
 

 

  

 

 暑さも日々増していき、本格的な夏が訪れようとしています。昨年度のうさ

ぎ組から引き継いでいたカブトムシの幼虫が、雄２匹、雌１匹の立派なカブト

ムシに育ちました。「雌もおる！かっこいいなあ。」と、毎日カブトムシコーナ

ーには沢山の子どもたちで溢れています。朝の準備が終わると、「カブトムシ

触ってもいいですか。」と、わくわくしながら聞きに来ては、手に乗せたり、

観察をして楽しんでいます。虫が苦手だった子も、楽しそうな皆の姿を見て、

少しずつ興味を持ち始めました♪生き物からも沢山の事を学びつつ、保育をし

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。 

 

 

 

 

 

 

 

◦引き続き２人組３人組遊びを行いますが、少しずつ６人

組や８人組等、グループの数を増やして遊びます。 

◦土粘度を使い、感触を楽しんだり、形を変えて遊びます。 

◦ベルやピアニーを使い、簡単な曲を演奏してみます。 

 

青、赤、黄、緑、白、茶、黒の色を使い、自分で色を

作ってみました。全色混ぜてしまい、何とも言えない

色になってしまったり、「空の色！」と、大人でもど

うやって作ったのか聞いてしまうような綺麗な色を

作ったり、沢山試しながら遊びました。その後は、自

分で作った色を使い、花をイメージして描きました。

藍の花を育てていましたが、太陽に当たる時間が少な

く、枯れてしまい、太陽が良く当たる場所を皆で探し、

今は２回目の藍の花を大事に育てています。こんな花

が咲いたらいいな、を考えながら絵を描きました。 

６月の季節の歌「虹のむこうに」を歌っていますが、

活動でも虹を作っていた為、すぐに歌詞を覚え、大

好きな歌になりました。歌詞に出てくるお日様の匂

いに注目し、お日様の匂いって？を、考えてみまし

た。「ポッカポカの匂い！」「今お日様に当たってき

たから、今の○○ちゃんの匂い！」等、可愛い話が

ありました      良い匂いと臭い匂いがある事にも気

付き、園内の様々な匂いを探しに出かけました＾＾ 

以前、てるてる坊主を作り、神様の仲間なんだという話

をしているときに、空の上の世界についても会話をし

ました。「空の上には虹がある！神様は毎日虹を見て

る！」と話していた時にちょうど、外遊びの帰りに虹が

見えました。すぐに消えてしまいましたが、「皆が話し

てたから神様が見せてくれたんや！」と、大興奮でし

た。その翌日、コンテを使い、色遊びをしながら消えな

い虹を作りました。「また虹見えるかなあ。」と、星組の

階段の上から空を見上げたり、「お部屋に虹がかかった

みたい♡」と、部屋に飾った作品を見てにこにこしてい

ました。 

年中になり、一人でのかけっこでも思い切り走り、力

を発揮していますが、初めてリングバトンを使い、友

達と２人で力を合わせて走るという事を行いました。

自然と、「○○ちゃん頑張れ！」と応援する友達や、

友達にスピードを合わせながら走ったりする姿があ

りました。少しずつ競争への意識を持ち、勝ち負けの

気持ちを味わえるようにしたいと思います。 

いつも沢山の素材集めにご協力頂きありがとう

ございます。今月も紙コーナーで使う空き箱など

の廃材と、モールやストロー、割り箸などの線材

で、余っているものがありましたら持って来て下

さい。宜しくお願い致します。 

 

 

にこにこ星 

７月号 

  星組クラス通信 

担任：末吉奏絵 

お願いします 

 

今月の主な遊び・活動 

 

 

素敵な色が出来たよ♪ 虹が見たい！ 

虹のむこうに 
国田先生と体育遊び 

くさーい！ 

良い匂い！   



 

 

  

今月の主な遊び・活動 

・土粘土に触れて遊びます。 

・音楽を聴いて、リズムに合わせながら体を動かして遊びます。 

 

 

 

