
 

 

 

 

 

 

 

 

 幼稚園の様々な場所にカラフルな世界が広がり、匂いをかいだり、触っ

てみたり、形の違いに気付いたりと子どもたちは自然の美しさに心を踊

らせています。新年度が始まりもうすぐ一か月となり、新しいお部屋で過

ごす中で、不安も和らぎお友達と遊ぶ面白さを感じて過ごしています。 

年中さんからお給食の食器が変わり、プレートからお茶碗で食べる事

も、嬉しい事の一つだったようで「小学生になった気分♪」とるんるんで

食事をする姿もあります。今月もそんな、新しい一歩を見守りながら過ご

していきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

天体観測 

星組クラス通信 

担任：久川純奈      

５月号 

今月の主な遊び・活動 

・遠足へ行き、様々な植物があることを知り、色や形の

違いに気付いたり、美しさや面白さを感じます。 

・体育遊びでは、個人の力発揮や、リレー遊びでグルー

プの力合わせを喜びます。 

 

 

ちょうちょが飛んでる！！ 

ぽかぽか心地の良いお天気の中、お外遊びではも

う汗をかきながら元気に走り回っています。そんな

みんなをさらに活発にするかのように、あっちこっ

ちと様々な種類の蝶が飛び、見つけた子どもたちは

大喜び(^^♪「先生、網ちょうだい！」と捕まえよう

と頑張っています。なかなか捕まえられずにいる所

へ通りかかった園長先生に、「園長先生、蝶捕まえ

て。」とみんながお願いすると、「みんなで観察して

ね。」とさっそく星組さんに一匹のアゲハ蝶がやって

きました。ひらひらと舞う蝶の姿をじっくりと観察

したり、口からのびるストローを見つけたり、羽の模

様に綺麗と感じたり様々な発見を喜んでいました。 

ピアニーやりたい！！♪ 

園に持ってきてから、「はやくやりたい！！」と待ち遠しかっ

たピアニー♪ついにその日が来ました。 

ピアニー演奏に必要なパイプの名前を知り、風船にみたてな

がら、ふぅ～～～と息を吹き込むと、音がなった！！♪割れ

ちゃうぐらい力強くすると、大きな音。小さな風船を膨らま

せようとすると優しい音。そんな違いにも気付きながら、白

の鍵盤、黒の鍵盤をたくさん鳴らして遊びました。 

これから、どんな演奏が聴けるのか楽しみですね♪ 

ちょうちょが喜ぶものは？？ 

園長先生に捕まえてもらったちょうちょ。蜜を吸え

るようにとお花も入れて観察していました。春には

沢山お花が咲くけれど、どんなお花が喜ぶのかな？

とそれぞれに考え、ちょうちょが喜ぶお花を『魔法

の種』から咲かせてみることしました。 

見えない透明の種をみんなに配り、土に見立てた粘

土板に植えると。。ぐんぐんお花が咲いていきまし

たよ     。頭の中で、イメージを膨らませながら細か

い表現が見られ、何度も作り変えるうちにはじめと

は全く別の物に変化していくなど、粘土ならではの

面白い表現が見られました。 

星・雪・月 で 玉入れ競争！ 

進級して、新しいクラスになったけれど、元

のクラスのお友達に会えると安心する。そんな

子どもたちを見て、交流会をしようと３クラス

で遊びました。ゴリンゴ体操をした後は、３ク

ラスで玉入れ競争。自分が出ていない時も、ク

ラスのお友達を一生懸命に応援する姿が見ら

れ、新しいクラスでの一生懸命な力合わせが見

られました。一回戦、二回戦、三回戦とそれぞ

れのクラスに勝利があり、立ち上がってガッツ

ポーズする可愛い子どもたちでした♪ 

お願いします 

・ご家庭で不要になりました、ボタンやビーズなどの素

材がありましたら持たせてあげてください。 

・お菓子の空き箱、カップ類などの素材は随時募集して

おります。よろしくお願いいたします。 

 



 

 

 

 

 

   

気温が高くなり、汗ばむ日も多くなってきました。夏の訪れはもうす

ぐそこですね。保護者の皆様はお変わりありませんか？ 

さて、新学期が始まって早くも１か月が経とうとしています。最初は、

どこかぎこちなかった様子の子ども達でしたが、今では、すっかり新し

い環境にも慣れ、楽しそうな笑顔をたくさん見せてくれています。「先

生、こんなことがあってん！」と、毎日いろんなお話を聞かせてくれる

子ども達から、私まで元気をもらっている、そんな日々です。そんな子

ども達と、今月も、元気に楽しく過ごしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

雪 景 色 

雪組クラス通信 

担任 村中千秋      

5月号 

今月の主な遊び・活動 

・絵の具で色を作って、描いて遊びます。 

・サーキット遊びで色んな体の動きに挑戦します。 

・バチを使って遊んでみます。 

 

