
 

 

 

 

 

 

  

あめふりさんぽ 

今年は早くも梅雨に入り、雨続きの毎日。なか

なかお外遊びができない日が続いています。先

日はうさぎ組の子ども達と雨上がりに園庭をお

散歩に出かけました。「雨はどこに隠れたんだろ

う？」と探していると、「ここにもおった～！」

と、溝の中や水たまりなど溜まった雨や、葉っぱ

の上や窓についた雨粒などを見つけました。そ

して木を揺らすと、、、ぽつぽつぽつー！と雨粒

が落ち、「きゃー！雨やー！」と大はしゃぎのう

さぎ組でした(^^) 

 

 

 

 

 

 

 

 

はっぴー☆らびっつ 

うさぎ組クラス通信 

 担任 髙石晴香      

６月号 

今月の主な遊び・活動 

・雲に見立てた綿などを使った遊びや、雨や水を使っ

た遊びを楽しみます。 

・色水遊びや、スタンピングなど絵の具を使って、何

度も試して遊びます。 

 

 

 少し風が強い晴れた日のことです。ふと空を見上げると、「雲

めっちゃ動いてる～！」と大発見をしたうさぎ組。「いっつも全

然動いてないのにね。」と不思議そうに考える子や、「雲さん待

って～！」と呼びかける子。「ご飯どうぞ～！」と粘土で作った

ご飯を慌てて持ってきた子。雨の日には「今日の雲は怒ってる

な～。」と教えてくれる子。一緒に見上げた空は子ども達の目に

はこんな風に見えるんだなぁ、と思うと共に、そんな思いや不

思議を一緒にじっくり考え、共感できる先生でいたいと改めて

感じました。今月もどうぞよろしくお願いいたします。 

サンドイッチ屋さんＯＰＥＮ！ 

おままごとが大好きなうさぎ組。フェ

ルトでできた食パンにハムやトマト、

チーズなどの具材を挟んで遊んでいま

す。「食べていいよ～♡」とおいしいサ

ンドイッチを作って持って来てくれる

小さな店員さん(^^)少しずつこのような

やり取りを通してお友達との関わりに

繋がればと思っています。 

初めまして筆くん！ 

 お散歩大好きな筆くんがやってきまし

た。一本ずつ筆を手に持ち、腕から首へ、

今度は顔へ、、、とお散歩させると「あ～こ

ちょばい！」とみんなで大笑い。今度は机

の上を走らせたり、窓や壁をジャンプさせ

たりし、いよいよお部屋の外へ。今度は筆

にお水をつけ、ウッドデッキや木の壁をお

散歩してみると色が変化し、目を輝かせま

した。たくさん一緒にお散歩をし、みんな

は筆くんとすっかり仲良くなりました♫ 

国田先生の体育遊び 

‘おにぎり先生’こと国田先生と初めての体育

遊び♫芝生には色んな障害物が設置されたサー

キットが登場！落ちないようにそーっと渡る、

跳ぶ、くぐる、よじ登る、跳び越える、などな

ど様々な体の動きを楽しみながら経験できるサ

ーキット遊び。「先生！見といて！」と元気な

声が飛び交い、できた時のキラキラした表情が

とても印象的です(^^)達成感や自 

信を感じながら、これからも色ん 

な動きに挑戦したいと思います。 

お願いします 

プリンなどの透明カップやトイレットペーパ

ーの芯、空き箱などの不用なものがあればご協

力お願いします。お持ち頂けると嬉しいです。 

 



 

 

  

 梅雨入りし、気温・湿度共に上がり汗ばむ季節になってきましたが、 

皆様お変わりありませんか。先月は雨の日が続き、室内で過ごす時間が増

えました。その中で好きな遊び・お友達を見つけては、自ら誘ったりとお

友達との関わりを楽しむ姿が多く見られます。 

また、気候の変化と共に新たな出会いもありました。ダンゴムシやナメク

ジを見て、少し強張った表情で興味津々なひよこ組さん。その表情の変化

には思わず笑っちゃうほどです。今月は遠足もあり、様々な自然に触れな

がら興味や関心をたくさん共有していきたいと思います。今月もどうぞよ

ろしくお願い致します。 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

 

・水や絵の具を使った遊びを楽しみます。 

・音楽に合わせ十分に体を動かすことを楽しみます。 

 

 

 

