
今月の主な遊び・活動 

・昔の暮らしについて知り、昔ごっこをして遊びます。 

・デイキャンプに向けて、グループ活動をたくさんし

ていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 先日は懇談会にお越し頂き、ありがとうございました。保護者の皆様と

直接お会いしてお話できたことがとても嬉しかったです。 

最近は子ども達と『昔』について話をしています。太陽の話から火の話

へ、提灯や家紋を知ったことで昔の話へと子ども達の興味は広がってい

き、今、「知りたい！」という気持ちが大爆発しています！例えば、家紋か

らご先祖様の話になると、「ご先祖様って何？ご先祖様を生んだのは

誰？」、「人間は誰から生まれたの？」など、純粋な疑問がたくさん…！子

ども達の話を聞いていると、こうやって子どもの世界は広がっていくんだ

なとワクワクした気持ちになると共に、その意欲に感心させられます。沢

山の疑問に、「先生も分からないや。ちょっと一緒に考えていい？」と子ど

もと一緒になって考えたり、勉強する日々です。これからも子どもの言葉

を大切にしながら、たくさんの「気になる！」の気持ちを遊びにも繋げら

れるよう、保育を考え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       

７月号 

ぼくの、わたしの家紋 

「この紋所が目に入らぬか～！」お家でこんなことを話す姿を目にしたことはありませんか？ 

６月号でも少しお話したのですが、先日マークに興味を持った子ども達とマーク探しをしました。すると

幼稚園から見えるお家の屋根にマークを発見！「これは家紋って言ってね。わたしはこういう人ですよっ

ていう名札みたいものだね。昔の人が使ってたの。」と伝えると、「なんで名前書けへんの？昔の人って字

書かれへんの？」、「なんでお花のマークなの？」と気になる気持ちが大爆発！そこで、実際に家紋を見せ

たり、家紋一つ一つに名前があることや意味があることを伝えると、「そんなんあるんや！」と興味津々

で自分の家紋を探してきてくれる子もいました。もっと子どもの興味を高める方法はないかと考え、わた

しの頭に浮かんだのが『水戸黄門』。手作り印籠に家紋を書き、水戸黄門になりきると、子ども達は目をキ

ラキラさせ、「自分もやりたい！」と写し紙に様々な家紋を描き、「この紋所が目に入らぬか～！」「はは

ぁ！」と友達同士で遊び合っていました。もっともっとと家紋を描く姿もありましたよ(^^) 

 

 
「ミミズってすごい！」 

太陽への興味から広がって、今は「昔」の話をしている

子ども達。「トイレってどんなんやったん？」という疑

問からボットン便所（汲み取り式便所）を知ると、

「え。そのウンチはどうなるの？」と真剣な表情で聞い

ていました(笑)園長先生もお部屋に来てくれて、ウンチ

は肥料になることや土の中にいるミミズが土を綺麗にし

てくれることを教えてくれ、「ミミズってすごい！」と

大興奮！ある日、園庭でミミズを見つけると、「ミミズ

おったー！」とじっと見つめ、「土をどうやって綺麗に

してるんやろう。」、「ホンマにミミズがおる土って野菜

とかお花とか育つんかなぁ。」と話していたので、ミミ

ズをプランターに入れ、お部屋に持って帰ると、ミミズ

が土を出す所を見ることができました！「ミミズがうん

ちした！」、「いや、これが綺麗な土ちゃう？」、「確かに

キラキラしてる気がする…。」なんて話す子もいて、そ

の純粋な言葉になんだかほっこり(^^)今はミミズがいる

土でマリーゴールドを育てています◎ 

おいしくなーれ♪ 

先日、お給食さんから提案を頂き、お味噌作りを

しました。子ども達は大豆の匂い、麹の匂いを興

味深そうに嗅いでいて、「うぅ。」と顔をしかめる

子や、「なんか醤油っぽい！」と表現する子もい

ました。大豆と麹をもみもみしながら、「おいし

くなーれ♪」と優しい魔法を掛ける子もいて、い

つの間にか皆が「おいしくなーれ♪」と言いなが

ら作っていました(^^)冬になり、光組が作ったお

味噌を食べられるのが楽しみです！ 



 

 

  

 日差しの強い日も多くなってきましたがお日様のパワーと、雨の恵みで育

てているトマトがぐんぐん大きくなってきました！外遊びの時には様子を

観察し、「色が変わってきた！」「沢山できてる！」と喜びながら「はやく食

べたいな。」「水やりするー！」と、食べられる日を待ち望んでいます(^^) 

