
最近の光組では太陽への興味から様々なお話をしています。雨の日が続

いてしまい、太陽の光を使った遊びのコーナーでは、「雨で太陽が隠れて游

ばれへ～ん。」と少ししょんぼりとした子ども達の様子もありました。ま

た、太陽のお話から火への興味も広がり、塩やホウ酸を使って火の色をオ

レンジや緑に変える実験を子ども達の前でやって見せると、「うわぁ！先生

魔女みたい！」とびっくりした表情で拍手してくれる子もいましたよ(^^)こ

の経験から、「なんでロウソクの火の下の方は青なん？」、「火とお湯やった

らどっちが強い？」など子ども達の中で、不思議だなぁ、なんでだろう？

と思う気持ちが広がっています。この素敵な気持ちを大切にしながら、た

くさんの遊びを考え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。 

 

今月の主な遊び・活動 

・ハサミを使って切り開きをして遊びます。またできた形を組み

合わせたりしながら、何かに見立てて遊んでみます。 

・自分の調べたこと、思ったことをみんなの前で発表する機会を

増やしていきたいと思います。 

 

 

 

 

  

光の言葉 

光組 クラス通信 

担任：上野 絢子     

６月号 

ちょっと素敵なお茶タイム♪ 

火をじっくり観る時間を作ってみようと、瓶に入れたロウソクを机

に置いてみると、ゆらゆらと揺れる火や机にできた瓶の影をじっと

見つめていた子ども達。ロウソクの優しい光にリラックスしたの

か、「眠くなってくる～。」とウトウトする子までいました。「お部

屋を真っ暗にしてロウソクで過ごしたい！」という話も出てきて、

最近では、お茶を飲む時間にロウソクをつけて過ごしています♪ 

また、「電気よりロウソクの方が好き。」と言う子もいたので、「昔

は電気がなかったから、灯りは全部火だったんだよ。」と話してみ

ると、「え！そうなん！？」と驚く子や、「知ってる！提灯で過ごし

てたんやろ。」と話す子も。「昔って大変やったんやなぁ。」としみ

じみ話す子もいて思わずクスッと笑ってしまいました。 

こんなところにマーク発見！ 

「なんでカタツムリの殻はグルグルうずま

き？」そんな疑問から「形」に着目して遊

んでみると、「先生！床の木がグルグルうず

まき！」などと、いろんな所から形を発見

する子ども達。次第にその興味は「マー

ク」へと変わっていき、商品ロゴ、標識な

ど、身近な形、マークを探して描いてみる

事を楽しんでいます。ご家庭でもいろんな

マークを見つけたらぜひ子ども達とお話し

てみてください(^^) 

メアリー先生と英語の時間♪ 

５月に入り、プレイタイムが始ま

りました！初めてのメアリー先生

に少し緊張した表情だった子ども

達ですが、歌って踊って英語に触

れる内に笑顔になって、「楽しか

った！メアリー先生センキュ

ー！」と自信満々な表情で英語を

話す姿がありました。その後も、

「センキュー！」といろんな所か

ら聞こえてきます♪ 

カタツムリみーつけた！ 

外遊びをしていると、「先生―！見てー！」とビオト

ープから子どもの大興奮した声が聞こえてきまし

た。駆け寄ってみるとカタツムリを発見！「凄い凄

い！」と目をキラキラさせる子ども達に入れ物を渡

すと、芝生に寝そべってカタツムリの観察をしてい

ました。お部屋に持って帰ると、初めは「怖い！」

と話す子もいたのですが、きゅうりやリンゴを食べ

る姿を見て少しずつ愛着が生まれたようで、『ひかり

かたちゃん』という名前までつきました◎今では、

かたちゃんがひょこっと顔を出すたびに「可愛い

～！」と言われる人気者です！ 

✿ようこそ、光組へ✿ 

６月から光組に新しいお友達が１人増

えます(^^)２２人になったクラスみん

なでいろんな経験をしていこうね♪ 



 

 

  

 雨の日が続き、なかなかお外遊びに行けず、お天気になることを願っ

ている松組さん。お部屋にいるテントウムシのごはんがなくなり、でも

雨で探しにいくこともできず…。「明日晴れたら絶対いれてあげよ！」

と気にかけて過ごしていますが「弱ってきてるで…。」「お家に帰してあ

げる？」「またアブラムシいっぱい集めれたら入れてあげよ！」と相談

をして、一度自然に帰してあげることになりました。身近な生き物を通

して、成長している子どもたちの思いやりの心に気づけたひと時があり

ました♪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       

６月号 

今月の主な遊び・活動 

・絵の具を使って模様遊びを楽

しみます。 

・グループで話合う時間や発表

する機会を作っていこうと思

います。 

 