 

園内探検に行きました！ 

 新学期になり、Ａグループだった先生が

Ｂグループになったり、お部屋の場所が変

わったり…変化がたくさんありましたね。  

そこで、改めて園内を探検してみること

にしました。いつも遊んでいる園内も、よ

ーく見てみると新しい発見が…！ローズマ

リーのいい匂いを嗅いで、他の植物の匂い

にも注目してみたり、ビオトープにいるメ

ダカ 1匹 1匹の色の違いに気づいたり、

たくさんの出会いを楽しみました。 

 

もう年中さんやから！ 

 年中さんになり、お給食の時間が少し変わりました。ワ

ンプレートのお皿だったのが、ご飯はお茶碗に盛られる

ようになり、汁物のお椀が少し大きくもなりました。そ

んなお給食の時間に、子ども達が頑張っているのがお箸

タイム！お箸を意識して使えるように、毎日このような

時間を作っています。それに対し、子ども達は、「もう年

中さんやからお箸出来るで！」「ほら、掴めた！」とやる

気満々！他にも、食器の位置など、食事中のマナーを楽

しみながら伝えています。是非、ご家庭でもお食事の時

間に一緒にチャレンジしていただけたらと思います♪ 

元気がない葉っぱ…？ 

 園内探検を通して、改めて身近な自然に注目

するようになった子ども達が、ある日、こんな

ものを持ってきました。それは、枯れて一部が

黒くなった葉っぱ。子ども達が言うには、「こ

の葉っぱ元気がないねん…。」とのことで、「な

んで元気がないんだろうね？」と話が広がって

いきました。そこから、「土に入れてあげたら

元気になるんじゃない？」「水は？」「実験して

みよう！」と盛り上がり…葉っぱに元気を戻そ

うと考える子ども達の気持ちに、心が温かくな

ったひと時でした。 

初めてのピアニー♪ 

 「ピアニーはいつするの？」と、園に

持って来てくれた日から、ずっと楽し

みにしていた子ども達。そんな子ども

達に、この日「ピアニーをするよ！」と

伝えると「やった～！」と歓声が上が

りました！まずは、自分の好きなよう

に自由に演奏♪音が鳴ってとっても嬉

しそうな子ども達でした。そこからは、

ピアノの音と一緒に弾いてみたり、ピ

アニーでお返事をしてみたり、たくさ

ん楽しみました。これからも楽しみな

がら挑戦していきたいと思います。 

お願いします 

造形コーナーで使用する廃材（空き箱や、トイ

レットペーパーの芯、透明のカップ等）が不足

しています。ご家庭で不要なものがあれば持っ

て来て下さると嬉しいです。 

 

 



 

  
 新年度のスタートから、早くも１か月が経とうとしています。新しいお

友達・先生・お部屋と、初めてがたくさんの１か月でしたが少しずつ慣れ

てきたようで、毎日元気いっぱいの月組さんです。年少さんでは違うクラ

スだったお友達とも一緒に砂場で大きな山を作ったり、造形コーナーで話

し合いながら何かを作ったりと、お友達の輪もどんどん広がっています♪ 

 これからどんどん暑さが増していきます。水分補給をしっかり行い、熱

中症等にも気をつけながら、さらに楽しい時間を増やせたらと思っており

ます。今月もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

Blue Moon 

月組クラス通信 

担任 田原希美     

５月号 

今月の主な遊び・活動 

・バチやピアニーを使って、リズム遊びや音を楽しみます。 

・お友達と話し合ったり協力したりと、一緒に活動すること

を楽しみます。 

 

 

 

お花が咲いたよ！ 

お外遊びの時に、園庭に咲いていたお花に

気が付いた月組さん。においを嗅いだり、触っ

てみたり、ジーっと観察してみたりして、みん

なでお花を見て感じた発見や不思議さを伝え

合いました！ 

「お部屋にもお花がたくさん咲いていたら

いいかも！」ということで、お部屋に帰ってか

ら粘土で思い思いのお花を作りました。「いい

香りがするお花」「雪だるまのお花」などおも

しろいお花がお部屋に咲きました(*^^*)  