そんな暑さにも負けず、外遊びも元気いっぱいの松組さんですが「先生お茶

飲んでくる！」と遊びながらも、自ら健康管理をしようとする声に感心して

います。しっかり水分補給ができるよう熱中症に気を付けながら今月も楽し

みたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・七夕のお話から、日本特有のものを見たり聴いたりす

る中で興味関心を深めていきたいと思います。 

・お友だちと話し合ったものを試したり、工夫して遊び

を遊びたいと思います。 

 

『すうじの〇はな～あに？』 

時計の数字、いろいろな大きさへの興味から、朝の

会の中で『すうじのうた♪』に合わせ、みんなが見

える形に歌詞を変えながら、替え歌を歌い遊んでい

ます。１の形を見て「ろうそくみたいやな。」「骨み

たい。」「パイプちゃん！」「矢印（↑）」などなど、

いっぱい意見が出てきてとても面白かったです！

数字からいろいろなイメージが広がり、好きな絵の

具の色を作って見えてきたもの変えて、数字を絵に

して描きました。「４のここをこうしたら～リボン

♪」「０は、まん丸やからサッカーボール！」とい

ろんなお話と、子どもたちの見え方に「確かに、先

生にも見えてきた！」と一緒に楽しみました♪ 

『味噌作り体験』  

お給食室の松川さんが松組に来て下さり、味噌作

りを教えてくださりました。事前に「お味噌って

何からできているか知ってる？」と子どもたちに

聞いてみると、「お味噌の粉を溶かして～…」とお

味噌汁の作り方を教えてくれたり「大豆？」とい

うお友だちも、素材を一から触れて作ることにと

ても興味津々で取り組んでいました！麹菌の臭い

を嗅いで見た時の反応はなんとも言えない表情

で、視覚、触覚、嗅覚を感じながら楽しむことが

できたひと時でした。食べられるのは１２月と聞

きまだまだ先ですが、美味しいお味噌になるよう、

時々様子を皆で覗きながら待ちたいと思います♪ 

『いろいろなところで見つけたよ！』 

時計の中にある数字を別の所でも発見！ 

「先生靴の後ろにもあるで！」と足のサイ

ズが書かれた上靴を見せてくれたり、「車に

もついてる！（ナンバープレート）」など探

し始めると空き箱のバーコードや、カロリ

ー表記、内容量（個数）などなど夢中になっ

ていました。幼稚園の外にもいろいろな数

字、数字に見えるものが子どもたちの視野

に入るかもしれません。またお話があれば

聞いてあげてください♪ 

『日本?アメリカ?』 

メアリー先生とのプレイタイムで英語への親し

みを持ち始めている子どもたちですが、自然とア

メリカと日本の違いや疑問に思う声が増えてき

ました。お日様の動きを記録し実験していると、

影が動いていることが分かり、「ここからはアメ

リカにお日様がいってると思う！」というお話

や、「ユニバーサルスタジオジャパンはアメリカ

にないやろ！」という日本にしかないものに目を

向けています！以前、「果穂先生はどこの国の

人？」と尋ねられました(^^)日本？大阪？アメリ

カ？と「？」がいっぱいですが、皆のいる日本の

こともこれから深めていきたいなと思います。 

お願いします 

いつも素材をお持たせ下さりありがとうご

ざいます。 

発砲スチロールなどの素材がありましたら

ご協力ください。宜しくお願い致します。 

一 本 松 
７月号 

松組クラス通信 

担任：久保果穂 



 

  

 毎日暑い日が続いていますが、皆様体調などお変わりないでしょう

か？早いもので今月で 1 学期が終わろうとしています。週が明けて月

曜日、登園した子ども達に会うと、「あれ？背伸びた？」と２日合わな

いだけでも大きくなったように感じ、子どもの成長はあっという間なん

だなと日々感じています。今月はデイキャンプもありますので、子ども

達と沢山話し合う時間を設け、色んな経験をしてもらいたいと思いま

す。今月も水分補給など体調管理に気をつけながら過ごして参りたいと

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       

７月号 

今月の主な遊び・活動 

・紙すきを使い紙作りに挑戦したいと思います。 

・デイキャンプでのグループワークに向けて、話し合う機

会を沢山設けたいと思います。 

 

 