時計のお話から・・・ 

秒針のない時計の針が進むことに興味を持ってお話

をしていた松組さん。砂時計も時間を教えてくれる

ものと実物を見ていると、「どれくらいの時間な

ん？」とみんなで数えて確かめていました。そんな

お話から、お日様は朝、明るい→オレンジっぽい→

いなくなる→紫っぽいとお空の色が変わることも出

てきました。「今日の空の色はちょっとグレーっぽい

な。」と空の色やお日様に着目しています。その日の

お空の色を自分で作ってみたいということで、絵の

具を使って色作りを楽しめるコーナーができそうで

す♪ 

磁石にくっつくもので遊んでみました♪ 

オセロの磁石の面白さから、磁石とくっつくものを探し

てみました。すると、「銀色のものがくっつきやす

い！」と分かってきました。みんなが発見したものに絵

の具を付けて箱の中へ入れ、磁石を箱の底で動かしなが

ら遊んでみると、素材が磁石に引っ張られて動きだしま

した！「トビウオみたいやな！」「紫色に変わってきた    

。」など、素材の動きや、色の混

ざりもずっと目で追って楽しんで

いました♪ 

鉛筆を使って遊ぼう！ 

「いつ使うのー？」楽しみにしていた鉛

筆を使っていろいろ遊んでみました。１

回目は、紙の下に気になったものを敷

き、鉛筆で擦りだして浮き出てくる模様

を楽しみました。別の日には、鉛筆の持

ち方や、書く時の姿勢などをみんなで確

認しながら、線遊びをしてみると、真っ

すぐな線やクルクル動かしトンネルのよ

うな線、ギザギザの線などなど面白い線

がたくさん描けました。遊びの中でいろ

いろな文字の特徴を知り、書いてみる時

間も作っていきます。 

プレイタイムが始まりました。 

メアリー先生と、英語で名前を伝えた

り、歌に合わせて一緒に踊ったりと、

楽しい時間を過ごしています。アメリ

カのお話も聞かせてもらい、気になる

こともいろいろと湧いてきた様子の子

どもたちです。その日から、お給食で

お茶を入れていると「サンキュー！」

と返事が返ってきて、英語を使って話

してみることも楽しくなっているよう

です！自然と耳に残り、お家でもリズ

ムよく口ずさむことはないですか(^^)？ 

お願い 

会話の中で、「自分の小さかった頃」の話になり、興味を持つ姿があり

ました。「お家の人にも聞いてみる！」「写真ある！」と、自分のことを

発表したい気持ちが膨らんできました。ぜひ、赤ちゃんの頃や生まれた

時のこと等、これまでの様子を子どもたちにお話してあげて下さい(^^) 



 

  

 梅雨入りになり、雨が続く日が多いですが、子ども達はお部屋で元気

いっぱい遊んでいます。竹組での生活にも慣れ、友達との関りも少しず

つ深まり、自分達で考えたり伝え合う姿の中に、逞しさを感じるように

なりました。子ども達の遊びを見ていると、自分達でルールを決めたり、

遊び方にも年長さんらしさが見られます。5月に植えたトマトの苗もぐ

んぐん伸び、先日、緑の小さなトマトが実りました。毎日お外遊びに行

く度にお水をあげてくれています。子ども達からもトマトの成長過程、

ぜひ聞いてみて下さいね。今月は水分補給に気を付けながら楽しい毎日

を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。 

 

 

竹組物語 

 

light 

 

  

竹組クラス通信 

担任 高柴菜都乃       

６月号 

今月の主な遊び・活動 

・ボールを使い２人組になって色んな動きや遊びをします。 

・コーヒー豆を粉末にしたり、茶葉から色出しをして染め遊

びをしたいと思います。 

・時計の読み方を伝えていきたいと思います。 

 

 

