
 

 

  

ヒカリっ子便り 

 心地のいい日差しに、様々な生き物が顔を出す楽しい季節になりまし

た。皆様いかがお過ごしですか。進級して、もうすぐ一か月が経とうとし

ています。新しい生活に子ども達はもう慣れましたか。光組では友達と遊

びに誘い合ったり、ウッドデッキに飛び出して、太陽の光を浴びて笑顔い

っぱいな様子も多く見られるようになっています。今月は、年長組になっ

て初めての遠足もあります。クラスとして様々なことにチャレンジしな

がら、子ども達の「面白い」「なんでだろう」といった心の動きを大切に

していきたいと思っています。今月もよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

光組クラス通信 

担任田中祐太       

５月号 

今月の主な遊び・活動 

・歌やゲームで英語に触れてみます。 

・身近な自然を観察して、気付いたことを友

達同士で発表してみます。 

 

 

園内探検に出掛けました。 

 ウッドデッキやビオトープ、アトリエ前にあるロ

ックガーデン等、自然が豊富で見応えのあるところ

を中心に探検しました。お花の香りを楽しんだり、

葉っぱの模様やビオトープの生き物の様子にも注目

して観察を楽しんでいるようでした＾＾最後に幼稚

園の屋上に上がって、普段見られない景色を楽しみ

ました。温かい日差しや、心地よい風もとても気持

ちよかったです。もう少し強い風が吹いていると思

っていた子ども達は「風の強い日にまた上がりた

い！」と楽しそうにお話してくれました。近いうち

にまたみんなで登ってみたいと思っています＾＾ 

柿の種ってしってる？ 

ある日クラスのお友達が柿の種を持ってきてくれまし

た。ケースから出した種を見てびっくり！なんと種から

芽が発芽していたのです！「わぁ！土に植えたら木にな

るかな？」「沢山柿が出来たらみんなで食べられるんじゃ

ない？」と大盛り上がりでした。「水やりお当番もやろう

よ！」と積極的にお世話のお話もしてくれていました。

まずはどこにどうやって植えるのがいいのか、今調査中

です＾＾いろんな意見を出したり、試してみようとする

姿に、年長さんらしさを感じます。僕も全力でお手伝い

しようと思います＾＾ 

山地先生と遊びました！ 

 山地先生の音楽指導を楽しみました。今

回は「やまびこごっこ」という歌を使って

遊びました。何度かリズムを変えたり、替

え歌にしたりして楽しんだ後、その歌に動

きをつけて、ポーズをとったり、大きく体

を動かしたりして遊びました。慣れてくる

と子ども達は自分でその動きを考えて、発

表しあったり、友達と互いにまねっこを楽

しんだりして遊びました＾＾やはり自分

で考えた動きやポーズで遊ぶのが楽しい

ようで、とても大盛り上がりでした♬ 

プレイタイムが始まりました♬ 

メアリー先生と一緒に英語の歌を歌

ったり、ゲームで遊んだりしました。

英語しか話さないメアリー先生に、は

じめはポカンとしていた子ども達で

したが、次第にメアリー先生の表情や

ジェスチャーで、何を伝えようとして

くれているのかが理解できるように

なったようで、みんなでメアリー先生

とのコミュニケーションを楽しんで

いるようでした＾＾ 

お願いします 

クラスの会話の中で答えの出なかったことは、お家の人

にも聞いてみよう！とよく話しています。お家で、もし子ど

も達から何か聞かれた時は、是非一緒に調べたり、お話して

あげてください♬一緒に光組を盛り上げていきましょう＾
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爽やかな風が吹き、戸外で気持ちよく過ごせる季節になってきました。

進級から早くも１ヶ月が経とうとしています。少しずつ松組での生活にも

慣れ、友達同士で会話が盛り上がったり、笑い合ったりと友達との関わり

も広がっています。コーナー遊びでは「先生、こんなん作りたいから〇〇ほ

しい！」と作りたい物のイメージを膨らませ、必要な素材や道具を要求す

る姿から年長組さんらしさを感じます。また、年長組になったことを意識

しているみんなからは、かっこいい姿がたくさん見られ、私自身感心させ

られることが多いです。子ども達の発見や考えを受け止めながら、興味や

色々な感性を引き出せるよう日々子ども達に寄り添いながらたくさんの経

験をしていきたいと思います。今月もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望の松の木 

松組クラス通信 担任 河谷茶々       

5 月号

号 

今月の主な遊び・活動 

・遠足に行き、様々な自然に触れたり、太陽の塔

の中の見学を楽しみます。 

・影や太陽で、光の実験をします。 

 