           どんな味だった？ 

子ども達からコーヒー豆の色んな実験についてはお家で聞かれてるかと思いますが、豆からドリッ

プコーヒーにしてコーヒーの味を確かめてみました。初めてドリップ式のコーヒーの入れ方を見た

子もいれば、お家でお母さんやお父さんが飲んでいる姿を何気なく覚えていた子もいました。「お湯

はクルクル回しながら入れたほうが美味しくなる。」と子どもからアドバイスももらい、出来たコー

ヒーを舐めて見ると、「苦すぎて目覚めたわ！」「大人って凄いねんな。」と色んな感想がありまし

た。コーヒーで目が覚めることを知っていたことにも驚きました。最後はコーヒー牛乳にして飲む

と、「牛乳の味するけど、コーヒーの匂いと味もするよ。」と色んな発見がありました実験後も会話

は深まり、今は紅茶やお茶の茶葉にも興味を持ち、茶葉を使った食べ物を調べたり、匂いのする紙

作りにも挑戦したいと思います。 

 

光で遊ぼう！ 

光への関心から、これまで色んな光遊びをして遊んで

きました。光を使った遊びの中で万華鏡に興味を持

ち、幼稚園で新しく万華鏡を買ってもらいました。万

華鏡を回す時も、「普通に回して見るより、電気とか

窓の方を見ながら回した方がピカピカって光って綺麗

やで。」と試す中で色んな発見があったようです。自

分でも素敵なキラキラ模様を作ってみたい！と万華鏡

コーナーを作りました。 

ビーズやキラキラ素材を並べ、３面貼りにした鏡を被

せると、世界に一つだけのオリジナルの模様ができて

大興奮でした。自分でできた模様をカメラで撮る様子

も見られます。 

   歌舞伎ってなんだ？ 

以前プレイタイムの時間に、 

アメリカの文化について沢山教えてもらった年

長さん。そこから、自分達の住む日本について話

す機会が沢山ありました。そんな中、もっと日本

の文化を知ってほしい！と歌舞伎の動きを用い

たダンスを子ども達と踊ってみた所、「面白いポ

ーズするダンスやな。」「よ～ぉ！って言いながら

首回すところが気に入った！」など初めて知る動

きに興味津々でした。改めて歌舞伎の動画を見せ

ると、歌舞伎ならではの白塗りや赤、黒色の顔の

メイクに子ども達は沢山のハテナがあったよう

です。様々な疑問についてこれから深めていけれ

ばと思います。 

 

お願いします。 

暑い日が続いていますので、水筒にたっぷり

お茶を入れてあげて下さい。 

毎日降園時に絵本を読んでいます。おうちで

読まれているオススメの絵本があれば教えて

頂きたいです♪ 



 

 

 

 

 

  

日中の暑さに参りそうになる毎日ですが、皆さんいかがお過ごしですか？子ど

も達は、日々驚きと発見の連続のようで、園内外で見つけた面白いものを、み

んなに発表したいと言ってくれる子が随分多くなりました。大人でも人前で話

すことに抵抗を感じる方も多いのに、堂々と自分が感じた面白さや感動を言葉

にする子ども達を見ると、頼もしさや成長を感じます。発表を聞く子達も、真

剣に友達の言葉に耳を傾けて、一緒にその時間を楽しんでいます。発表の時間

がきっかけでまた新たな活動が始まることもあります。まさに自分達で活動を

進めようとしてる姿に、年長らしい成長を感じますね。そんな子ども達の様子

を近くで見れることがとても幸せです！今月も宜しくお願い致します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梅とウグイス便り 

 
梅組クラス通信 

担任：田中祐太       

７月号 

今月の主な遊び・活動 

 ・繰り返し試したり、遊び込める水遊びを楽しみます。 

 ・グループに分かれて自然の中でクッキングや、探検を楽しみます。 

 

 

 

 

風で遊ぼう！ 

引き続き紙飛行機で遊んでいたある日、クラス

の子が作った不思議なおもちゃを持ってきまし

た。筒のような形のそのおもちゃは投げるとふ

わふわと風に乗って飛んでいきます。「なんだ

これ！」と子ども達は大興奮。その日をきっか

けに、紙飛行機以外の風を使ったおもちゃ作り

が始まりました。風車を見てみたり、風を当て

るとクルクル回るステッキを作ったり、簡単だ

けど夢中になれるおもちゃを作っています。他

にどんなおもちゃがあるのかな？また皆と探し

てみます^ ^ 

 

ちょうちょの家はどこ？ 

以前から大切にしていた三匹の蝶の幼虫が、蛹を経て、無事

全てアオスジアゲハに羽化しました。羽化してもすぐ外に出

そうとするのではなく「飛ぶ準備が出来るまで待ってあげよ

う。」という子ども達。二匹目が羽化した時は雨の日で、濡

れると大変だからと大切に虫カゴに入れたまま、外の世界に

無事飛び立てるタイミングを待っていました。いざ外に出し

てあげるときはクラス全員で「頑張れ！」と声を掛け、飛び

立つアオスジアゲハを見送りました。その時「あの蝶々はど

こいくの？おうちはどこにあるのかな」と話し始めた子ども

達。また面白い話題が始まりそうです。 

 