初めての絵具遊び 

 オノマトペが大好きな子ども達。「すー。」「ぽちゃ

ん。」「ぽた。」等言いながら描いたり、筆・手で色を塗

り広げ楽しむ姿がありました。また、お友達やお母さ

んの絵を描いたり様々な楽しみ方が見られました。 

絵具遊びの続き…。 

翌日、コーナー活動の時間に、昨日使い終えた絵具が

入ったビーカーを水道で洗おうとした時のこと、ビー

カーに入っている色はピンクと黄色なのに「オレンジ

が出てきたー！」と大騒ぎ、絵具が全部流れて水だけ

になると、「もっとしたかったのに～！」と言いなが

らビーカーの中を擦ると…「また出てきたー！」と色

の変化等を楽しんでいました♪ 

 
  

初めての体育遊び 

 ５/13 は、おにぎり（國田一志）先生と

初めての体育遊びをしました。まず、「おに

ぎり先生って誰！？」と、遊ぶ前からワク

ワクでいっぱいの子どもたち。初めは、慎

重に渡ったり跳んだり潜ったり。慣れてく

ると、それぞれ好きなコーナーを進み達成

感溢れる笑顔や少し強張った表情で「先

生！見てー！」の連呼★達成感を感じ、体

を動かすことを楽しんでいました。 

見て見て！聞いて！ 

 園生活に慣れ、給食や身の回りのことを少しず

つ自分の力でできるようになってきた子ども達。

「給食・野菜のこれが食べれるようになった！」

「一人でご用意できるようになった！」色んな出

来た！が溢れる日々です。また、素敵なものを見つ

けたり素敵な作品ができると、満面の笑みでお友

達や私に教えてくれます。そして、「ママに見せた

いから持って帰っても良い？」「絶対、ママに言お

うな！」と、とても嬉しそうな表情で伝えてくれま

す。自信に満ち溢れた表情が堪りません(≧∀≦) 

また、お家でも色んなお話を聞いてみてください。 

Thanks ♡ 

いつも素材等を持って来てくださりありが

とうございます。引き続き、ご不要なタオ

ル・カップ、牛乳パックをお持ちいただけ

ると嬉しいです。 

ひよっこ 

メモリーズ♪ 

６月号 

ひよこ組 クラス通信 

担任：林 優夏 

★ひよっこ エピソード★ 

・シール遊びの時に透明の台紙を見て

「お隣のお友達が見える〜！」と言っ

て皆で変顔大会の始まり。 

・大人気のおままごとコーナーでは、魚

の絵本を持ってきてお寿司屋さんやレ

ストランに大変身！ 

・積み木・レゴコーナ 

ーでは、二人・周り 

の子と一緒に作り上 

げる姿が♪ 



6 月号 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

園庭のみかんの木に小さな実がつき始め初夏の訪れを感じられる季

節になりました。アヒル組の子どもたちは自分の好きな遊びを見つけ夢

中になって遊んだり、遊びを通して友達と一緒に遊ぶ楽しさを感じたり

と遊ぶ姿にも成長が感じられます。「見て見て！」「先生できた！」と色々

な場面で出来たことが、一つ一つ自信へと繋がりその自信が次へのやっ

てみたいパワーに繋がっています。子ども達の「やってみたい」「でき

た！」の気持ちを大切に保育を進めていきたいと思います。今月は子ど

もたちが楽しみにしている遠足があります。はじめての園外での活動を

ワクワク気分で過ごしたいと思います。今月もどうぞ宜しくお願い致し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あひるんるん 

アヒル組クラス通信 

担任 河谷茶々      

今月の主な遊び・活動 

・引き続きにょろむしを観察し、気づいたことを話し合った

り遊びや活動に取り入れたりしていきます。 

・音楽に合わせてみんなと一緒に身体を動かすことを楽しみ

ます。 

 

 

・ 

〇〇見つけたよ！ 

外遊び中「先生見て～これ見つけた」と、嬉しそ

うに見せにきてくれる姿が増え、大事そうに握り

しめた手からとても小さくて綺麗な石や、一枚の

花びらや葉っぱや実などが...。 

お部屋に持って帰り、自然物 boxに入れてみんな

で観察しています。お友達が見つけた物に興味

津々です。子ども達にとっては自分がみつけた物

は宝物なんだなと感じます。そんな気持ちを大切

にしていきたいと思います。 

 

お当番さん大活躍！！ 

お当番活動をはじめました。お当番は

日替わりで1グループ3～4人で活動

しています。お片付けの最終パトロー

ルなどみんなのお手伝いをしてくれ

ています。自分のことだけでなく、先

生やみんなのお手伝いを楽しみなが

らやっています。お当番のボードに自

分の顔写真があると、「やったー今日

お当番さんや！」とお当番の日を楽し

みにしているようです。 

 