会話の時間 

「先生こんなことができるよ！」 

「こんなの作ったよ！」と作ったものや

出来たことを教えてくれるので、今日は

どんなお話が聞けるのかなと毎日わくわ

くしています♪ 

５月は、クラスのみんなの前で、自分の

ことや作ったもののことをお話しする機

会を多く取り入れていきたいと思ってい

ます！さらにお話好きな月組さんに会え

そうでとても楽しみです！ 

ピクニックに行きたいな♪ 

おままごと遊びに使うリュックに、お野菜

や飲物のおもちゃをいれて、お部屋の中でピ

クニックごっこをしているお友達がいまし

た♪「明日もピクニックにいこうね。」と約束

してバイバイする子ども達の姿にほっこり

しています。 

さらに、リュックが一つじゃ足りないと画

用紙と毛糸でカバンを作る子や、お歌を歌い

ながらお部屋でピクニックを楽しむ子もい

て、どんどんピクニックのイメージや遊びが

広がってきています。 

 

ピアニー大好き！！ 

ピアニーを持ってきてくれた初日から、「早くピアニ

ーがしたい！」とうずうずしていた月組さん。 

ついに…「今日はピアニーで遊ぶよ！」と伝えるとニ

コニコ笑顔でわくわくが止まらない様子でした！吹き

ながら指を動かすという、少し難しい楽器ですが、ま

ずは思い思いに鍵盤を触って初めての楽器を楽しむこ

とができました♪コーナー遊びでも、ピアニーを出し

て遊ぶ姿が毎日見られるので、今後も一緒に音楽を楽

しんで行きたいと思います！ 

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。今月も不要なタオル

や空き箱、牛乳パック等があればお持ち

ください。 

 



 

 

  

今月の主な遊び・活動 

・絵具で色を混ぜてオリジナルの色を作ったり、作

った色で絵を描いたりします。 

・愛情をもって植物を育て、遊びに取り入れたり、

観察したりします。 

・ピアニーやバチを使い、リズム遊びをします。 

 

 

 

 

よく知っている園内ですが、改めてよく見てみると、沢

山の発見がありました。やはり、ダンゴムシやテントウ

ムシ、めだかといった生き物が大好きな様です。歌を歌

う事も得意な皆は「はるがきた」の、歌をすぐに覚え、

「虫がいっぱい出てきたら春やで！」「お花が咲いたら

春！」と、歌と関連付けて、春探しもしました。探検す

る園内には、様々なクイズが隠されており、「不思議な

匂いのする植物を探せ！」という内容では全てのの植

物の匂いを嗅ぎながら探し歩く姿に笑ってしまいまし

た。様々な物事に興味を持った１日でした♪ 

 

 

一か月、花組の子と過ごし、感じた事は、絵本が

大好き、歌が大好き！な子が多いなぁという事で

す。新しい歌を伝えても「聞いたことある！」と、

必ず知っている子がおり、数日すれば全員が最後

まで自信を持って歌っています。こんなに覚える

事が得意だったのかと驚いています。普段は活発

な子が多く、降園前まで賑やかな声が聞こえてい

ますが、絵本を読むとすぐにシーン…と集中し、

少し物語が長いものや、難しいものでも集中して

最後まで見ることが出来ます。毎日、皆の得意な

事や好きな事を見つける事が楽しく、充実した

日々を過ごしています。 

 

 

園内探検や外遊びで沢山見つけたテントウム

シ、お部屋につれて帰り、観察したり、テントウ

ムシについて会話をしてみると、「テントウムシ

って黄色いのもおるねん！」「模様も色々あるね

んで！ハート形の模様ついてるテントウムシお

るかなあ。」等とイメージが広がり、ファンタジ

ーの世界をイメージする意見が多いようでし

た。水玉模様の話になったり、虫の飼い方につい

て話したり、今後の興味の広がりが楽しみです。 

 

