼がみんなの所に近づいてくる絵本。 

「ドキドキ、ヒヤヒヤ」しながらも 

「ヒーッ！」と笑ったり「ほっ♡」と安

心したりと楽しむ子ども達の姿に読みな

がら思わず笑っちゃいました。 



あひるんるん 
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元気にお外遊び 

晴天のもと芝生でお外遊びをしました。 

トランポリンを楽しそうに飛んでいたり、

石を並べて家を作ったり、ダンゴムシを発

見したりしていました。 

それぞれやりたい遊びを見つけて、夢中に

なっていました。「入れて」「いいよ」と、

友達との関わりも少しずつ広がってきま

した。これから気候も良くなるのでたくさ

んお外遊びをしたいと思います。 

 

風を心地良く感じられる季節になり、早くもドキドキワクワクの入園式

から１ヶ月が経ちました。少しずつ幼稚園生活に慣れ笑顔で過ごす時間

が増えたように思います。朝の用意を自分でやってみようとする姿やお

友達に教えてあげようとする姿も見られ気持ちにゆとりがでてきたよ

うです。遊びの場面では、自分の好きな遊びを見つけて遊んだり、お友

達のそばに行って同じ遊びを楽しんだりと遊ぶ姿からも成長がみられ

るようになってきました。「やってみたい！」「遊んでみたい！」 とい

った挑戦する気持ちに溢れていていつも子どもたちはワクワクしてい

ます。そんな気持ちを大切に今月は色々なことを経験して楽しい毎日を 

 

 

 

 

 

 

 

 

アヒル組クラス通信 

担任 河谷茶々       

今月の主な遊び・活動 

・サーキット遊びでジャンプをしたり、くぐるなど

様々な身体の動きを楽しみます。 

・外で出会う虫や生き物に親しみます。 

 

 

 

粘土で、、、 

子どもたちが、とても楽しみにしていた粘土あそ

び。粘土を手にとって嬉しそうでした。「きもちい

い！」と粘土の感触を楽しみながら、早速手のひら

で転がして細長くしてみたり、とんとん叩いて平ら

にしてみたり、おだんごをたくさん作って積み上げ

てみたり…。「見て～こんな形ができた！」と嬉し

そうに見せ合っていました。どんどん楽しくなって

きて、粘土箱の中の粘土がなくなるほどでした。お

友達と見せ合いながら会話を交わし、たくさん笑い

声が聞こえてきました。 

 

 

初めてのお給食 

お給食が始まりました。朝から「今日のお給食

は〇〇やで～。」と嬉しそうにメニューを伝え

てくれて、楽しみにしているようです。お給食

の準備や、エプロンの着脱など自分で出来てい

て驚きました。皆で声を揃えて「いただきま

す。」のご挨拶をし、自分で食べながら「美味

しー！」とほっぺが落ちそうな笑顔で食べてい

ました。少しずつ苦手な食べ物も食べられるよ

う、無理なく挑戦していこうと思っています。 

園内探検に行こう！ 

木の実幼稚園にはどんなお部屋があっ

て、どんな人がいるのかな？と探検カー

ドを首からぶら下げ、手繋のお友達（背

の順で並ぶ時に手を繋ぐ、男女のペアを

決めています。）と仲良く園内を巡りま

した。お給食室ではガラス越しに中の様

子を見て、「鍋めっちゃでかい！」「いい

匂いがするー！」と笑顔で伝えてくれま

した。いろいろなお部屋の人や物に興味

津々でした。探検カードの溜まったシー

ルを見て数え、「ヤッター、6 個たまっ

た！」と、とても嬉しそうでした。 

 

お願いします 

・ご家庭に不要なタオル・ビニール袋がありました

らお持ちいただけると嬉しいです。 

・牛乳パックを一人一つ持ってきてください。 

・全ての持ち物に名前を書いてください。 

５月号 

過ごしていきたいと思っています。どうぞ宜しくお願いします。 

 

 



 

  

 園庭に心地のいい日差しが差し込み、過ごしやすい季節になりました。 

入園式から約一か月経ち、子供たちも園のリズムに少しずつ慣れて過ごし

ています。「今日のご飯何～？」「今日はどんな事する？」と積極的に聞い

てくれる子供たちもいます。まだまだ寂しくなる事もありますが、少しず

つお友達の顔を見て笑い合ったり、何かたずねてみたり名前を呼んでみる

など関わり合う姿も見られるようになり、パンダ組のお部屋、パンダ組の

お友達と自分の落ち着いて過ごせる場所を見つけているようです。 

今月も子供たちがさらにワクワクした日々を送れます様、一生懸命保育を

行って参りますので、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

パンダスタジ

オ 
パンダ組クラス通信 

担任 久川 純奈       

５月号 

今月の主な遊び・活動 

・筆を使って描く面白さを感じます。 

・タンバリンなどの楽器を使って鳴らして遊びます。 

・体育遊びでは、ジャンプやくぐるなど様々な身のこなしを楽しみます。 

 