懇談会ありがとうございました♪ 

先日はお忙しい中幼稚園まで足を運んで頂き、

ありがとうございました。幼稚園とは違うご家

庭での子ども達の姿をお聞きしたり、子ども達

の成長や普段の姿について一緒にお話しできて

とても嬉しかったです。年長は子ども達にとっ

ても大切な最後の一年です。お話ししたこと以

外でも今後何か気になることがございましたら

お気軽にご相談下さい。今後ともよろしくお願

い致します。 

 

今日の雲はどんな形？？ 

ある日の外遊びの時間にモコモコな雲を見つ

けました。会話の時間にそのことを紹介する

と「犬みたいな雲あったよ。」「パンみたいだ

った。」などなど、子ども達が見つけた面白い

形の雲を紹介しあううちに、実際に皆で見に

行ってみようということになりました。その

後見つけた雲の絵を描いたのですが、描くう

ちに雲も形を変えていきます。「あれ？！さっ

きまでと違う！」刻々と変化する雲の形を面

白がりながら、お絵描きを楽しみました。 

 

お願いします 

名前が分からない落とし物がたまに見つか

ります。子ども達の持ち物の名前が消えか

かってないか、再度ご確認下さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 皆様お変わりありませんか。あっという間に 1 学期も終わりに近づ

いてきました。先月は懇談会もありがとうございました。直接お顔を合

わせてお話しできたことがとても嬉しかったです。お友達との関わりも

活発になり、自然と数人のグループで遊ぶ姿も多く見られるようになっ

てきました。お友達同士のやり取りを大切に見守り、一緒に過ごす楽し

さを存分に味わって欲しいと思っています。今月は、水遊びやデイキャ

ンプなどの行事も予定していますので、体調に気をつけながら思いっき

り楽しんでいけたらと思っています。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜の詩
うた

 

桜組クラス通信 

担任：柴田沙耶       

７月号 

今月の主な遊び・活動 

・デイキャンプに向けて、グループのお友達同士で 

話し合い、一緒に計画準備をします。 

・水に触れながらいろいろな遊びを楽しみます。 

・お友達と一緒に作り上げていく面白さを味わいます。 

 

 

 

しゃぼん玉遊びをしました 

 先月お伝えしていた虹のお話から、しゃぼん玉遊び

をしました。せっかく幼稚園でするなら既製品ではな

くみんなで考えたものでできれば…と思い、子どもた

ちと相談してみました。「家でやったことあるのは吹

くところが丸い形やった」「細長い丸みたいやった」

とどうやら丸の形だったら出来るのかなと話が進ん

でいきました。ロール芯や筒状の箱、丸い穴が開いて

いるものなどを集め試してみました。「牛乳パックな

ど四角のものでも成功した！」と発見もあり、その後

も引き続き外遊びのときも楽しんでいます。 

 

ジャン！決めポーズ！ 

 ある日、他のクラスからとってもきれいな歌声が聞こえた

のをきっかけに、「桜組さんもあんな風に歌いたい！」と歌声

について改めて注目する機会がありました。この歌は、どん

な声が合うかな？と考えることで、その印象はとても大きく

変化しました。時には、「ここは手拍子もしたら楽しいんちゃ

う？」と身体の動きを取り入れられることもあります♪また、

歌の最後には決めポーズをバッチリ決める姿もあり、ピアノ

を弾きながら思わず笑ってしまう担任です。 

これからも、子どもたちが感じたことや素直な気持ちを大

切にしていきたいなと思いました。 

形探し→マーク 

 いろいろな形を探して遊んでいたところから、

最近はマーク探しをしています。普段何気なく目

にしているもののパッケージや道路標識などよく

見てみるとここにもあった！とたくさん見つけて

います。注目して見ているうちに少しずつ新たな

マークの存在にも気が付き、このマークはどうい

う意味かな？何でこんな数字が書かれているのか

な？と子どもたちなりの疑問を出し合い、みんな

で考えたりもしています。イラストや記号で表現

されたマークで、様々な意味を伝えることが出来

る面白さを感じてもらえたらと思います。 

トマトが色付いてきました 

 園庭で育てているミニトマトが太陽の光を

浴びてだんだんと赤くなってきました。植え

付けをしたときは小さかった苗も、気が付け

ば子どもたちより背が高くなり、食べ頃がや

ってきたようです。花が咲き、その場所に小

さな赤ちゃんトマトが出来て、少しずつ大き

くなって…成長過程も見ているからこそもう

採ってもいい？もうちょっとしてから？と収

穫時も迷う子どもたち。もうすでにクラスの

人数以上の数が育っていて、夏の間に更にた

くさん実るといいなと願っています。 

お願いします 

いつも素材集めにご協力ありがとうございま

す。水遊びまでの期間、発泡トレーなど水に浮

かぶ素材を集めたいと思います。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 GW 前にみんなで植えたミニトマトがあるのですが、「増えてきた！何個