 

気 になる 木 

お外遊びから帰る際、園庭の木に綺麗な花が咲い

ていて、園長先生に木についてお話をしてもらいま

した。満開のりんごや桃の花の木を切ってもらい、

身近に見たり匂いを嗅いだりと興味津々でした。子

ども達は「じゃあ、これは何の木？」と木やお花につ

いてもっと知りたくなっていました。そこで、世界

の樹木に関する神秘的なお話の絵本や、木や植物な

どの生命についての本を見ながら、木に関すること

の活動を通して遊びや学びに広がっています。 

グループ名 を 決めたよ 

年長さんになるとグループでの活動も増えて

きます。そこで今回はお当番のグループはくじ引

きで、グループ名は子どもたちで決めました。グ

ループ名のテーマは“お花”です。お友達の意見

を受け止めながら自分の意見もしっかりと伝え、

じっくりゆっくりと話し合っていました。いくつ

かの名前を合体させたり、新たな名前を考えたり

とそれぞれのグループみんなが、納得のいく素敵

な名前になりました✿    

 

先生 の 名前って… 

保育が始まり、改めて担任の自己紹介をしま

した。すると、「先生の名前って何か珍しいな！」

「お母さんとかお父さんに何て呼ばれてる

ん？」と私の名前に興味をもち始め、「実は…昔

のお姫様の名前なんだよ！」と伝えると、その

由来にさらに興味や関心を持ちはじめ、早速お

家に帰って調べてきてくれた子もいて、会話の

時間に発表してくれました。そしてみんなで

「昔」を想像したり思ったことを発表したりし、

とても盛り上がっていました。 

またご家庭でも、昔に関する話題がありました

ら、是非お子様に聞かせてあげて下さいね。 

お花 を すり潰すと？ 

園内探検に行き、園庭にあるあちこちの自然に出

会いました。たくさんの花にも出会い、花びらをす

り鉢とすり棒を使い、擦って水も混ぜて遊びまし

た。すると、みるみるそのお花の色が出てきて大興

奮の子ども達。「うわー！美味しそう！」「お花には

こんなに色が隠れててんなぁ。」と思い思いに楽し

んでいました。自然から出る色は美しく 子どもた

ちもその美しさを感じながら楽しんでいました。 

お願いします 

子ども達が、造形コーナーで扱えるようなサイズや形の空き

箱を集めています。不要な物がありましたら、持ってきて頂

けると嬉しいです。 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 風が心地よく、新緑が美しい季節となりました。皆様お変わ

りありませんか？進級して早一か月。数日の緊張を乗り越え、

少しずつ新しいクラスにも慣れてきたようで、「先生見て、こ

んなんできた！」「〇〇ちゃん入れて～！」と元気な声が飛び

交うようになってきました。新しいお部屋、お友達、先生、玩

具…環境もガラリと変わりましたが、その中での発見や気付

きを新しい仲間と「おもしろそう！やってみよう！」とワクワ

クした気持ちを大切にしながら、今月も過ごしていきたいと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

ぽかぽか 

 梅っこ日和 

梅組クラス通信 

担任：髙石晴香       

歯車ってなんだろう？ 

ある朝、LaQ というおもちゃで遊んでいたお

友達が、「見て～！こっち回したらもう一個も

動くねん！」と大発見を見せてくれました。「歯

車みたいだね。」と話すと、「歯車？」と疑問を

持ったようで、一緒に写真を見てみると、「これ

知ってる！キャタピラーに付いてるやつや。」

と、さすが年長さんになると、みんな物知りだ

なと感心した一幕でした。木製の歯車のおもち

ゃもあり、ぐるぐる動く不思議さに夢中になっ

ています。他には何に歯車が使われているの

か、またみんなで調べてみたいと思います。 

園内探検でスケッチをしました 

 幼稚園生活も３年目に突入。いつもの見慣れ

た園庭で、春を探しに探検に行きました。梅組

のみんなは、春といえばお花！というイメージ

だったようで、「ここにも春！ピンクのお花！」

と色んなお花をじっくり観察していました。「花

びら何枚あるかな？」と数えたり、「これは蜜が

ありそうなお花！」「こんなとこにちっちゃい黄

色い花あったんや！」などと普段は何気なくき

れいだな～と眺めているものも、よく見てスケ

ッチすると色んな発見があったようです(^^) 