「あ！腐ってる！」 

 みんなで中身を見ようと切って観察していた

野菜や果物。いつでも見れるように、しばらくお

部屋に置いていました。するとある日の朝、「先

生、腐ってるー！」と大騒ぎに。よく見るとぽつ

ぽつとカビが生えていました。あえてカビとい

うことは伝えずに、「これ何だろうね？」「なんで

色が変わってるのかな？」と子ども達に話して

みました。すると、「悪いばい菌がやってきてん

で！」「これはホコリちゃう？」と話が盛り上が

りました。自分なりに「これって何だろう？」と

考え、自信を持って発表する子ども達の姿に嬉

しくなった時間でした。 

こんな遊び、流行っています！ 

～コーナー遊び～ 

・虫探し 

→朝の用意が終わると、「虫探しに行ってもいい

ですか？」の声。ホールの螺旋階段の横には沢山

の木々があり、いろんな虫が住んでいるんです。

毎日いろんな虫との出会いを楽しんでいますよ♪ 

～外遊び～ 

・先生に見つからないごっこ 

→ひたすら先生から逃げ回る。先生に見つからな

いごっこ。「こっちだよ～！」と言いながら元気

に走り回る子ども達を毎日追いかけ、へとへとに

なっている担任です（笑） 

ゴーヤの種を植えました。 

 お外遊びで見つけた不思議な実。その正体を探

るうちに「ゴーヤ」という野菜も知りました。

切って開けてみると中から沢山の種が取れまし

た。その種をどうしようか話していましたが、

そんな時に読んだ絵本の中にゴーヤが出てきた

ことをきっかけに「この種も植えてみよう！」

という話になりました。早速、プランターと土

を用意して、みんなで種を植えましたよ♪土を

触って「ふわふわやな～。」という声も聞こえて

きました。絵本で見たように大きく育つのか、

みんなでわくわくしながら毎日の観察と水やり

を楽しんでいます。 

 

 自分だけの色♪ 

 好きな色の絵の具を混ぜて自分だけの色づくり！

「これとこれ混ぜたらどうなるん～？」と実験気

分でたくさんの色を作りました。最初は、全部の

絵の具を混ぜ、「なんか黒になった、、、。」と言って

いた子ども達でしたが、何度も何度も試していく

うちに、混ぜる絵の具の組み合わせを変えたり、

量を調節したり、自分がイメージする色に近づく

ように工夫しながら遊んでいましたよ♪ 

この日以降も、お部屋に色づくりのコーナーを用

意し、引き続き楽しんでいます！            

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。今月は特に、絵の具の色づくりに必要な

紙コップや透明なカップをお持ち頂けると

嬉しいです♪ 

 

snow memory 

7 月号 

  雪組クラス通信 

担任：村中千秋 

たくさんの色が 

できました！ 

気温が３０度を超える日も増え、本格的な夏の訪れを感じますね。厳しい

暑さにも負けず、毎日元気に走り回っている子ども達。こまめな水分補給を

心掛けながら過ごしていきたいと思っています。 

さて、早いもので今月で１学期が終わりを迎えようとしています。新しい

お部屋の完成は７月中を予定しているので、ホールで過ごす日々も残りわず

かとなりました。夏休み明けに子ども達と会える時には、新しいお部屋で迎

えられることだと思います。今からとっても楽しみです♪ 

１学期最後のひと月も元気に過ごしていきたいと思っていますので、よろ

しくお願いいたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

梅雨明けが待ち遠しい今日この頃。最近の花組さんでは、チ～ンというベ

ルの音と共に「やった～！」の声がよく聞こえます。何を楽しんでいるの

かというと、カードゲーム「ハリガリ」です。（神経衰弱のような遊び）あ

っという間に遊びのルールを覚え、順番を守りながら遊ぶ子ども達。まだ、

勝ち負け意識はそこまでなく、お友達の番でも「ココと、ココやで♪」と教

え合ったり、お友達がカードを揃えても「やったね！」と一緒に喜ぶ姿が

多く見られます(^^)さて、今月も季節の変化を感じながら、夏ならではの遊

びを思い切り楽しんでいきますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

花組クラス通信 

担任：原口久代       

7 月号 

今月の主な遊び・活動 

〇水遊びを楽しみます。 

〇土粘土を使って遊びます。 

 

 