お願いします 

不要なプリン、豆腐、ヨーグルトなどの

カップやビニール袋があれば持ってきて

いただけると嬉しいです。 

 

どんな虫？なんの虫？ 

ある日、お外遊びをしているときに「先生変な虫！」とアヒル組のお友達が教えてくれました。それは

何かの幼虫で、捕まえてお部屋に持って帰りました。『この虫ってどんな虫？なんの虫？』と会話の時

間に問いかけると、「ダンゴムシ！」「めっちゃ大きくなって泣いてる人を助ける虫」等、様々な意見が

出ました。また、想像したり、観察したりすることを楽しんでいました。なんと！！黒色の幼虫は次の

日、緑色に変化していました。「ぇええ！何で色変わったん？」「緑の葉っぱ食べたから？」さらに「お

肉食べたら赤色なるんかなー？」と子どもたちの想像は大きく膨らみました。そんな中、「（虫かごの中

は）緑の葉っぱだけって可愛そう。」という意見から、いろいろな葉っぱを探しに園庭に出かけました。

「動かないのは寂しいからやで。」「お友達になってあげる。」と、幼虫への関心が高まり、みんなで幼

虫の名前を決めました。その名は【にょろむし】です。お部屋ににょろむしがきてから、子ども達の生

き物に対しての優しさや、一生懸命考えたりしている姿を見ることができ、嬉しい気持ちになりました。

今はさなぎ
．．．

になり、「固まった！」「寝てるんかな～？」と毎日さなぎの姿を観察しています。幼虫がど

んな虫へ成長するのか、なんの虫なのか子ども達はドキドキ楽しみにしています 

 



 

 

 最近は雨降りが続き、季節の移り変わりを感じます。そんな毎日でも子供た

ちの元気な声が園内に響き、活力となっています♪先日は、タンバリンを持ち

ながら園内を探検しました。前にも探検したことがあるのですが、道具を持つ

とまたその見え方にも面白さも増すようで、頭に被って帽子のように見立てた

り、お花や先生達にあうとリズムを叩いて「こん・に・ち・は♪」と挨拶した

りと元気いっぱいで「次はあっちにも行ってみよう！」といつもと変わらない

園内の新しい発見をする事ができました。今月は初めての遠足もあります。幼

稚園とは違う環境で自然と触れ合いたいです。どうぞ宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

パンダスタジオ 

パンダ組クラス通信 

担任：久川純奈      

６月号 

今月の主な遊び・活動 

・音に合わせて体を動かし、音の高低や強弱などを感じ

て遊びます。 

・遠足へ行き、草木に触れたり、風と一緒に遊びます 

・体育遊びでは即時反応を楽しめる STOP ゲームなどを 

楽しみます。 

 

