
 

 

  

 

 最近は雨が多く、じめじめとした日が続いておりますが、子どもたちは虫

探しや花探しを毎日夢中で行っています。季節の変わり目ですが皆様お変わ

りありませんでしょうか？星組では外遊びの時にテントウムシの幼虫を何

十匹と見つけ、捕まえる事が好きで、お部屋で沢山飼っています。「テントウ

ムシの赤ちゃんとカブトムシの赤ちゃんと藍の花の赤ちゃんが居るねえ。」

と、幼虫や花の芽の事を赤ちゃんと呼び、愛着を持って育てています。 

今後も虫や植物を集めるだけでなく、遊びにも広げていける様、沢山会話を

しながら深めていこうと思います。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 

◦絵具を使って自分で色を作り、絵を描いてみます。 

◦２人組、３人組遊びを行い、友達と協力、相談する場

を作ります。 

◦引き続き植物を育てながら生態に興味を持ち、遊びに

取り入れます。 

 

５月は、幼稚園に大きなこいのぼりが泳いでいまし

た。星組は一番近くで見る事が出来るので、「今日も

こいのぼり泳いでる！あれ、雨の時はお休みかあ。」

と、毎日気付いたことを教えてくれました。２日程、

こいのぼりがお休みだった際に、「今日も居ないから

仲間作ってあげよう。」と、透明なファイルを回し切

りし、顔や模様を描いてこいのぼりの近くの階段に

括り付け、毎日皆の作ったこいのぼりの仲間が泳い

でいる様子を観察しています。 

 
園内探検や、植物を育て始めた事から花の名前や

色、模様に興味を持ち始めました。星組の前の階

段には様々な花が咲いており、「これ落ちてた！

持って帰っていい？」「ピンクのお花水に入れて

いい？」と、花を見つけてはお部屋に持ち帰り水

に浮かべたり水と混ぜたりして遊んでいました。

透明な水に植物の色が付かないかと、ちぎって入

れたり、袋に入れて揉んでみたりする姿があった

ので、すり鉢を用意し、葉っぱを擦れる様にしま

した。すると、「先生！緑茶みたい！」と、すり

潰したことで沢山色が出る様になり、皆の 

興味が更に湧き始めました。「いっぱいゴリゴリ

したら濃い緑！ちょっとだけやったら薄い緑！」

と、すり潰す回数によって色の濃さに違いが出る

事にも気付き、毎日大人気のコーナーです😊 

 

GW 前に藍の花の種を植えました。砂を掘っ

て一人一粒ずつ植えた種が GW 明けには沢山

の芽を出し「藍の花の赤ちゃん♡」と、可愛が

っています。水やり当番も決め、霧吹きで水を

上げています。他にも年中ではピーマンを植

え、成長を皆で見守ります。 

雨が続き、１週間外に出られない日が続きまし

た。そんなある日、「雨って神様のおしっこなん

だよ。」と、以前会話で話したのか、こんなこと

を教えてくれる子が居り、皆に聞いてみました。

「空から振ってくるものは全部神様の。雨は神

様の涙。」「虹は神様の仲間。」と、言う声があり

ました。「明日は雨がやみますように。早く涙止

めてね。」という願いを込めて、てるてるぼうず

を作ったり、虹を描き、外に飾ったりして、天気

になる日を心待ちにしています。 

いつも沢山のご協力、ありがとうございます。 

最近は、給食中にお箸タイムを頑張っています

が、まだ難しいようです。お家でもお箸の持ち

方や、三角食べ等、食事のマナーを伝えて頂け

ると幸いです。宜しくお願い致します。 

にこにこ星 
６月号 

星組クラス通信 

担任：末吉奏絵 

ここいのぼりの仲間 藍の花の芽が出たよ 

お花で色水作り 

明日天気になあれ♪ 

お願いします 

 

雨が止みま

すように♡ 
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 例年よりも早い梅雨入りで、雨が続く毎日ですが、皆さまはお変わり

ありませんでしょうか？雨の日には、「今日も外遊び行かれへんなぁ

～。」と少し残念そうにしている子ども達ですが、ナメクジやダンゴム

シなど、この季節ならではの出会いを楽しんでいるようです。そんな出

会いを通して、自分なりに見つけたこと・感じたことを教えてくれる姿

が増えてきました。会話の時間には、何人もの手が挙がり、色んな意見

を聞かせてくれています。そんな子ども達の気づきを大切にしながら、

今月も過ごしていこうと思います。 

 

 

 

 

 

 

