
 

  

 じりじりと陽射しの暑さを感じる季節となってまいりました。皆様お

変わりありませんか。子ども達は汗びっしょりになりながらも、「まだ

外で遊びたい～！」と元気いっぱいです(^^)今月は熱中症対策もしっか

り行いながら過ごしてまいります。さて、今月であっという間に一学期

も終わり。最近では、お友達同士で名前を呼び合う姿や、「○○マーク

はお休み？」とマークで覚えたお友達のことを心配する姿も見られま

す。自分のことで精一杯だった４月から、こんなにもお友達に意識が広

がり、関わりが増えていく子ども達の成長した姿をとても嬉しく思いま

す。今月もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

はっぴー☆らびっつ 

うさぎ組クラス通信 

担任：髙石晴香       

７月号 

今月の主な遊び・活動 

・水に親しみながら、心地よさや面白さを感じて水

遊びを楽しみます。 

・絵の具や土粘土で遊びます。 

・様々な素材を使い、並べたり貼ったりして見立て

遊びを楽しみます。 

 

ヤモリくんが… 

 実はずっと紹介できていなかったのです

が、５月頃からうさぎ組でヤモリを飼って

います。この２ヶ月で、しっぽが切れた

り、顔から脱皮が始まったりと、色々変化

があり「えー、どうしたんやろ？」「痛そ

う。」とみんなは心配な様子。「このゼリー

食べたらしっぽ生えてくるんちゃう？」と

ご飯を作ってくれたり、「ここ歩くかな？」

とレゴを並べて道を作ってくれたり、「蜘蛛

捕まえた～！」と餌になる虫をたくましく

捕まえてくれたり。ちょっと触るのは怖い

ようですが、ヤモリくんへの愛着と優しさ

を日々感じています。 

くもちゃんと遊びました♪ 

 空を見上げて見つけたとても速く動く白い雲。そん

な雲の赤ちゃんがみんなのところにやってきました。

綿を雲に見立て、そっと手に乗せたり、引っ張った

り、ちぎったり、頭に乗せたり。ストローを使ってふ

ーっと吹くと、「くもちゃん動いた！」と目をパチク

リ。何度も吹いているうちに「こっちのほうが速い

で！」とストローなしで勢いよく吹き飛ばし、びゅー

んと机から落っこちるくもちゃんに大笑いのうさぎ組

さんでした。 

アサガオを育てています 

 ５月末頃、子ども達の元に届いたア

サガオの種。濡れティッシュの上に一

晩置いてみると…芽が出ていました。

２,3 日するとぐっと芽が伸び、土に植

え替えました。本葉が出てきて、触っ

てみると、「ふわふわや～！」と双葉と

の違いを手で感じたり、一緒に成長を

観察しています。子ども達は「お花、

明日咲くかな？」と少しばかり気が早

いようですが(笑)、心待ちにしながら

一生懸命水やりをしています(^^) 

しっぽくん？ 

ヤモリくんのしっぽの友達『しっぽくん』がや

ってきました。モールをしっぽに見立て、グネ

グネと形を変化させる面白さに「こんなところ

にも巻き付いた！」「眼鏡みたいな形になっ

た！」と子ども達も夢中です。後日、そんなし

っぽくんをさらに変身させようと、モールを使

ってひも通し遊びをしました。様々な素材を通

すたびに、「見て～！」と自分のお尻にしっぽを

くっつけ、フリフリ♫友達と見せ合ったり、何

度も途中経過を先生に見せに来てくれたり、活

動中もとってもにぎやかなうさぎ組です☆(笑) 

～いつもありがとうございます～ 

・水遊びに備え、衣服や水着の着脱をご家庭でも一緒に練

習してあげてください。 

・今月も不要な空き箱等がございましたらお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

段々と暑い日が増えていき、夏の訪れを感じるこの頃。皆様お変わ

りありませんか。子ども達は暑さに負けず駆け回っています。外遊

びでは、登り棒から降りることに挑戦する子ども達が増えていま

す。いざ、上に上がると強張った表情ですが、先生に支えられ周り

の子に見守られながら降りると達成感溢れる表情に一変！何度も繰

り返し、少しずつ自信が付き楽しむ姿が見られます★砂場やコーナ

ー活動では冷感のある遊びに夢中の子ども達。今月は、水や氷等を

使って冷たさ・気持ちよさを感じられる遊びを取り入れていきたい

と思います。今月もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひよっこ 
メモリーズ♪ 

ひよこ組クラス通信 

担任：林 優夏      

７月号 

今月の主な遊び・活動 

・寒天を使って感触遊びを楽しみます。 

・ローラー等を使って絵の具遊びをします。 

・水に触れ、心地よさや面白さを感じて水遊びを

楽しみます。 

 