雨の日がいっぱい        

なかなか外に遊びに行けない梅雨の時期。せっか

くの環境に感謝して雨と遊びました。コットンや

コーヒーフィルターなどに絵や模様を描き雨降り

のウッドデッキへ。。雨に打たれてじわ～～っと滲

み変化していく色にじっと観察し不思議を感じて

いました。それを外に置き乾かし、しばらくすると

小さなお客さんの訪問が！！みんなの作品の周り

に小さなかたつむりやなめくじが沢山集まってい

ました。何に惹かれたのでしょうか。みんなの作品

が素敵だったからかな♪ 

絵の具さんと筆さんこんにちは♪ 

色んな画材と触れ合ってもらおうと、絵の具を使って遊びま

した。絵の具の描き心地は、他の画材とまた違いすーーっと

伸びる感覚が楽しそうで、真剣に取り組んでいました。他の

色と混ぜてみたり、筆を振って絵の具を飛ばしてみたり、そ

れぞれに「どうなるのかな。」と試して確かめる姿がいっぱい

で、そんなお友達の姿にも刺激をもらい合っていました。 

自分の発見やお友達の発見に、さらに意欲が湧いてきて、何

枚も何枚も「やりたい！」と手を動かしていました。 

様々な道具の名前や使い方も覚え、これからの遊びの広がり

が楽しみです♪ 

かたつむりとなめくじさん 

そんな小さなお客さんが来たのはみんなの降園後

だったので、次の日にみんなに伝えると、「かたつむ

りさんにまた来てほしい♪」とのこと(^^)どうした

ら来てくれるかなと考え、みんなでカタツムリのお

友達を描いて呼んでみることにしました。 

「ぐるぐるぐる～」と小さなカタツムリから大きな

カタツムリまで色んな大きさを並べて描く子。自分

や家族に見立てて描く子、虹や別の好きな物を描く

子、それぞれに思い思いの絵を描き楽しい時間にな

りました。これから沢山の生き物との出会いも大切

にしていきたいですね。 
國田先生との体育遊び 

楽しい楽しい体育遊びの時間♪「今から体育遊

びにいくよ～。」と伝えると、「たいこ？？」「太

鼓で遊ぶの？」と言っていた子供たちですが、

いざ國田先生と出会うとすぐにその魅力に惹き

つけられていました♪初回は様々な障害物を乗

り越えるサーキット遊びです。一本橋や、跳び

箱のお山をジャンプなど、どんなものにもへっ

ちゃらで立ち向かっていくパンダ組さん、本当

に逞しかったです。しばらくは晴天の日のみに

なりますが、体を動かす喜びを感じてもらえた

らと思っています。運動会前までは体育遊びの

木曜日もいつものパイル帽登園で大丈夫です！ 

お願いします 

先月は沢山の素材をありがとうございました。 

今月は一人一つ牛乳パック(切り開かずに)を持っ

てきて頂きたいです。雑巾として使いたいので、不

要になったタオルがありましたら、そちらも併せて

お願い致します。 

 



 

  
 先月から夏用の制服に変身した子どもたち。入園してから約２ヵ月が

経ちましたね。クラスのお友達の顔と名前がだんだんわかってきて、ク

ラスの雰囲気にもずいぶん慣れてくれたように感じています。 

「〇〇ちゃん、ご用意終わったら一緒に遊ぼう！」「〇〇くんと一緒にト

イレ行くわ！！」と、お友達がいるからこそやってみよう！安心できる

といった姿が多くみられ、少しずつ子どもたち同士の信頼関係が出来て

いることに嬉しく思います。今月もそんなお友達パワーを大切にいろん

なことに挑戦していきたいと思いますので、今月もどうぞ宜しくお願い

致します。 

 

 

 

 

KOALA の気持ち 

 
コアラ組クラス通信 

担任 葛木裕子 

６月号 

今月の主な遊び・活動 

・穴で遊ぶコーナー、水を使ったコーナーを作ります。 

・絵の具などで色の混ざりを楽しみます。 

・音やリズムに合わせて、身体を動かして遊びます。 

 

 

 

穴の下には何がある・・・！！？ 

 梅雨入りして雨が降る日が続く幼稚園。お外遊びに

もなかなか行けないので、よく園内をお散歩に出かけ

ています。そのお散歩で必ず立ち止まる場所が正門の

赤テントの下にある、排水溝のあみあみの蓋(正式名

称：グレーチング)。その蓋の穴（隙間？）を覗いて見

ると、雨水や石、砂、葉っぱなどいろんなものが見えま

す。その水の流れる動きや様子が面白いのか、なかな

かその場を離れない子どもたち。晴れの日には発見出

来なかった不思議さ、面白さ。雨の日ならではの気付

きに少し嬉し 

い気持ちにな 

りました。 

元気いっぱい朝の会♪ 

 朝の会では毎日いろんな歌を歌っています。特に大好き

なのが童謡「かえるのうた」と「かたつむり」の歌です。

歌の伴奏が始まるとカエルやカタツムリになりきって、ジ

ャンプをしたり、床を這うように進んでみたりと思い思い

になりきって歌っています♪子どもたちらしい可愛い発

想の表現に思わず笑みがこぼれてしまいます。お家でも一

緒に生き物たちになりきって歌ってみて下さいね！ 

穴探し探検隊！！ 

 排水溝の穴を覗いてから、「先生、ここに

も穴あるで！！」と、色んな所を覗いたり、

手を入れみては、よく教えてくれるように

なりました。 

 そこで穴探し探検隊にみんなで変身し

て園内の穴を探しに出かけたり、穴から広

がる遊びを模索しています。おうちでも子

どもたちと穴を発見したら 

是非教えて下さいね！！ 

筆さんと仲良くなろう！ 

「なんか先っぽふわふわ！」「こちょこ

ちょしたら面白い！」と、筆そのものの

面白さを感じて遊んでみました。お水を

つけると広いウッドデッキにお絵かき

出来ることを伝えると、無我夢中に筆の

書き心地を楽しんだり、お友達と線を繋

げて遊んでみたりと 

思い思いに遊び 

込んでいました。 お願いします 

・持ち物に名前の記入があるか再度確認をお願い致し

ます。 

・暑い日が続くため、水筒のお茶の量を増やすなど調

節してあげて下さい。 

・不要なタオル、カップやお菓子の空き箱、トイレット

ペーパーの芯などの廃材を集めています。不要であ

ればお持ち頂けると嬉しいです。 

 