雪組クラス通信 

担任 村中千秋      

今月の主な遊び・活動 

・絵の具を混ぜ、自分だけの色づくり！それを使って描いてみます。 

・２人組や３人組を作り、お友達と触れ合いながら遊びます。 

 

 

 

メタセコイヤの木 

東棟の工事が進む中、子ども達との会話に

よく出てくるようになったのがメタセコイ

ヤの木。工事の関係で折られてしまった木

への興味が生まれました。そこで、会話の

時間に実際に折られた木の写真を見ながら

色んなことを話してみました。切り株の写

真を見て、「木の中ってこんな風になって

るんやなぁ～。」と新しい気づきがあった

子ども達。その発見がきっかけとなり、

「他のものの中身も見てみたい！」という

話にまで広がりましたよ。 

謎の実の正体は、、、？ 

 謎の実の正体を確かめる為に園長先生の元に向かった

子ども達。「これ何ですか？」と園長先生に質問しまし

た。園長先生からは「サボテンかゴーヤかなぁ。」と教

えてもらい、そこからは「ゴーヤって何？」と、興味

津々に聞いていました。そこで次の日、ゴーヤを用意

し謎の実と見比べ、ゴーヤの中も見てみることにしま

した。すると、ゴーヤの中は種がいっぱいあるという

違いに気づき、「やっぱりこれはサボテンなんや！」

「いや、ぶつぶつが似てるからゴーヤやで！」と、意

見が真っ二つに分かれました。結局答えはまだ出てい

ません（笑） 

中身を見てみよう！ 

 メタセコイヤの木の話をきっかけに、「いろ

んなものの中身を見てみよう！」ということ

で、子ども達からリクエストがあったキャベ

ツや玉ねぎ、他にもバナナやキウイといった

果物も用意し、実際に切って中がどうなって

いるのかを見てみました。子ども達の目の前

で切ってみると、中には種があったり、開け

てみないと分からないことがたくさんありま

した。「次はきゅうりにしよ～！」と、早速次

の話をしている姿もありましたよ。 

謎の実、、、？ 

 ある日のお外遊びでの出来事。園庭にな

にやら見たことがない大きな実が落ちて

いました。色は緑色で、ぶつぶつがつい

ています。「何これ？」と子ども達もはて

な顔。お部屋に持って帰ってじっくりと

観察してみることにしました。「包丁で切

って中を見てみよう！」と子ども達から

の提案があり、早速切ってみると、中に

は何もありません。「もう何か分からんか

ら園長先生に聞いてみよう！」と子ども

達の意見が一致し、事務所に持って行く

ことにしました。 

お願いします 

造形コーナーで使う廃材を集めてい

ます。ご協力頂けると嬉しいです♪ 

 

 

 

 

snow memory 

 ６月号 



 

 

  

今年は、例年より早い梅雨入りとなりましたね。お外で遊べない日が続

いていますが、その分、コーナー活動がとっても充実している花組さん。

新しくできたピクニックコーナーでは、「テントが要る！」「木とか葉っ

ぱも付けよう！」とピクニックのイメージをお互いに伝え合って、お友

達と先生と一緒に空間を作ったり、そこで遊ぶことを楽しんでいます。 

思いを言葉にしたり、形にしようと試みたり♪どうなっていくのか楽し

みです。今月もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

○２人組あそびや３～４人でのふれあい遊びをします。 

○絵具で絵を描いたり、 

紙を切り開き見立て遊びを楽しみます。 

 

サラダスピナーで・・・？！ 

お花コーナーで使っていたサラダスピナー。「他にど

んな遊び方が出来るかな？」「何を入れてみたい？」

と話をし、一番多かった絵具を入れて遊んでみまし

た。「どうなるんやろう♪」とワクワクしながら、サ

ラダスピナーを回し、中の様子を覗き込む子ども達。

「うわ～！花火みたいになった！」「オタマジャクシ

や♪」「絵具が爆発した！」と遠心力で飛び散った絵

具が色んなものに見えて面白くてたまらない様子。

活動後、「まだまだやりたい！」という声が多かった

ので、翌日から絵具コーナーを作りました。お友達と

サラダスピナーを使う順番を決めたり、「同じ色使お

う♪」と楽しそうに遊ぶ姿が見られます♪ 

 