 

 

オリジナルジュース♪ 

 ハサミ遊びで切った画用紙と水を好きなだけ

入れて、皆が大好きなミックスジュース体操に

合わせて振りながら遊びました。跳んだり踊っ

たりペットボトルを転がしたりして混ざった結

果…ジュース、お茶、水、海、色んなものに変

化しました☆沢山振った後の渦や泡に興味を持

ち何度も繰り返してはすぐに覗くことを楽しん

だり、自分の作品を友達と見せ合い色の変化等

を共有する姿が見られました。 

★ひよっこエピソード★ 

・「大丈夫？」「ありがとう。」他にも相手を思いやる優しい言

葉、やり取り、姿が増えてきました♡ 

 

オリジナルスライム♪ 

 オリジナルジュースをスライムに大変身させて遊

びました。混ぜる内に変わる感触に「なにこれー気持

ち悪い！」「気持ち良い〜。」「ニュルニュル。」と色ん

な声が飛び交います。中には、スライムに触れるのが

初めてで戸惑う子もいましたが、ツンツンと触り、手

の平で掴めるようになり、遊び終える頃にはもっと遊

びたいと惜しんでいました♪そこでスライムコーナ

ーを開設すると、アイス・恐竜の卵・時計…色んな物

に見立てながら夢中になって遊ぶ姿が見られます♪ 

遠足ごっこ         

 遠足をとても楽しみにしていた子ども達。緊

急事態宣言が延長され、残念ながら遠足は中止

となりましたが、子ども達が遠足のような経験

を楽しめるようにと遠足ごっこをしました。天

気に恵まれ、パラバルーンで遊んだり芝生でお

弁当を食べたり、自然物や虫探しをして過ごし

ました。素敵なお弁当を見て嬉しそうに周りの

子や先生に教えてくれました♡パラバルーンを

終えた後も何度でも遊びたそうに違うクラスの

様 子 を 見 つ め る ひ よ こ 組 さ ん で し た 。

 

お願いします 

・不要なカップ(ヨーグルト・プリン・飲料等)、空き箱

がありましたらお持ち頂けると嬉しいです。（大人

気の紙コーナー・感触遊びコーナーで使います） 

 

 

 

大人気コーナー 

 最近、ひよこ組では紙コーナーでカップ・テープ・クラ

フトパンチなどを使い工夫して遊ぶ子が増えてきました。

見立てたり、蓋のないカップにはテープで蓋を作ったり子

ども達の発想に驚かされる日々です。出来ると「ママ・パ

パに見せるねん！」と言ってとても嬉しそうに持って帰っ

ています。次の日も持ってきては付け足してを繰り返す子

もいたりと子どもの発想は無限大です☆ 



 

 

  

 日差しが強くなり、夏がもうそこまで来ていると感じる、今日この頃です。先日

は懇談会にお越しいただきありがとうございました。お子様の成長を共に喜んだ

り、考えたり共有することができて嬉しかったです。さて、アヒル組ではお友達同

士のやりとりが盛んになってきました。「〇〇ちゃん！ご用意終わったら一緒に遊

ぼう。」と誘ってみたり「貸して〜いいよ！」と、貸し借りができたり。また「〇〇

君まだ来てないなー。」と、お友達のことを気にする姿も出てきました。子ども達に

とって、お友達の存在が大きくなってきているようです。そんなお友達と過ごすこ

とで「今日も楽しかったな。」「明日も幼稚園行くの楽しみだな♪」と思えるような

毎日を、一緒に作っていきたいなと思います。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      

7 月号 

今月の主な遊び・活動 

・氷の実験や水遊びを楽しみます。 

・絵具を様々な方法で使います。 

・模倣遊びや盆踊りを楽しみます。 

 

 

カタツムリさんの不思議？ 

アヒル組にカタツムリがやってきました！お部屋にいる時は

あまり動きません。元気がありません。みんなで「ツムリンち

ゃん」という絵本を読んでいくと、カタツムリは雨が大好きだ

ということがわかりました。お水をかけてみると…カタツムリ

は動き、ツノも出して元気モリモリに！「カタツムリさんって

何食べる？」との会話で「にんじん」「キャベツ」と言う意見

が出たので早速にんじんをあげてみるとムシャムシャムシャ。

子どもたちはその様子を見ながら大興奮！！そして、なんと!