 

 

お道具箱のお友達と遊んでみよう！！ 

第一回目は、クレヨンで遊びました。クレヨンの

箱から「出ておいで～。」とみんなで声を掛け出て

きた色とりどりのクレヨンに「赤と、黄色と紫と 

。」と思わず声に出して言ってしまう程、どの色を

使おうとかキラキラの目で見つめる子供たち。 

好きな画用紙を選び、みんなで描いてみました。

自分の顔、お母さんの顔。とお話ししながら描く

子や、遊園地やご飯など好きなものを描く様子も

見られました。これから園内でも、『沢山の好き』

を見つけて、みんなでシェアしていけるといいな

ぁと願う担任でした。 

 

ちょうちょさんこっちにおいで～。 

外遊びへ行ったとき、蝶々やテントウムシ、ダンゴムシなど

様々な生き物に自ら関わりに行く姿が多いパンダ組さん。ちょ

っと怖くても「見てみたい！」と覗く姿もあり、生き物に親し

みを持って接しています。そんな外遊びの時間、蝶々と一緒に

なりきって模倣遊びをしようと、私が手を広げパタパタさせて

いると、「蝶々さんこっちへおいで～。」「美味しい蜜があるよ

～。」と蝶々になっているのはなぜか私だけで(笑)。子供たちは

みんなお花になっていました(^^♪芝生のあちこちを「こっち

こっち～。」と走り回り、心地のいいお天気の中、体を沢山動

かして遊んでいます。 

粘土さんこんにちは。 

園に持ってきた日から、「粘土したい！」と楽

しみにしていた子供たち。いざ粘土をする日

には、ケースの動物の柄が目に入りその話か

らも盛り上がる程でした。伸ばしたり、潰した

り丸めたり、色んな形に変身する粘土。子供た

ちにとってとても魅力的で、それぞれの表現

を楽しんでいました。「これ見て。」「こっちは

いっぱいのドーナツ。」と出来た物のお話も沢

山聞けました。今度は、粘土プラス○○と何か

と組み合わせて遊んでみたいと思います。 

  園内探検へレッツゴー！ 

探検チケットを付けて、園内探検へ

出発しました。初めて上がる二階に

気持ちを弾ませながら、一歩ずつ階

段を上ります。途中見つけた小さな

窓から見えるお給食室さんをじっと

見つめたり、年長さんのお部屋があ

る二階の大きな窓から、「パンダ組さ

んのお部屋が見える～！」と笑顔も

見られシールも集めて楽しい探検に

なりました。 

お願いします 

造形遊びの素材に使いますので、ト

イレットペーパーの芯や、お菓子の

空き箱などありましたら持たせて

あげてください。 

 



 

 

 

 

   

 ５月の爽やかな風に乗って、いろんな生き物たちが園庭に遊びに来て

くれる今日この頃。早いもので入園式から一か月が経ちました。園生活

にも少しずつ慣れてきたコアラ組のお友達。「これは、ここでしょ！」

「先生もう出来たで！！」と朝の準備も得意気に見せてくれます。 

 朝の涙の時間がぐっと短くなったお友達、勇気を出してお友達の輪の

中に入って遊ぶお友達、バスで仲良くなったお兄ちゃんお姉ちゃんに手

を振っているお友達。この一か月で沢山の新しいことに挑戦し、日々少

しずつ成長をしていく子どもたち。今月もそんな子ども達のチャレンジ

や勇気を出す瞬間を逃さないように、日々を大切に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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOALAの気持ち 

５月号 
コアラ組クラス通信 

担任 葛木裕子 

今月の主な遊び・活動 

・サーキット遊びを通して、ジャンプやくぐる等の様々な動きに挑

戦します。 

・ピアノや楽器に合わせて身体を動かしたり、変身あそびを楽しみ

ます。 

 

 