朝の会 では、、、 

年長さんになり、皆の前で発表したり自分の思いを伝える機会が増えてくる中で、まずは恥ずかしい気

持ちを少しずつ和らげられるように、朝の会の出席をとる時に、名前とその日のお題（好きなお寿司や

朝ご飯等）を、一人ずつ自分で発表してもらっています。初めは「言えない…。」と恥ずかしがってい

た子も今では「いっぱい言いたいのあるから選べない～！」と楽しむ姿が見られ、他にもノリノリのド

ラムの音や１６ビートのバックミュージックに合わせながらリズムに合わせてながらお返事をしたり、

色んなバリエーションでできるようにしています♪音楽指導の山地先生にも楽しい遊びを沢山教えても

らったので、これから取り入れていきたいと思っています。また子ども達にもどんなことをしているか

是非聞いてみて下さいね。 

鮮やかなちょうちょ 

お外遊びの帰りに見つけた２羽のちょうちょ。前日の寒波も

あり死んでしまっていたのですが、羽がとても色鮮やかで子

ども達もお部屋に持って帰りたい！と言い、持って帰ると、

さっそく何の種類のちょうちょか図鑑で調べ話し合う様子が

ありました。ギフ蝶かアゲハ蝶で悩んでいましたが、調べる

とアゲハ蝶であることが判明。綺麗な羽の模様を見て「自分

達でもオリジナルのちょうちょを描いてみたい！」と毎日伝

えに来てくれる子がいたので、絵の具で自分達で色を混ぜて

新しい色を作りちょうちょの模様を描いてみました。活動が

終わったあともコーナーで絵の具を出していると、自分達で

どんどん色を作り、絵を描いたり楽しむ姿が見られました。 

   そら豆緊急事態！ 

おうちから持ってきてくれた大きなそら

豆。お部屋の入口に置いていたんですが、

日に日に真っ黒に！「先生！カピカピで

真っ黒でえらいことなってるで～。」と慌

てて知らせにきてくれました。その後す

ぐに皆と話をすると、野菜の豆は腐るか

らずっと置いておない！という話にな

り、コーヒー豆やったら腐らんはず！と

いう意見が出たので、これからコーヒー

豆で色んな実験をしていきたいと思って

います。香りに着目している子もいたの

で、どのように話題が広がっていくのか

楽しみです。 

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、スーパーの袋など引き続きお持ち頂け

ると嬉しいです。 

・紅茶やお茶の茶葉など飲まない不要のも

のがありましたらお持ち頂きたいです。 



 

 さ 

梅とウグイス便り 

6月号 

今月の主な遊び・活動 

・透明水彩を使った描画を楽しみます。 

・ボールを使った体育遊びを行います。二人組になって投げ合

ったり、跳ねるボールをうまく扱って楽しみます。 

空港を作ろう！！ 

先月から梅組では紙飛行機作りが大流行していま

す。担任に教えてもらった紙飛行機だけでなく、オ

リジナルのものや、自宅で覚えた紙飛行機を作って

ウッドデッキで飛ばして遊んでいます。雨の日が続

いていたある日、保育室内で広めのスペースを見つ

けたある子が「ここを空港にしようよ。」と提案し

てくれました。いいね！と盛り上がった数人と一緒

に、そこから空港作りが始まりました。紙飛行機を

吊るしたり、綺麗にに並べただけでしたが、なんと

もかっこいい！！まだまだ作り始めたばかりです

が今月も楽しみたいと思っています。 

 汗ばむ日が多くなってきました。皆さんいかがお過ごしですか？子ど

も達は進級当初から比べると随分新しい環境にも慣れたようで、遊びに

誘ったり誘われたりする姿も多く見られるようになってきました。その

分友達同士の小さなすれ違いから喧嘩になってしまうこともあります

が、仲直りするためには、もう喧嘩しなくていいようにするにはどうし

たらいいのかを一生懸命考える姿も見られます。遊びの様々な場面で失

敗や成功を繰り返しながら成長する姿に、年長らしいたくましさを感じ

ますね。今月も宜しくお願い致します！！ 

 

 

 

 

 