あるかな？」「ちょっと色変わってきた！」と夏に向け着々と大きく成長し

てくれています。トマトの成長とともに、椿組の子たちもお友達との関り

が深まり、仲良くなったからこそとぶつかることも出てきました。年長さ

んだから言葉で伝えられるぶん、ついつい強い口調で言ってしまうことも

あります。「お話きいてるねん。」と時には周りの子と、どうしたらよいか

一緒に考える姿もあります。子ども達だけで、どうにかしようとする姿も

見守っ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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

tsubakindergarten 

椿組クラス通信 

担任：吉田真侑       

７月号 

今月の主な遊び・活動 

・七夕や火祭りなど日本の行事に関わりながら 

 昔の遊びで遊んでみたいと思います 

・考えたり何度も試したりしながら、思いっきり水に 

触れて水遊びをします 

 

 

 

調べてきたよ、こんなこと① 

事の始まりは、飼っていたメダカが死んでしまった

ことでした。メダカが死んでしまったことで、一つ

水槽が空いてしまったので、もう一度何か飼えたら

いいねと何を飼いたいか、どうやって飼うかたくさ

ん話し合っていました。そんな中、お休みの日にご

家族で海へ行かれ、「様々な生き物を見つけたよ。」

というお友達がいました。その生き物について、名

前は知っているし、海の水がいることも予想はつく

けど詳しいことまではわからない・・・そこで、お家

の人に聞いておいで、と伝えてみました。 

デイキャンプがあるよ 

 今月７／２３にはデイキャンプを予定しています。まだ子

ども達には、まだ詳しく伝えていないのですが、それでもキ

ャンプの存在を楽しみにしているようです。デイキャンプで

はグループ活動もあるので、少しずつグループでの話し合い

も経験してほしいと思い、挑戦しています。席替えのグルー

プ名決めをあえて「水の中の生き物で５文字まで」という制

限をつけて話し合ってみました。初めてなのですんなり決ま

るグループもあればなかなか決まらないグループもありま

した。「まずな、自分のしたい名前言ってみんなにどうって

聞いてみたん。」と出来た経験を伝え合ったりして無事全部

のグループが決まりました。デイキャンプのこともみんなで

いい方法を伝え合いながら頑張って決めていこうね♪ 

調べてきたよ、こんなこと② 

すると、何人かのお友達が実際に調べたり聞いてき

てくれたので、わかったことをみんなに伝えてもら

いました。そしてわかったことを元に飼う準備を

し、お迎えすることができました。 

そうやってみんなで調べて自分たちで準備して、と

自分たちでやったからこそ、よく気にかけ、日々愛

着を持って観察しているように思います。今ではヤ

ドカリ、カニ、ヤモリ（園で見つけて、すいすいと

いう名前がつきました。）ザリガニがいます。生き物

を飼うと、「先生事件！」といって日々何かが起こり

ます。私もわからないことだらけなので、子ども達

と一緒に「こういうこと？」とみんなで頭をひねっ

て考えたり、話し合ったりしています。 お相撲さん 

みんなに馴染みのあるレゴブロックコーナー

では、日々作られるものがいろいろなのです

が、最近なぜか「お相撲さん」が作られるこ

とが多くなっていました。そこで大きな箱に

土俵を書いたものを用意し、とんとん相撲の

ように遊べるよと紹介すると、とても気に入

り遊んでいます。箱を叩いてお相撲さんが動

くだけでも楽しい様子でしたが、お相撲さん

の手の長さや大きさを変えてどうやったら勝

てるか考えている姿がありました。このお相

撲さん遊びから、いろいろな日本の昔の遊び

もみんなで出来たら楽しそうだな・・と思っ

ています♪ 

お願いします 

いつも素材のご協力ありがとうございます。引き続き不要

なものがあれば寄付をお願いします。また、キャンプに向

けて包丁等の経験をさせてあげて頂けたら嬉しいです。 

 