うんちがオレンジ色。「ぇええ！」と子ども達はびっくり。「ご

飯あげたら白いうんち？」「りんごあげたら赤いうんち？」等、

想像を膨らませながら、毎日観察を楽しんでいます。 

 

にょろ虫のその後 

先日にょろ虫がちょうちょになってみんなでバイバイ

をしましたが、園内にアゲハ蝶が飛んでいるのを見て、

「あ！みんなでバイバイしたちょうちょや。」「遊びに

来たんかな？」と嬉しそうです。そこで、ちょうちょが

お空を飛んでいる様子を描いてみました。また、雨の日

は「ちょうちょが雨で濡れちゃう。」とちょうちょが濡

れないよう傘を作ったり、雨の雫を‘しずくちゃん’と

名付け、大きな布にしずくちゃんを垂らして遊びまし

た。布に染み込んで行く様子や、お友達の雫と繋がって

大きくなっていく様子を楽しんでいました。 

はじめてのお弁当 

遠足が延期になりましたが、子ども達は

お弁当を楽しみにしていました。芝生で

シートを敷いて外の空気を味わいなが

らみんなでお弁当を食べました。 

「先生見て〜！」とお家の人が作って下

さったお弁当を嬉しそうに見せてくれ

ました。「美味しいー。」とみんないい顔

をして食べていました。「先生食べた

よ。」と見せてくれるお弁当はピカピカ

でした。お友達と一緒に青空の下で食べ

るお弁当の時間はとても楽しく、子ども

達にとって特別な時間になりました。 

レッツ音楽タイム♫ 

タンバリン、鈴、カスタネットを使って音を楽しん

できたアヒル組のみんな。「ずっとこれで遊びた

い！」と言う子がたくさんいて、楽器を演奏するこ

とが大好きです。そこでペットボトルに絵を描きビ

ワの種やお米、石、木を入れて、自分だけのオリジ

ナル楽器を作りました。振ってみるとみんな音が違

っていていい音がします。早速楽器コーナーを設置

し〝音楽タイム〟としてリアルタイムで音楽が流れ

ると曲に合わせてオリジナル楽器を振りリズムを楽

しんでいます。音楽が流れてくると「ヤッター♪」

「音楽タイムやで！」と楽器コーナーに集まってき

て、音を鳴らし、楽しい時間を過ごしていますよ。 

お願いします 

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。空き箱

（大小サイズは問いません。）を持ってきていただきたいです。 

 

 



 

 

  

 水遊びが気持ちの良い季節になりました。お外遊びへ行くと、水を使っ

て色々試しながら遊ぶ姿が多く見られ、水の落ちる様子や溜まっていく様

子、ドロドロになる感触など刺激がたっぷり夢中で過ごしています。 

前まで怖かった滑り台やジャングルジムなどの遊具にも「これ、一人で登

れたよ。」「一人で出来たよ。」と笑顔満開で教えてくれ、一緒に喜び達成感

を味わいながら遊んでいます。今月も夢中になれる遊びを沢山見つけて過

ごしていきたいです。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

・育てている朝顔に水やりをし、大切に育てます。 

・体育遊びでは、お引越しゲームやかけっこをし、 

個人の力を十分発揮できるよう楽しみます。 

・ピアノの音に合わせて模倣遊びをしたり、盆踊りや 

リズム体操を楽しみます。 

・形と形を組み合わせて見立て遊びをします。 

 