 

ここにも穴ある！！ 



 

 

 

 

 

 

  

 あっという間に春が過ぎ去り、季節は梅雨に移り変わりま

した。皆様、お変わりなくお過ごしでしょうか。 

 ひばり組の皆も徐々にクラスにも慣れ、自ら用意や片付け

を率先してする様子が見られます。最近は仲の良いお友達を

見つけたり、好きなおもちゃで夢中になって遊んだり、毎日

新しいことをどんどん経験して過ごしています。おしゃべり

が大好きなひばり組さん、今日も「先生―‼」という声が響

いています。 

 

 

 

 

 

 

 

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 

      

６月号 

今月の主な遊び・活動 

・絵の具やマーカーで色の混ざりを楽しむ。 

・遠足で、草木に触れたり、集めたり、風を感じて遊ぶ。 

 

 

 

外で身体を動かして遊ぶのが大好きなひばり組さ

ん。毎日、先生と「よーいどん！」で走ったり、か

くれんぼをしています。そして初めての國田先生と

の運動遊び。見たことのない先生にドキドキしつつ

も、國田先生のする手遊びに笑いが止まりません。

皆で準備体操をして…サーキット（コース上にいろ

んな障害物を用意し走る体育遊び）を探検しに行き

ました。そこには一本橋があったり、高いところか

らのジャンプ台があったり、初めての経験が沢山あ

りましたが、子ども達は好奇心旺盛で積極的に参加

していました。サーキット遊びを通じて、ジャンプ

するところでお友達と一緒に手を繋ぎながらしてみ

たり、並ぶ順番を守ったりとお友達との関わり合い

も見られました。 

あるお友達が「おばあちゃんからもらった。」と梅の実を持ってきてくれました。そこで皆とこれが
何かお話してみることに…。まず最初にこれは「木の実じゃない？」というお友達。そこから「えだ
まめ。」「匂いはメロンの匂い。」等、様々な意見が出てきました。すると持ってきてくれたお友達が一
言「これ、梅干しでな、おばあちゃんが…。」と話し始めてくれました。梅干しと言うものを知らない
子が多かったので、知っている子にどんなものかを聞くと「赤い。」と教えてくれました。そこで「こ
れ緑色だけど、どうしたら赤くなるのかな？」と質問してみると、「洗ったらピンクか赤になるね
ん。」と。 
 その次の日、子ども達と梅の実を洗ってみることに。どう洗うか聞くと「袋に水入れてゴシゴシす
る。」と教えてくれたのでその通りしてみました。しかし、なかなかピンクか赤にはならない…。「色
変わらないね。どうしよう？」と尋ねると今度は「そのまま光に当てたらいいねん！」と一人のお友
達が。皆も賛成し、袋に水が入ったままの梅の実を太陽の光の当たるところへ置いてみました。トイ
レに行くときも気になるようで見に行くお友達が沢山いました。そして午後、帰る前に皆で見てみる
となんと「茶色」に…。そして緑の時よりもふにゃふにゃしていることに気が付きました。色と形が
変わったことに気付いた子ども達、これからも梅の実についてお話していきたいです♪ 

 最近の外遊びでは、園庭のお花を探して「先生―！

こんなんあった！」と教えてくれます。そこで園内の

自然物を探しに行ってみました。不思議な葉っぱや綺

麗なお花、木の枝等、沢山集めました。ある葉っぱを

見つけたお友達は「骨みたい。」と教えてくれたり、

「黄色の葉っぱ見つけた！」と持ってきてくれたりし

ました。 

 またある日、朝のコーナー活動中「先生、来て！」

と呼ばれて行ってみると、天井から蜘蛛が糸をつたっ

て降りてきていました。虫が苦手な子も気になって仕

方がない様子で、中には椅子を持ってきて蜘蛛を近く

で見ようとする子も。結局天井へ帰って行ってしまい

ましたが、皆ずっと興味津々で蜘蛛の行き先を見てい

ました。だんだんと自分の身の回りにも興味を持ち始

める姿が見られます♪ 

お願いします 

カップ等の素材、いつもありがとうございます。
引き続きお願いします。 
 野菜や果物からでた「種」、またご家庭で不要に
なった「種」などがございましたら、クラスで集め
たいと思います。お持ち頂けると幸いですろしくお
願いします。 
 