蜜蝋クレヨンで遊んだよ 

蜜蝋でできたクレヨンを初めて手に取った子ども

達。「あ。蜜蝋粘土と同じ匂いがする！」「食べれそ

うな匂いやな♪」と言いながら、くるくると塗り始

めました。少し透明感のある発色に「きれい～！」

と心を弾ませ、どんな色になるかとどんどん塗り込

み、色の重なりや変化を楽しんでいました。 

Happy birthday♪ 

園庭に小さな蜂の巣を発見！取り外した巣をケースに

入れ、観察コーナーに置いていました。こんなに近くで

巣を観察できるのは皆初めて♪「絵本の巣と同じ形

や！」「これ、卵かな？蜂さん生まれるかな？」と観察を

続け約３週間が経ったある日。「見て！蜂さんが入って

る！蜂さんになった！」「おめでとう！」と蜂さんの誕生

にびっくり仰天した花組さんでした。 

飛んでいった王様 

やっと成虫になったカブト虫。お世話をしている

と、土の中が盛り上がったり、動き始めると「おっ

た～！」「雄や～♪」と嬉しそうな声が響き渡りま

す。一番大きな雄のカブト虫に「王様」と名付けま

した。力強く木を登っていく王様の様子を眺め、

「頑張れ～！もうっちょっと！」と応援していた

次の瞬間！！大きな体がゆっくりと宙に浮き…… 

ブ～ンと音を立て飛んで行ってしまいました。「あ

ぁ～あ…。」とガッカリしたのも束の間で、「どこ行

ったんやろうな？」「お姫様とご飯食べるのにお城

に行ったのかも♡」とその後の行方に想像を膨ら

ませる子ども達。最後は、「お世話する時は、飛ん

でいかないように気を付けないとな！」「一応、網

を置いとく？」と対策を考えていました。 

お願いします 

今月も素材集めにご協力お願いします。 

（空き箱、カップ、卵パック、芯） 

Flowers time 

雨の日に・・・ 

「お花が沢山あるところに、巣と一緒に離してあげよう」

と成虫になった蜂を逃がす場所を相談しながら決めてい

ると「雨に濡れたら可哀想。」「羽が濡れたら飛べなくなる

かも。」「雨に濡れないように何かで守ってあげよう。」と急

展開！色んな意見が出てきて、最終的に「傘をさしてあげ

よう！」ということになりました。せっかくなら♪と皆で

傘にマジックで絵を描かきました。出来上がった傘を園庭

に持っていき、設置完了！皆は少し離れた所から静かに、

先生がケースの蓋を開ける様子を見守ります。しばらく黙

って見ていた子ども達も「…あれ？飛んでかへんな。」と小

さく呟きます。この日は、巣から一歩も動かなかった蜂さ

ん。「美味しい蜜を沢山飲んできてね(^^)」とその場を後に

した花組さん。翌日、様子を見に行くと、蜂さんの姿はあ

りません。すると、ヒラヒラ～と何かが飛んできました。

「あ。蝶々！」「お花にとまってる(^O^)」と描いたお花に

とまった蝶々を発見し、大喜びの子ども達でした♪ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 梅雨はまだ続いていますが、少しずつ暑くなる日々が夏の訪れを感じ

させてくれますね。保護者の皆様はお変わりありませんでしょうか。先

日は個人懇談にお越し頂きありがとうございました。子ども達の成長を

保護者の皆様と共有共感し、喜び合えるとても充実した時間になりまし

た。さて、最近の子ども達は少しずつお友達との関係が深まってきてい

る様に感じます。「今日は〇〇ちゃんと遊ぶんだ♪」と約束し合い遊ぶ

姿、外遊びでは「〇〇くん見てない？」と探し回り、遊びに誘おうとす

る姿も見られて、友達関係の広がりを感じています。そんな小さな成長

を今月も見守り、一緒に過ごせたらと思っておりますのでどうぞよろし

くお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pigeon の Vision 

 

鳩組クラス通信 

担任：鈴木望       

7 月号 

今月の主な遊び・活動 

・水遊びを行います。 

・大豆について知ったり、きなこ作りをしてみます。 

・育てたピーマンに触れたり食べたりしてみます。 

 

 