５月末から朝顔の種を植え、大切に育てていま

す。ひょこっと顔を出す芽に、「出てきてる！」と

喜び、葉っぱが開くと「蝶々の形みたい♪」と様々

な発見を話したりと朝顔の成長を喜んでいます。 

水を汲んできて積極的に水やりをしたり、他のクラ

スと並んだプランターの成長の違いにも気付いた

りしながらウキウキ見守る姿があります。朝顔の図

鑑を読んで、色々な花の色が咲くことを知った子供

たち、「虹色のお花だったらいいな～。」と期待も膨

らみ、その日を楽しみにしています。 

幼稚園での遠足ごっこ♪ 

先月は、遠足が中止になってしまいましたが、子供た

ちにはお弁当を食べることも大きなイベント！！ 

朝からお弁当を嬉しそうに抱え、登園してくれまし

た。幼稚園でパラバルーンを使って音楽に合わせて遊

んだり、園内の自然物に触れて遊びました。 

緑色じゃない葉っぱ(赤や黄色に変わっている葉)を見

つけると、「純奈先生、虹色の葉っぱがあった♡」とに

っこり(^^)「これ、持って帰る♪」と小さな手に大事に

握られた葉っぱもなんだか嬉しそうに感じました。子

供たちの目線で世界を見渡すとまだまだ不思議がい

っぱい！その後は作って下さったお弁当を「美味しい

ね～。」とほおばり大満足の一日になりました。当日は

美味しいお弁当をありがとうございました。 

ロールケーキ屋さんへいらっしゃい♪ 

かたつむりのお話が出てから、ぐるぐる渦巻き

に興味を持っていたので、巻いて遊べるように、

コーナー遊びにフェルトを用意しました。縦長

いフェルトを何色か置いていると、ロールケー

キ屋さんがスタートしました。「いらっしゃいま

せ。何にしますか。」「すみません、今ないんで

す。。」「何個にしますか？」「１０円です！」と私

に呼び込みしてくれる姿が可愛らしく、日常の

大人のそんなやり取りをよく見ているなぁ。と

感心しました。ロールケーキの巻き方も、それぞ

れに違っていて沢山の工夫が感じられます。ま

だまだ大人が間に入っての関わりも大きいです

が、子供たち同士のやり取りも見られるように

なり、遊びも盛り上がってきました。 

先月は沢山の素材をお持ちいただき、ありがと

うございました。今月もカップなどの素材を集め

ています。不要なものがありましたら持たせてあ

げてください。よろしくお願い致します。 

 

パンダスタジオ 
７月号 

パンダ組クラス通信 

担任： 久川純奈 

朝顔 何色 ワクワク♪ 

 

お 願 い し ま す 

 

今月の主な遊び・活動 

 

 

先日は懇談会にお越し頂きありがとうございました。 

お子様の成長やご様子をお話出来た事、嬉しく思います。 



子どもたちと読んだ絵本 

 

 

  

 夏らしい日差しが照りつける今日この頃。先日はお忙しい中、個人懇談会に

お越しいただきありがとうございました。保護者の皆様と子どもたちの成長を

共に感じることが出来、とても嬉しく思います。 

 あっという間に、一学期も終わりを迎えようとしています。入園時を思い返

すと最初は、ドキドキ不安そうな表情を見せていた子ども達も、いつの間にか

お友達と顔を寄せ合い楽しそうに笑い合う姿や、自分から活動や身の周りの用

意に取り組む姿がみられたりと心も身体もぐっと成長してくれています。残り

の１学期も子どもたちにとって安心して楽しいことに夢中になれるお手伝い

が出来るよう、一生懸命努めて参りますのでどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・土粘土や水を使った感触遊びを行います。 