ピアニーを持って来た日から、「やっていい！？」

と、楽しみにしており、コーナー活動の時間には

半数以上の子がピアニーで遊んでいました。全体

活動の時間には、ピアノと一緒にストップゲーム

をしたり、ピアニーでお返事をしたり、白鍵と黒

鍵という名前がある事を知りました。「もっとやり

たい！」「かえるの歌弾けるよ～！」と、ピアニー

が大好きな様で、初回は、もっとしたいと物足り

ない様子で、コーナー遊びの時間に弾く子が続出

しました！こんなにピアニーが好きな皆を見てい

ると、今から音楽会が楽しみです♪ 

お願いします 

・給食の時間に、お箸タイムを設けています。少しずつ、

上手に使えた喜びを感じる様にしようと思っていますの

で、お家でも練習してあげて下さい。お茶や水をこぼして

しまった際に自分で拭けるようにしていますので、不要な

タオルがあればお持ち下さい。よろしくお願い致します。 

Happy Flower 

 
５月号 

花組クラス通信 

担任：末吉奏絵 

 毎日元気いっぱい走り回る子どもたちを、こいのぼりが気持ちよさそう

に泳ぎながら見守っています。少しずつ新しい環境にも慣れ始めた子ども

達。「この子…。」と、初めて同じクラスになった友達の名前を覚える事は、

まだ難しそうな様子もありますが、一緒に同じコーナーで遊んでいると、

「○○君とお友達になった！」と、新しい友達が出来た事を報告してくれ

る姿に、私も嬉しくなります。進級式でもお伝えさせて頂きましたが、友達

との関りを深める中で、喧嘩も少しずつ見受けられます。その中で子ども

の気持ちを受け止めながら、相手を思いやる気持ちを育てていきたいと思

います。今月もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

園内探検での発見 👀 

 

テントウムシって何色？ 

最近の花組の様子 
ピアニーって楽しいな♪ 



 

 

  

 日差しが温かくなり始めましたね。皆様お変わりありませんか。 

ある日、「先生、年少さんがお部屋間違えて鳩組で遊んでる！」「何回も教え

てんけど、動いてくれへん(-_-;)」と大慌て。どうするか尋ねると、「クラス

の先生に伝えてくる！」「ちはる先生が抱っこしてあげて！」と自分たちで必

死に考えて行動する子ども達。無事に各お部屋に連れていくと、「そういえば

僕も迷子なった事ある～。」「私は昨日間違えて年少さんの部屋入っちゃった

(笑)」「年中さんのおもちゃ、楽しかったんやな～。」と振り返っていました。

今迄に培った、思いやりや考える力を活かす姿にほっこり♡更なる育ちが楽

しみです！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・ピアニーやバチを使い、リズムに合わせて音を鳴らして遊

びます。 

・色の変化を楽しみながら絵の具で遊びます。 

・様々な身体の使い方を経験しながらサーキットをします。 

 

 

とんとんとん ってどこに行く？ 

豚のキャラクターが『とんとんとん』のリズムに合わせ

て、電柱を登ったりビルの屋上を飛び越えて家に帰る絵

本、『とんとんとん と』を読みました。皆なら、とんとん

飛んでどこに行きたいかと尋ねると、「宇宙！だって、と

んとんとんはロケットの３・２・１のリズムと似てるか

ら！」「口から入って体の中見てみたい！」との思いがで

てきました。「え～～～！？体のなか～～！？面白そう！」

と興味は自分たちの体の中へ・・・「でも体の中って、汚

そうじゃない？」「だって、うんちあるもんな！」「食べ物

がぷかぷか浮いてるんやで！」と、友達の思いを聞き、想

像した自分の思いを伝え合う子ども達でした(^^) 

 

くんくんくん いいにおい♪ 

園内探検で、葉っぱの匂い（ローズマリー）

を匂って、同じものを探して遊びました。 

その後から、匂いに興味がある子ども達。「あ

れ？さっきまでお給食の匂いしたのになく

なった！」「このお花は美味しそうな甘い匂

いやけど、こっちは臭いわ！」「カレー食べ

たから、口の中がカレーの匂い。」と、こと

あるごとに、感じた匂いを伝えてくれます。 

「匂いクーイズ！」といろんなものを鼻に近

づけ問題を出し合う遊びが始まりました。 

皆の体にはなにがある？ 

皆の体には何があるのだろうと話しをしてい

ました。「頭！」「おなか！」と自信満々に思った

ことを口にする子ども達。友達同士、手の大きさ

や形等見比べたり、筋肉や骨など、見えない所に

も気づく中、「お肉！」との声が。「お肉はどこに

ある？」と聞くと一斉にお腹をつまむ子ども達

(笑)「だってお母さんにお腹にお肉いっぱいって

言われてんもん！」「お父さんはお肉でいっぱい

やで(笑)」と私自身も耳の痛い答えが…(笑)思わ

ず笑いました(^^)今は、動物と自分の体の違いに

目を向け始めている子ども達です。この先の興

味の行方はどうなるのか…楽しみですね♪ 

 