梅組クラス通信 

担任 田中祐太 

宇宙人って、どんな姿かな？ 

山地先生の音楽指導が始まりました。今回は宇宙船のパイロット

になりきって遊びました。リズムに合わせて健康チェック。上手

に身体を動かせるかな？テストに合格して宇宙に行けるかな？

山地先生が出す楽しいチャレンジに、みんな夢中で挑戦していき

ます。最後はみんなが想像した宇宙人に変身して遊びました。二

本足だけでなく 1から 5本足の宇宙人の姿もイメージして、思い

思いの宇宙人になりきっていましたよ。僕もついつい張り切って

いろんな宇宙人になりきってみると、「こわーい。気持ち悪―い。」

と言われてしまいました（笑）なりきり遊びの中でも身体的な表

現遊びやリズム遊びを楽しめて、とても充実していました。 

お部屋にドジョウがやってきた。 

ある日、メダカの水槽にドジョウがやって

きました。どんぐりころころに出てくるあ

のドジョウ。見たことがないと言う子が多

かったのですが、その愛くるしい動きにみ

んな夢中になっています。メダカとドジョ

ウが元気に泳ぐ水槽を毎日眺めて、「卵、産

んだりしないかなぁ。」と、期待に胸を膨ら

ませています。しっかり餌やり当番も頑張

っている子ども達。このメダカ達をきっか

けに、園内のビオトープにもさらに興味を

持ち始めているようでした。 

可愛い幼虫を育てよう！ 

梅組に三匹の蝶の赤ちゃんがやっ

てきました。葉っぱが大好物という

ことは知っている子ども達は、ある

子が持ってきてくれた新鮮な葉っ

ぱを綺麗に切って、幼虫に食べさせ

ます。毎日のフンの量に驚く子ども

達ですが、メダカの世話と一緒に虫

かごの掃除も積極的に頑張ってい

ます。さて、どんな蝶に成長するの

か、今から楽しみですね！ 

いつもありがとうございます 

沢山の紙袋等のご寄附ありがとうございま

した。最近は色水遊びの。ために、透明のビ

ニール袋が不足しています。もしご不要な透

明な袋がございましたら是非ご寄付くださ

い。よろしくお願い致します。 



 

 

  

 だんだん暑くなってきたかと思えば、早めの梅雨入り…少しずつ夏が

近づいてきていることが感じられる今日この頃です。気温の変化も大き

い日が続きますが、皆様お変わりありませんか。最近の桜組の子どもた

ちは、雨が続くと外遊びには出られないものの、「雨がいっぱい降ったか

らトマトも大きくなったのかな♪」とＧＷ前に植えたトマトの苗の成長

を喜んだりしている姿もあります。水分補給をしっかりとしながら体調

にも気をつけ、今月も楽しんでいきたいと思います。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・大きな画用紙に絵の具で伸び伸びと描くことを楽しみ

ます。 

・いろいろな身体の動かし方をしてみたり、様々なジャ

ンルの音楽に合わせて表現することを楽しみます。 

 

 

 

メアリー先生と遊んだよ 

先日のプレイタイムでは、メアリー先生

がアメリカから来たことや、日本との違い

をお話してくれる機会がありました。日本

と外国という感覚がまだまだ難しい子も

いますが、いろいろな名前の国があって、

とても遠い場所ということは分かってい

るようでした。どうやってきたのかな…飛

行機？船？新たに聞いてみたいことがた

くさん浮かんできました。言葉や文字など

いろいろな文化に触れるきっかけにして

いけたらと思います。 

虹を作りたいな 

 お部屋の窓ガラスを見てみると、角度

によって虹のように見える場所がありま

す。そんな話をしていると、みんなが「○

○は△△な時に虹を見たことあるよ。」と

いろいろな場所や場面で見られると話が

盛り上がりました。お空の虹は、何とな

く水と太陽の光が必要と言うことは知っ

ていたようですが、窓ガラスやしゃぼん

玉にも虹って見えるよな～という話もし

ていて、いつか自分たちでも虹を作って

みたいなと計画中です。 

カエルを見つけたよ！ 

生き物が大好きな桜組さんは、これまでも外遊

びに出かける度に、ダンゴ虫やテントウ虫を探し

たりしていたのですが、先日、芝生でたまたまカ

エルを見つけました。「ちょっと虫捕まえてくる

わ！」と餌になるものを探したり、始めは水槽に

水と少し休める場所ということで大きめの石を

入れていたのですが、「雨の水を集めよう。」とカ

ップで集めたり、「土も入れてあげた方がいいん

ちゃう？」と少しずつ考えながら大切にお世話し

ています。気が付けば「かえちゃん」と名付けて

毎日一緒に遊んでいます♪ 

 

お願いします 

いつもたくさんの素材集めにご協力頂

きありがとうございます。 

 