よろしくお願いします 

 たくさんの素材のご協力、いつもあ

りがとうございます。今月も造形コー

ナーで使えそうな空き箱等の素材に

加え、不要な包装紙やリボンなどがあ

れば、ご協力お願いいたします。 

やまびこさ～ん♪ 

 年長組になって初めての山地先生の

音楽指導。『やまびこさん』の歌に合わ

せて、みんなはやまびこ役になって声で

真似っこ♪「なんでも真似するやまびこ

だな！」と、驚く山地先生を見て自慢気

な梅組さん(笑)さらに動きも加わって

レベルアップしても、やまびこ名人な子

どもたちでした(^^)お部屋でも、先生役

とやまびこ役に 

分かれて、引き 

続き楽しんでい 

ます。 

今月の遊び・活動 

・鉛筆を使って線遊びや文字遊びをします。 

・風を使った遊びを楽しみます。 

・絵の具を使って色混ぜ遊びをします。 

５月号 



 

 

  

新年度が始まり、早くも１ヶ月が経とうとしています。進級式の時

には表情も硬く、緊張していた子どもたちも、少しずつ表情が和ら

ぎ、それぞれ好きな遊びを見つけ、年長組での新しいおもちゃにも興

味を持って「これどうやって遊ぶん？」と聞いてくれる様子がありま

す。一緒に遊び方などを伝えながら、遊びを通して、新しいお友だち

との関わりも広がるよう見守っていきたいと思います。また、気温も

高くなってきているので水分補給をしっかりとって過ごしていきま

す。今月もどうぞよろしくお願いいたします。 

・鉛筆を使って線遊びや、塗り絵をして遊んでみた

いと思います。 

・春の遠足（万博記念公園）について興味を深めて

いきます。 

・春に出会った自然に興味をもち、その自然物を使

って遊びたいと思います。 

 

園内探検でスケッチをしたよ！ 

年長組にもなると、子どもたちも幼稚園の場所をよく知っていますが、芝生、ロックガーデン、ウッドデッキで、

今まで気づかなかったようなものにも目を向けられるよう、一緒に探検しました！すると、芝生の石を動かしてみ

たり、芝生を少しめくってみたりする様子も見られ、そこには「見て！いっぱいのアリ！」「あっちに、ちっちゃな

ダンゴムシもいたよ！」と出会ったものとのお話しをたくさん教えてくれました。そして、見つけたものをよーく観

察してスケッチをしてみました。見つけたお花を一つずつ並べて描いてみたり、葉っぱの形の違いを意識している

様子も見られました。最後に行った屋上は、ワクワクしながら向かい、「わぁ～！幼稚園が見える！」「あっちにセブ

ンパーク！」と普段見る目線とは違い、思わず「おーい！」と大きな声が出るほど上から見る景色を楽しんでいまし

た(^^) 

年長組さんになって 

年長さんになって「こんなことできるかな？」

と朝の会では、立つ姿勢や座り方、お歌の声の

出し方など、改めていろいろと問いかけてみる

と、キラキラした目と態度で教えてくれる様子

に年長組さんスイッチが入っています！ 

また、お給食でも、子どもたちに聞きながら量

を調節して配膳していると、「年少さん、年中さ

んの時はちょっとやったけど、年長さんになっ

たから食べられるねん！」と前向きな声も聞こ

えてきます。子どもたちから年長組になった喜

びや期待が感じられ、その気持ちを自信に繋げ、

伸ばしていきたいと思っています♪ 

何の実？？？ 

 