めだま星人～～～！ 

目だけがついている指人形があります。めだま星人と名

付け、鳩組では人気者☆色違いで４つあるのですが、自分た

ちで役割を決め、ごっこ遊びをしています。「今日は絵本を

読みますよ。」「はい！めだま赤先生！」「めだま黄色ちゃん、

これは何でしょうか！」と声色も変えてやりとりを楽しん

でいます。私も一緒に参加すると、「先生は青色で子ども

な！」「めだま青色くん、この形は何でしょう！」と聞かれ、

うっかり普通の声で「まるかな？」と答えると「ぶっぶー！

合ってるけど、声が先生だから間違いです～。」と言われて

しまいました(笑)設定に厳しいめだま星人達でした(笑) 

お願いします 

食事のマナー（手をお皿に添える・お箸

の持ち方・座り方）を意識して給食の時間

を過ごしています。ご家庭でも、ご協力を

お願いいたします。 
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 園庭の草木も新緑が鮮やかに生い茂る今日この頃、進級から早一か月が

経とうとしています。空組の子どもたちも遊びの中で新しいお友達との関

係が少しずつみられる様になりました。コーナー活動では、「一緒にこれや

ろう！」と遊びに誘って遊ぶ姿や、「〇〇くんのめっちゃきれいやな！」と

作った作品を褒め合う姿など、お友達を意識した言葉がよく聞かれます。 

 また、園庭に咲く色とりどりの花にも関心を持ち、「こっちにピンクの花

咲いてる！」「ここは白い小さい花がある！」と、自然の移ろいなどにも触

れながら関心を深めています。そんな自然の不思議にも心を傾けて、今月

も過ごして行きたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

どれみふぁそら色 

空組クラス通信 

担任 葛木裕子 

今月の主な遊び・活動 

・絵の具・ハサミを使って遊びます。 

・葉っぱの色や匂い・かたちの違いを見つけて遊んでみます。 

 

 

 

園内探険にいきました！ 

 今回は、色んなクイズの答えを探しに園内

を沢山探険して遊んでみました。出発前に『秘

密の匂いがする植物は？』というクイズを出

し、袋に隠された植物の匂いを嗅いだ後、園内

の草木を沢山匂って秘密の匂いを探しまし

た。｢あっちかな？｣｢ここは…なんか違うか

も？｣と一生懸命探す子どもたち。答えは、『ロ

ーズマリー』というハーブの一種だと伝える

と、次の日にも匂いを嗅ぎにその場所を訪れ

るなど、五感を沢山刺激して楽しむ空組の子

どもたちでした。 

 

年中さんになったもん！！ 

年中になり、身体だけでなく表情もすっかりお兄

さんお姉さんになってきた子どもたち。お部屋で

は、引き続き『お箸タイム』を導入してお箸を持

って食べる練習や、スモッグやエプロンをきちん

と畳んでなおすことを意識して取り組んでいま

す。また、ご飯の食べ方や座る時の姿勢などマナ

ーにも意識を向けて取り組んでいきたいと思っ

ています。是非、ご家庭でもご一緒にお箸の使い

方や座り方をお伝えいただければと思います。 

宜しくお願い致します。 

３クラス対抗で玉入れをしました。 

 ４月中旬頃、新しいクラスになって初めて、クラ

ス対抗の玉入れ競争をして遊びました。昨年度の最

後にも、クラス対抗で玉入れ競争をしたこともあり、

子どもたちも楽しさを知っている分、やる気満々で

す！準備体操で『ゴリンゴ体操』を踊って体をほぐ

した後、男の子対決・女の子対決・クラス全員で対

決と三回戦行いました。待っている間は「空組さん

頑張れ！」「男の子頑張れ！！」と、お友達を一生懸

命応援する姿に胸が熱くなりました！ 

ピアニーと遊んだよ！ 

 年中さんになって、新しい遊びのひとつとして

『ピアニー』があります。年少の頃から憧れてい

たようで、ピアニーを持って来てくれた日から早

く遊びたくて仕方がなかったようです。はじめ

は、ピアニーと思いっきり触れ楽しむため、自分

の好きなようにリズムを奏でて遊んでみました。

次の日もコーナー活動の時間に、自ら友だちと音

を鳴らすことを楽しみ遊ぶ子どもたちの姿が沢

山みられました。 

ご協力お願いします。 

・牛乳パックを沢山集めています。 

・その他にも、空きカップ・箱・芯・ストロー・

タオルなど集めています。 

 

５月号 

コーナー活動の様子 