桜の詩
うた

 
６月号 

桜組クラス通信 

担任：柴田沙耶 

見つけたよ！ 

 4 月の園内探険では、いろいろな植物や生き物を見

つけて遊びましたが、毎日のように朝から「先生こん

な○○があってんで♪」とお話してくれます。また、

その見つけたものをお友達にも紹介したい！という

ことで『見つけたよカード』という物を作ってみまし

た。ときには、生き物だけでなく、矢印のような標識

を見つけたなど、子どもなりの気付きが見えてとても

面白く感じます。また、そのカードを元に、朝の会な

どで発表する機会を設けています。『何を、どこで、

どんな風に…』少しずつ自分の言葉で相手に伝えるこ

とが上手になっていくといいなと思います。 

 



 

 

  

 雨の合間に差し込む日差しや暖かさに初夏の訪れを感じる今日この頃。体

調も崩しやすい時期かとは思いますが、保護者の皆様もお変わりはありませ

んか？椿組の子たちは外遊びが大好きなので、雨が続くと「また今日もお外

行けへんやん～」と肩を落としています。ですが雨だからこそ『猛獣狩りゲー

ム』や『じゃんけん椅子取りゲーム』など、お部屋の中で出来る遊びを提案し

てやってみると「今日も猛獣やろう！」とそちらも楽しみにしてくれるよう

になりました。今月もこんな季節だからこそ出来る面白い事を子ども達と 

探して、感じていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・オリジナルの人形を作って遊べたらと思います 

・グループかクラスで一つのお話が作れたら・・と思います 

・ボールや縄など道具を使って体を動かします 

 

ジャックと豆の木 魔法の豆 

 前回のお便りで書かせてもらった幼虫ですが、その

後、死んでしまい「先生埋めといた。」と子ども達。「な

んで埋めるの？」と聞くと「天国に連れて行かなあか

んから。」「天国って空の上にあるんやで。」と教えてく

れたので、空の上に世界が広がる『ジャックと豆の木』

という絵本を読みました。「そんな魔法の豆あるん」

「巨人怖いなあ」と世界観を楽しんでいた子ども達。

そこから、もしも自分が豆の木に登ったらどんな世界

がいい？と想像して絵にかいてみたり、ジャックと豆

の木のペープサートのようなものを用意して、コーナ

ー遊びの時に人形を動かして遊んでみたりしていま

す。まだまだ遊びは広がっていきそうです♪ 

歌って楽しい！！ 

 今椿組では「すずめがサンバ」「にじ」という曲が大

好きで毎日歌ったり、踊ったりしているのですがそんな

に好きな曲ならもっと表現できるかなと、曲ごとに、音

や歌詞に合わせて声の出し方や大きさを意識しながら

歌うことに挑戦しています。意識しながら歌うと前とは

比べ物にならないくらい歌が良くなり、特に『にじ』は

「なんか卒園する気分。」「お母さんたち聞いたら泣くん

ちゃう？」と歌っている本人たちも違いを感じ、歌で表

現する楽しさを感じているように思います。 

 

人形劇 

 人形を動かして遊ぶ子ども達でしたが、「劇場

版ジャックと豆の木みたいにしよう。」と映画の

ようにしてお客さんも呼び、遊ぶ姿が見られまし

た。しかし「見えへん。」とお客さん役から苦情

がきたり(笑)「お話は恥ずかしいから先生やっ

て」と子ども達の中で劇のイメージがついてなさ

そうだったのでみんなでプロのいろんな種類の

人形劇を見てみました。人形劇の面白さに釘付け

の子ども達でしたが「手に黒いのはめてた！」「な

んか音もついとった！」と面白さの中にも気付き

があったようです。まだまだ進化しそうな映画館

ですが「泣いている年少さんとかに見せてあげた

いね」とみんなでお客さんを呼ぶにはどうしたら

よいか日々話し合っています。 
文字ノートをやってみたよ 

 先月、初めて文字ノートというひらがなを

真似っこして書いてみる、年長ならではの遊

びをやってみました。「『し』から始まる言葉

探してみよう。」と言葉探しを楽しんだり、年

長ならではの特別感ある三角鉛筆の持ちか

たを知り嬉しそうにする姿がありました。中

には「俺ひらがな書けへんもん…。」「難しい

…。」と不安そうにする子もいましたが、あく

まで文字ノートは文字に興味を持ってもら

う為なので、その文字の形を面白がってみた

り言葉集めをしながら楽しく行っていきた

いと思っています 

お願いします 

いつもご協力ありがとうございます。引き

続き不要な廃材やタオル、紐等がありまし

たらお持ちいただけると嬉しいです。 
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