園内探検中に見つけた、赤い実と紫の実。「紫の

は、ブルーベリーやな！」と言っていましたが、

お部屋でみんなで話してみると、「恐竜の卵か

な？」「赤いのはトマトかな？」「毒が入っていそ

う！」「でもさ、ブルーベリーには毒は入ってない

よ！ケーキの中に入ってるの、食べてるし！」と、

それぞれ思うことをたくさん発言してくれまし

た。いったいこの実はなんでしょうか！？ 

これから子どもたちと考え、思いを出し合いな

がら、調べたり、試したりして興味を深めていき

たいと思います♪ 

ご不要なタオルや、素材の寄付にご協力ありが

とうございます。引き続き、子どもたちが造形コー

ナーで使えそうな素材がありましたら、お持ち頂

けると嬉しいです。よろしくお願いいたします。 

桜 の みち 
５月号 

  桜組クラス通信 

担任：久保果穂 

お願いします 

 

今月の主な遊び・活動 

 

 



 

 

  

 風が心地よく新緑が美しい季節となりました。GW はゆっくり過ごせたで

しょうか。新しいクラスになり、早いもので 1 ヶ月が経とうとしています。

子ども達の緊張も少しずつほぐれてきて、「まゆ先生～！」と遊びに誘ってく

れたり、色々なお話をしてくれるようになってきました。お友達同士でも誘

い合ったり、楽しく遊んでいますが、まだまだ「この子が、、」「○○ちゃんっ

て？」と名前と顔の一致が難しいところはありそうです。今月は遠足も予定

しておりますので、遊びを通してみんながお友達のお名前を覚えられるよう

にしていきたいです。今月もどうぞよろしくお願いいたします♪ 

 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・鉛筆を使って遊んでみます 

・春の遠足「万博記念公園」について話を深めていきます。 

・サーキット遊びで思い切り体を動かしたり、鉄棒、縄跳

びに挑戦したいと思います 

 

年長組さんになったよ 

 ４月は緊張感もありましたが、何より「年長

さんってかっこいいんやで。」「だって年長さん

やもん！」という、年長さんに対する自信や憧

れの気持ちが子ども達から伝わってきていま

した。ご挨拶も、お話の聞き方もとてもかっこ

いいところが見られたり、「水筒忘れてるよ！」

と気づき、声をかけてあげる優しい姿も見ら

れ、私自身、とても嬉しい気持ちで過ごしてい

ました。新しいおもちゃにも興味津々で、オセ

ロでは独自のルールを編み出したりしながら

も、一生懸命考えて駒を置く楽しさも少しずつ

感じているようです。 

木の実にある木 

園内探検に行ったときに、それはたくさん面白

い発見があったのですが、中でもケヤキの木にあ

ったひっかき傷？のようなものとザクロの木にあ

った穴のようなものについて、子どもたちと話が

盛り上がりました。 

子どもたちの中では「これは熊のせいちゃう？」

「恐竜やろ！」「ヘラジカや！」「ていうか、なん

でこの木だけに傷があるん？」「この穴はリスが住

んでるんちゃう？」と想像の世界がどんどん膨ら

んでいます(⌒∇⌒) 

園内探検にいったよ 

「まだ誰も発見したことないような面白いこ

とを発見してみよう！」という気持ちで、スケッ

チ道具を持って、園内に探検に行きました。普段、

何気なく過ごしている園庭でも、たくさんの発見

があり、「見て見て！」の声がたくさんあがりま

した。初めてネームペンでスケッチにも挑戦しま

したが、「描くところなくなった！」というほど

わくわくしたことを紙いっぱいに描きとめる子

もいました。今回の園内探検では、最後に屋上に

も登ってみましたよ♪ 

お当番やグループを決めました 

 年長さんになったらクラスで、グループで

話し合う機会も増えていきます。そこで今回

は座席でのグループの名前を、話し合って決

めてもらいました。なんと、２つのグループ

で話し合った結果がかぶってしまうという

ことが起こり、「え～！でも絶対これがい

い！」と、どうしようか・・・と再び話し合

っていましたが、最後は譲り合ったり、同じ

名前にプラスαを加えてみたりと、工夫して

決める姿が見られました。 

お願いします 

いつも素材集めのご協力、感謝いたします。引

続き、不要なものがありましたらお願いいたし

ます。公園や散策などに出かけた際に、沢山自然

物を拾われたら、分けて頂けると嬉しいです。 

 

椿の知らせ 
 ５月号 

椿組クラス通信 

担任：吉田真侑 