「蝶々」から関心が広がり、「お花の蜜」や「蜂蜜」

に興味が移ってきた花組さん。そこで、蜜ろう粘土

で遊んでみました。まずは、クンクン・・・！！「蜂

蜜の匂いする。」「フルーツの匂い！食べれるん？」

と甘い香りに皆びっくり！初めは硬く段々と手の

温度で暖められて柔らかくなっていくのが蜜ろう

粘土の特徴で、形を自在に変化させるまでに少し時

間が掛かります。なので、そこに難しさを感じるか

な？と少し気に掛かっていたのですが、子ども達は

夢中になり「伸びるようになってきたで！」とじっ

くり遊び、変化を楽しんでいる様子に驚きました。 

色んな感覚を使い「蜜ろう粘土」を知った子ども達。 

何が印象に残ったのか・・・色？香り？感触？ 

ぜひ、子ども達に聞いてみて下さい(^^)/ 

プルプル 気持ちぃ～♪ 

この日は、スライムを作って遊びました♪「これく

らい？」と各材料の量を確認しながらカップに入れ

てグルグルと混ぜていく子ども達。スライムの状態

が変化してくると「みて！伸びた～！」「プルプルや

で！触ってみて♪」と引っ張ったり、ぎゅ～っと握

ったり、丸めたり。掌でスライムの感触を思いっき

り楽しんでいます。そこに、集めたお花や葉っぱを

加えると、葉っぱで包んで「柏餅♪」と食べ物に見

立てたり、お花を挿して遊んだりと更に遊びが広が

っていきました(^^)遊ぶうちに透明だったスライム

にお花や葉っぱの色が付き、その変化に気付くと、

「もっともっと～！」と張り切ってコネコネ♪いく

つもの不思議と楽しいを見つけた子ども達でした。 

山地先生と音楽遊び 

 年中さんになって初めての音楽遊び♪初回は 

ベルを使って遊びました。色や音の違いに気が付き、

どのベルにしようかと胸が高鳴る子ども達。ピアノ

の音を聞き分け、歩いたり、止まったり、ベルを鳴

らしたり♪他にもタンバリンを使って遊んだり、「お

っはよ～♪」と色んなリズムの真似っこやテンポア

ップにチャレンジしたりと楽しいことが盛り沢山で

あっという間の３０分でした(＾＾) 

○先月に引き続き、素材集めにご協力お願いします。 

（カップ・空き箱・ストロー・芯等） 

○ご家庭でもお箸の使い方を教えてあげてください。 

 

Flowers time 
6 月号 

  花組クラス通信 

担任：原口久代 

蜜ろう粘土で遊びました♪ 

 

 

お願いします 

 

今月の主な遊び・活動 

 

 



 

 

  

 例年よりも早い梅雨入りで、しとしとと雨が降る日が続いていますね。 

保護者の皆様はお変わりございませんでしょうか。先月は緊急事態宣言の延

長に伴い参観日や遠足が延期となった件について、保護者の皆様にはご理解

ご協力頂きありがとうございました。そんな中でも子ども達は毎日笑顔で登

園する姿が見られます。新しい環境に緊張していたお友達も、表情が柔らか

くなって、「先生あのね、、。」と話してくれる機会も増えてきています。そん

な少しずつの成長を今月も見守っていきたいと思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・バチを使ってリズム遊びをしてみます。 

・ハサミでは、切り開き遊びをしてみます。 

・種や豆を使ったコーナー活動で遊びます。 

 

 

*種っておもしろいね* 

先月、1 人のお友達がお外遊びで拾ってきた種。

何の種かな？という会話から少しずつ興味が湧い

てきた鳩組。保護者の皆様にもご協力いただいて集

まった種を、みんなで時間をかけて観察しました。

「この種は丸くて白いのにさっき見た種はとんが

った針みたいのが付いてた。」とそれぞれの種の形

の違いに気づいたり、「振ったら音がする！」と音が

鳴る物があることも発見しました。今は苺の表面に

付いている粒々が「種」なのか「ゴマ」なのか、そ

もそも「ゴマとは何なのか？」という事に注目して

話が進んでいます。お家から聞いてきた種の話や豆

についても話も毎日のように教えてくれる姿に興

味が膨らんでいる様子が感じられます。 

 

「今日は國田先生の体育遊びだよ。」と伝える

と、みんな揃って大喜び！久しぶりの体育遊びはサ

ーキットをしました。「今日のサーキットは難しい

けどみんな出来るかな。」國田先生の声に「簡単や

で！」「完璧に出来るで。」と自信満々に話をするこ

と子ども達。久しぶりの体育遊びという事もあり、 

全力で楽しむ姿が印象的でした。 

 