*土粘土で遊びました* 

 年中組での初めての土粘土遊び。「この粘土さんは

みんなの持ってる粘土さんよりも力持ちなんだ

よ！」と土粘土ならではのダイナミックな遊びを伝

えるとみんな大喜びで、土粘土に触れていきます。 

始めは少しずつ粘土を使っていた子ども達も気がつ

けば足にまで粘土が付くくらいダイナミックな遊び

に広がっていく様子もありました。積み上げたり、

形を変えて何かに見立てたりと、それぞれ楽しさを

見つけて遊んでいましたよ。 

      *岸田先生のリトミック* 

 年中組でも岸田先生のリトミックの時間があり、子ども達

はピアノに合わせて歌を歌ったり、リズムに合わせて体を動

かして遊んでいます。今回は音符を使った遊びを行いまし

た。四分音符をクロちゃん ♩ 八分音符をしっぽちゃん♪ 

二分音符をシロちゃん と呼んで音の長さの違いに気付いた

り、リズムを感じて遊びました。 

楽しくまた真剣に取り組む子ど 

も達の姿がありました。 

*そら豆くんのお話* 

 種の話から、絵本『そら豆くんのベッド』をみん

なで一緒に読んでいると、そら豆くんのベッドって

一体どれだけフワフワなんだろう…とそら豆くんの

持っているベッドに興味を持った子ども達。「そら豆

くんのベッドで寝てみたいな〜。」と絵本を読む度に

話をする子供達の姿がありました。「ベッドで寝るに

はみんなは大きすぎる…。」「みんなが小さくなって

みる？」「どうやって小さくなればいいの！？」とど

んどんイメージが膨らんでいきます。 

今はそら豆くんがお部屋に来て欲しいという思いも

あり、来てもらう為にはどうしよう？と会話が進ん

でいます♪ 

     *ゴマコーナー*    

 いちごの粒々は種なのかゴマなのか！？と

話をしていた鳩組さん。実際にいちごの粒々

を取り出したり、ゴマと見比べたり…「やっ

ぱりゴマといちごの粒々は違う。」という結論

に至りました。そこからゴマをすり潰して遊

べるコーナーを作りました。ゴマを潰した時

の匂いに「めちゃくちゃいい匂い。美味しそ

う♪」と嬉しそうに話してくれます。白ゴマ

と黒ゴマを混ぜてすり潰すとグレー色にな

り、配分が変わると色も変わるという事に気

付く子どもの様子も。小さな発見も驚くほど

楽しそうに話してくれていますよ。 

お願いします 

 いつも素材集めにご協力頂きありがとうございます。 

気温も上昇する時期で、お持ちいただいた種にカビが生

えてしまう事がよくあります。お子様に持たせる際はし

っかり水洗い、乾かした状態でお願い致します。 

 



 

 

  

・感触を楽しめる遊びをします。 

・水に親しみ、音や流れ、気持ちよさを感じながら水

遊びをします。 

・ピアノに合わせながらベルを使って遊びます。 

 

 

 

粘土で遊ぼう！ 

年少さんからおなじみの粘土。少し面白い素材を

加えて色々なものに見立てて遊んでみました。 

粘土に素材を組み合わせて遊ぶだけではなく、素材

によって粘土につく型が面白かったり♪子どもたち

の個性豊かな作品ができました(^^) 

  
 切った紙を自由に組み合わせて遊びました。 

顔に見立ててそこに小さい紙を組み合わせて体の部

分が加わり、人を作ってみたり、動物を作ってみたり

…パーツを加えるごとにものが変化していき、納得の

いくものができるまで夢中で遊んでいました♪ 

 

ハサミで切り開きをしてみよう！ 

紙を一回折りしてからハサミで切るところをみん

なに紹介しました。すると、「うわぁ～なんじゃこ

れ！」「顔みたい！」と言って開いた形が二つに増え

て予想外でびっくりしていました。早速子どもたち

も切り開き一回折りに挑戦！大胆に切ってみたり、

紙を上手に回しながら色々な形を作って遊びまし

た。その中でもこっそり二回折りを試している姿も

ありました♪また二回、三回と折る回数を増やして

挑戦してみようと思います！ 

個人懇談、ありがとうございました 

 先日は暑い中、幼稚園にお越しいただきありが

とうございました。短い時間でしたが、今年度も

進級式でお会いできないままのスタートだった

ので、直接お顔を合わせてお話ができ、大変嬉し

く思います。これからも子どもたちの成長を共有

しながら、一緒に見守っていきたいと思います。 

宜しくお願い致します。 

いつも素材集めにご協力いただきありがとうござ

います。引き続き廃材の提供にご協力いただきた

いです。そして、最近の空組ではダンゴムシにつ

いて話が盛り上がっています♪そこで野菜や果物

の剥いた皮や破片、ダンゴムシにあげるえさを募

集します。（本当に欠片くらいの少量で大丈夫です

(^^;） 

 

空組クラス通信 

担任：長谷川衣里 

  毎日暑い日が続きますが、皆さんお変わりありませんでしょうか？ 

水が気もちよい季節となり、子どもたちはお外遊びでのシャワートンネル

を一つの楽しみとしてお外を駆け回っています。空組さんでの生活にもだ

いぶ慣れてきたのか、自分の好きな遊びに熱中する姿や、色々な友達とや

りとりする姿も増えてきたように感じます。最近ではグループ活動にも取

り組んでおり、みんなの前で何かを発表する機会を少しずつ作っていま

す。何かを伝えたいという気持ちを大切に関わっていきたいです。まだま

だ暑い日が続きますので、子どもたちの体調管理には十分気を付けてまい

ります。今月もどうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

くっつけてみよう！ 

 

Blue sky 

 
７月号 

お願いします 

 今月の主な遊び・活動 

 

 