・思いっきり走りきることを楽しみます。 

ありさん、どっからきたん！！？ 

６月上旬ごろ。コアラ組のスロープ前で何かを真剣

に見つめる子どもたち。何をみているのか聞いてみ

ると、見つけたのは小さなありさん。ながい行列を作

り、ウッドデッキの穴の中に消えていきます。 

｢ありさん、どこいったんかな？｣｢お家かえったんち

ゃう？｣｢え、ここ幼稚園やのに、お家ちゃうんじゃな

い？？｣・・・・。 

ありさんへの不思議と興味がいっぱいの子どもた

ち。そこでありさんに関わる絵本や物語を沢山読ん

でみることにしました。 

お外で遠足ごっこをしました！ 

幼稚園での初めてのお弁当！！ 

芝生にシートを敷いてみんなで遠足 

ごっこをしました。登園してからず 

っとお弁当が気になり、「せんせい！ 

もうお弁当食べる?」何度も聞きに来てくれるくらい待

ち遠しい様子♡ぽかぽかお外で食べる、はじめてのお

弁当に胸いっぱいの子どもたちでした。 

ありさんの実験！観察をしてみよう！ 

絵本や図鑑を沢山読むうちに、どうやらありさんは

甘くて美味しいものが大好きだとわかったコアラ

組の子どもたち。そこで、幼稚園にある美味しいも

のをみんなで探しにいき、本当に食べてくれるのか

実験してみることにしました。 

｢あ、ありさん来た！！｣「あの子（蟻）、お友達呼び

にいったんかな？｣と、ありさんの動きに一喜一憂

しながらも、真剣に目を凝らして観察する子どもた

ちです！ 

園バスに乗りました！ 

６月上旬。楽しみにしていた 

遠足が中止に・・・。みんなに伝えると、「え～バ

ス乗りたかったなぁ。」と残念がる声が。「遠足は行

けないけれどバスになら乗れるよ！！」と伝え、み

んなで園バスに乗りにいきました。バスにはどん

なものがあるか探検をしたり、バスの手遊びをし

たりとバスに乗ってお出かけしている気分を味わ

いました。クラスみんなで乗る園バスにワクワク

の子どもたち。秋には遠足に行けますように・・・！ 

お願いします 

素材集めに、いつも御協力いただきありがとう

ございます。引き続き、カップや空き箱を集めて

います。また、水を使った遊びを行いますので、

ご不要のタオル等ありましたらお持ち下さい。

宜しくお願い致します。 
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コアラ組クラス通信 
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 汗ばむような日が続き、夏の訪れを感じる今日この頃、皆様お変わり

なくお過ごしでしょうか。 

 ひばり組の皆はお外で遊ぶのが大好きで、汗でびしょびしょになりな

がらも体を大きく動かしながら遊ぶ様子が見られます。最近は先生との

関わり合いも増え、このクラス通信の名前のように沢山おしゃべりをし

てくれるお友達も増えました。自分の大好きなものや人、出来るように

なった事など、お話を通じてさらに子ども達の事を知っていきたいなと

思っています。保護者の皆様も、幼稚園であった事・作ったもの等、沢

山お話をぜひ聞いてあげてください。 

 

 

 

 

 

 

 

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      

今月の主な遊び・活動 

・形を組み合わせて、見立て遊びを楽しみます。 

・ピアノの音に合わせて、模倣遊びを楽しみます。 

 

 

 

 遠足が緊急事態宣言延長によりなくなってし

まったので、幼稚園内で遠足ごっこをしまし

た。遠足に行く前から、遠足に行ったら「風船

がしたい！」というお友達がいたので、「幼稚

園でも大きい風船（パラバルーン）が出来る

よ！」とお話をしていました。そこで待ちに待

ったパラバルーン。パラバルーンの布を握るな

り、にこにこ笑顔でパタパタと振り始めまし

た。大きくパタパタしたり、高く上げて中をお

散歩したり、パクパク食べていったり（内に手

繰り寄せる）、パラバルーンを布団にして寝て

みたり…沢山の事をして遊びました。そしてパ

ラバルーンをして疲れた後には、お家の人が作

ってくれたお弁当を、芝生で食べて過ごしまし

た。大きな公園での遠足はなくなりましたが、

幼稚園の中で過ごす遠足ごっこも存分に楽しむ

姿が見られました。 

 ひばり組によく現れる蜘蛛さん。最近姿を見なく

なったので、「何があったら来てくれるだろう？」と

皆で考えてみました。ドーナツ、アイス、葉っぱ…

等、様々な案を出してくれました。そこで、粘土と

自然物を使って蜘蛛さんのご飯を作ることに。粘土

を細くして丸めてドーナツを作ったり、粘土に葉っ

ぱを突き刺してみたり、葉っぱをお皿代わりにして

みたり…色々な楽しみ方をする姿が見られました。

その後、給食時に壁に蜘蛛さんの姿が…！子ども達

はとっても嬉しそうに蜘蛛さんを見ていました♪ 

 最近、ひばり組さんがハマっているコーナ

ー、それは紙コーナーです。特にセロハンテー

プを使うのが好きなお友達が沢山いて、毎日紙

と紙を貼り合わせたものを「先生見て、こんな

ん出来た！」と見せてくれます。その中でもお

友達のものを見ながら真似してみたり、自分な

りに紙を丸めて貼る等の工夫をしてみたり、セ

ロハンテープを使って長く長く繋げてみたり、

様々な姿が見られるようになりました。見て考

えて自分なりに試してみる姿に成長を感じ、担

任としてはとても嬉しく思っています♪ 

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、カップなどの廃材があればお待ちして

おります。募集しています。 

 