*幼稚園内の種探し* 

幼稚園内にも種とか豆があるかもしれないねと

話をすると、「探しにいきたい！」と声を揃えて話

をした事から、隅々まで幼稚園を大捜索！初めは

どこを探せば良いかも分からず「先生、全然ないな

〜。」と残念そうな様子でしたが、探し方のコツを

掴むとどんどん発見していき、さくらんぼや小さ

な豆を沢山見つけました。「この豆みたいなん、お

家でも食べた事あるで！」とお家での経験も照ら

し合わせながら話をしてくれる子もいました。今

でもお外遊びでは「一緒に種探ししよう！」と誘っ

てくれる程、種探しに夢中のようです。 

 

*ハサミで遊びました* 

 年中組になって初めてのハサミの活動を行いま

した。画用紙にみんなでハサミの道を作ってあげよ

う！とマーカーで道となる線を描きます。みんなの

ハサミは道を通れるかな、と道に沿ってハサミで切

っていきます。「こんなウニョウニョの道ができ

た！」と見せてくれたり、じっくり時間をかけなが

ら黙々とハサミを切り続けていく子ども達の姿も

ありました。切った画用紙で見立て遊びをしてみる

と、様々な形を色んな物に見立てながら遊ぶ姿には

驚かされる程、豊かな感性を感じました。 

素材集めにご協力頂きありがとうございます！ 

先日の種の話についても沢山集まって、保育に繋げ

させて頂いております。 

今後も素材集めのご協力宜しくお願い致します！ 

 

Pigeon の Vision 

 
6 月号 

鳩組クラス通信 

担任：鈴木望 

*國田先生の体育遊び* 

 

お願いします 

 

今月の主な遊び・活動 

 

 



 

 

  

 

 少しずつ汗ばむ日も増え、例年より早い梅雨入りとなりましたね。

皆様、体調などお変わりなくお過ごしでしょうか。 

お外遊びが大好きな空組さん、「先生今日お外遊びは？」と雨が止

むのは今か今かと待ちわびています。お部屋の中で過ごす時間が増

えるとともに、それぞれが好きな遊びをじっくりと楽しむ姿もみら

れるようになってきました。これからもお友達とのやり取りの中で、

色々な遊びが広がっていくことを願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

・絵具を使って遊びます 

・色水遊びをします 

 

ダンゴムシを飼ってみることに！ 

あるお友達がお外遊びでダンゴムシをたくさん集

めてきました。お外遊びに行っては「これダンゴムシ

にあげるやつ！！」と両手いっぱいに集めたかれ葉

や土。そのダンゴムシをお部屋で飼ってみるものの、

数日後死んでしまったダンゴムシを発見…どうすれ

ばダンゴムシを元気に育てることができるのか話し

合ったり、ダンゴムシの好きなものを絵本の中で知

ることで、今までダンゴムシを触れなかったお友達

も興味を持ち始め「かわいい！」「腕に上ってきてこ

しょばい！」と自分から触れ合ってみる姿もありま

した。引き続きみんなで大切に育てていこうと思い

ます。 

 

 

 

様々な形の段ボールチップを好きな形に組み

合わせボンドで貼り付けて遊びました。長いものや

短いもの、大きいものや小さいもの、子どもたちな

りにイメージを持って作りました♪横に繋げてみ

るお友達もいれば、積み重ねて高さを出して見るお

友達もいました。さらに面白い形にもなっていきそ

うなので、引き続きコーナー活動でも遊んでいこう

と思います。 

 

ピーマンを植えてみよう！ 

年中さんでピーマンを育てることになりました。こ

れからぐんぐんと大きくなろうとしているピーマン

の小さな芽をみて子どもたちは、「ほんまにピーマン

なん？」「あ！ここにちっちゃいピーマンみたいなん

ついてる」と言いながら、葉っぱの数を数えてみたり、

匂いを嗅いでみたり、小さなピーマンを触ってみたり

と興味津々でした♪ 

 いつもたくさんの素材をありがとうございま

す。空き箱、カップ、ストローを集めています。 

 

Blue sky 
6 月号 

空組クラス通信 

担任：長谷川衣里 

段ボールで遊ぼう 

 

お願いします 

 
今月の主な遊び・活動 

 

 

ダンゴムシのおうちって？？ 

 「ダンゴムシがいる土の中はどうなっている

のかな？」そんな疑問から、ダンゴムシのおう

ちを想像して描いてみました。土から外に出る

通路、ドア、部屋、いろいろな想像をしていく

うちに…「これダンゴムシのベッド！」「これ

は椅子やねん、だからここでご飯食べるねん」

「これは電気」「ここはトイレ！」などなど♪ 

子どもたちのおうちでの生活を思い返しなが

らこんなものがあったかなぁ、こんなものがあ

ったら嬉しいかなぁとダンゴムシの目線にな

ってお絵描きをしていました♪ 

 