おいしいお給食「いただきます！」 

 「今日の給食何かな？」と、いつもワク

ワクのコアラ組さん！慣れないエプロン

の着脱に苦戦しながらも、嬉しそうに素敵

なエプロン姿を見せてくれます。 

「いただいます！」のご挨拶をして、まず

はみんなで一緒に楽しく食べることを目

標に過ごしています。「これ嫌い。」と、苦

手な物もあるけれど、お友達や先生と少し

ずつ「食べられた！」「おいしい！！」の経

験が積めるように一緒に楽しみながら頑

張っていきたいと思います。 

「もういいかい？」「ま～だだよ！！」 

大好きなお外遊びで人気なのがかくれんぼ。

「先生、もういいかいして！」と私が数えてい

る間にお友達同士で顔を寄せ合い木々に身を

隠して遊んでいます。「もういっかい！」「次は

先生が隠れてな！」と、お友達や先生とのふれ

あいを楽しんで遊んでいます！ 

木の実幼稚園を探検しよう！！ 

先日、探検カードを首から下げて幼稚園を探

検して来ました。初めて見るお兄ちゃんお姉

ちゃんたちのお部屋に少し緊張した顔のお

友達や綺麗な園庭のお花に気がついたお友

達。特に興味津々だったのはお給食室。「う

わ、大きい鍋あった！」「なんかいい匂いす

る～。」と瞳を輝かせて見ていました。 

 幼稚園のことを沢山知って、さらに大好き

になってくれたら嬉しいです♡ 

「みてみて！！こんなんいるで！」 

１日保育が始まり、待ちに待った 

お外遊びが始まりました。季節の 

草花がいっぱいの園庭には蝶や蛙などいろんな生

き物たちも遊びにやってきます。特に人気なのが

ビオトープのメダカさん。「ちっちゃいのいる。赤

ちゃんかな？」「赤いのはお母さんちゃう?」と、

いろんなお話を聞かせてくれます。そんなかわい

い子どもたちの言葉にいつもほっこり温かい気持

ちになります。 

お願いします 

切り開いていない牛乳パックを

集めています。 

御協力お願い致します。 

 

５月号 

上手に木の陰に隠

れています！ 



５月号 

 

 

 

 

 

 

 

  

 若葉の緑がすがすがしく感じられる今日この頃、皆様元気にお過ご

しでしょうか。ピカピカの制服に身を包んだひばり組の皆が、入園式で

木の実幼稚園に来てから一か月が経ちました。最初は泣いてしまうお

友達もいましたが、今では自分で朝の用意をしたり、給食を食べたりと

毎日先生やお友達と一緒に笑い合いながら、過ごしています。まだ少し

寂しくて泣いてしまう場面もありますが、沢山楽しい経験を積み重ね

て、何か一つでも好きなものが見つかるよう、これからもサポートさせ

て頂きます。どうか幼稚園で一人、頑張るお子さんをお家で沢山褒めて

あげてください！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひばりたちの 
おしゃべり 

ひばり組クラス通信 

担任 山岡桜子 

今月の主な遊び・活動 

・ピアノに合わせてお返事したり、体を動かして遊びます。 

・サーキット遊びでジャンプしたり、くぐる等、様々な身

体の動きを楽しみます。 

 

 

 

 初めて木の実幼稚園に来て一週間が経った日、

給食が始まりました。まだ少し泣いているお友達

もいる中、（皆ご飯食べられるかな…？）とドキ

ドキしていましたが、ひばり組のお友達は給食が

好きなようで、自分でスプーン・フォークを持っ

てしっかり食べていました。もちろん給食の用意

も先生がお手本として書いたイラストを見なが

ら、自分たちでしました。エプロンや帽子はまだ

難しいお友達もいましたが、先生に「手伝っ

て。」と自分から声を掛けることも出来ました。 

 お野菜が苦手なお友達も少し食べてみようと声

を掛けると食べてくれたり、ご飯と一緒なら食べ

れる！といったお友達もいました。おかわりを１

回、２回、３回…と沢山してくれるお友達も。 

皆初めての事にドキドキ不安な事も沢山あると

は思いますが、先生の話をしっかり聞いたり、分

からない事は質問したりして、積 

極的に自分でやってみようとす 

る姿が見られます。これからも自 

分で出来る事をどんどん増やして 

いきたいです♪ 

ひばり組の皆のクスッと笑ってしまった 
エピソードを紹介します♪ 

 

・先生が手に書いてくれた絵を見て、ずっとにこに

こ嬉しそうに見つめるお友達。 

・泣いているお友達に大丈夫だよとなでなでするお

友達。それを見て素敵だと思い、真似をして、泣

いている子を見つけてはなでなでするお友達。 

 朝の会では皆で朝の歌を歌っています。お家でも

歌ってくれているお友達が多いのではないでしょう

か。最初は先生が振り付けを付けて真似をして歌

う、という形で歌っていきましたが、歌が好きなよ

うで先生の声を必死に聞きながら、歌っています。

あるお友達は歌詞を真剣に聞いているがゆえに、ワ

ンテンポ遅れて歌うという姿も。特に最初の歌詞で

ある「あさだー、あさだー」は皆、気に入っている

ようで、コーナー活動やふとした瞬間に歌いだすお

友達もいます。またお家でも朝の歌について聞いて

みてあげてください。もしかしたら、素敵なお声で

歌ってくれるかもしれません♪ 

お願いします 

ご不要なタオル、ビニール袋ありがとうご

ざました。引き続き宜しくお願い致します。

また、不要なカップや空き箱等もございま

したらお持ちいただけると嬉しいです。水

筒の開け閉めをご家庭でも一緒に練習して

あげてください。 


