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 新緑が美しい季節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。 

うさぎ組の子どもたちは、お休み明けなどは、お母さんの元から離れる

のがさみしくて涙が見られることもありますが、少しずつ幼稚園での生

活の流れをつかんできてくれているようです。通常保育が始まってから

は、園庭でのお外遊びも楽しみにし、「今日は暑いな～！」と額に汗を

かきながら、元気いっぱいに遊んでいます。毎日が初めての体験に溢れ、

日々たくさんのことを吸収している子どもたち。一緒に過ごしていく中

で、今だからこそ感じられることを存分に保育に取り入れながら、楽し

んで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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

うさぎくらぶ 

うさぎ組クラス通信 

担任 柴田沙耶       

今月の主な遊び・活動 

・トイレや手洗い、スモックの着脱や食事など基本的な園内での生活習慣、その方法を身に付けていきます。 

・筆を使って遊んだり、いろいろな種類の線を描くことを楽しみます。 

・サーキット遊びの中で、くぐる、ジャンプなどいろいろな身体の動かし方に挑戦します。 

 

 

幼稚園ってどんなところ？ 

木の実幼稚園のことを少しでも子どもた

ちに知ってもらえるよう園内探険をしまし

た。前日から「探険するよ！」と話している

と、なんだか気持ちもワクワク♪探険カード

を手にし、給食室やホールなどの場所を伝え

ながら園内を巡りました。入園してすぐは、

新しい環境に戸惑いや不安などを感じ、目の

前のことでいっぱいいっぱいでしたが、少し

ずつ周りにも目が向けられるようになって

きています。これからも子どもたちの遊びの

世界が広がっていくのが楽しみです。 

どんなお友達がいるのかな？ 

毎日の朝の会では、ピアノの音に合わせて手遊び

や歌を楽しんだり、ちょっとした動きを取り入れた

リトミック遊びをしています。そして、お名前呼び

の時間もあります。一人一人のお名前を呼び、元気

にお返事してくれるのはもちろん、お友達が呼ばれ

ている姿を見て、お友達に興味を持つきっかけにも

なってほしいと思っています。お友達のことを知る

と、一緒に過ごす時間がより楽しいものになってい

くと思います。 

 

粘土で遊ぼう！ 

 ４月は、クレヨンやマーカー、はさみなどお

道具箱の中に入っているものの使い方を紹介

して遊びました。中でも、子どもたちに人気な

のが粘土遊び。「みんなのお手々のパワーで魔

法を掛けるよ☆」と言って、丸めたり、細長く

伸ばしたり、いろいろな形に変えて楽しみまし

た。毎日朝のご用意を終えてコーナー活動(自由

遊び)の時間にも粘土を出して楽しんでいる子

が多くいます。これからも、いろいろな遊び方

を提案していけたらと思います！ 

お知らせとお願い 

 マスク入れとヘアピン、名前の記載が

ないので誰のものかわからず預かってい

ます。お心当たりのある方は、担任まで

声を掛けください。改めて、一つ一つの

持ち物のお名前を、見えるところに書い

てもらえるようお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

爽やかな風の中、園庭のこいのぼりが元気よく泳いでいます。早いもので、

入園式から約一か月が経とうとしています。子ども達は幼稚園のリズムにも

徐々に慣れ、朝のご用意も自分達で頑張っています。毎日一緒に過ごしてい

ると、一人一人の成長が見られ、その瞬間を共に喜び合えることが本当に幸

せに思います。これから子ども達が、色んなことにチャレンジする姿や、一

歩踏み出そうとする場面にそっと背中を押せるように一日一日を大切に過

ご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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひよっこ便り 

ひよこ組クラス通信 

担任：高柴 菜都乃       

５月号 

今月の主な遊び・活動 

・タンバリンや鈴などの楽器を使って、音を

鳴らして遊びます。 

・絵の具を使って遊びます。 

 

 

 

魔法の粘土 

朝、登園すると寂しさから涙を流す子もいました

が、「粘土する？」と声を掛けると、「うん！」とロッ

カーから粘土を持ってきて、丸めておにぎりを作っ

たり、いつの間にか子ども達の表情が笑顔に変わっ

ています。そんな魔法の粘土は皆大好きです。 

お気に入りのおもちゃ・遊び みーつけた！ 

朝の用意を終えると、好きなおもちゃを見つけ遊ん

でいます。少しずつ、お友達の名前を覚えてきている

ようで「〇〇ちゃんはどこにいる？」と気になったり、

同じおもちゃで遊んだり、関わりも見られるようにな

ってきました♪そしてひよこ組さんは、お片付けの時

間になるとチームプレーが凄いんです！あっという

間にお部屋がピッカピカに！お片付け名人さん達に

いつも感心しています。 

だいすきなお外遊びの時間♪ 

 

通常保育が始まってから、運動場や芝生などお外遊

びに行くと、ダンゴムシ探しに夢中になったり、皆で

青空の下かけっこをしたり、子ども達の笑顔が沢山見

られます。遊ぶ中で自然と「何してるん？」「ダンゴム

シどこにいた？」等、声を掛け合ったり子ども達同士

の関わりも増えてきています。 

お願いします 

・衣替えがありますので、夏服にもお名前のご記入など準

備をお願いします。また、名前のないマスクや巾着袋な

どが見受けられますので、持ち物全てにお名前が書かれ

ているか、今一度ご確認お願いします。 

・エプロンの着脱を、ご家庭でも練習してあげて下さい。 

・エプロン袋は、子ども達が自分で入れやすいように、給食

袋よりも大きめで、入り口が広めのタイプを持たせてあ

げて下さい。ご協力よろしくお願いいたします。 

赤ちゃんのお世話中♪ 

ままごとでは、ごはんの

配達もしてくれますよ。 

絵本コーナーも大人気！ 

ライトテーブルに 

キラキラを並べっこ！ 



 

 

 

 

 

  

 

  

 園庭には、心地よい春の日差しが差し込み、過ごしやすい季節となりました。

皆様お変わりはございませんでしょうか。入園から早くも一ヶ月が経とうとし

ています。慣れない幼稚園での身支度も少しずつ覚え、自分のマークを見つけ

ては、懸命に頑張る姿があります。「リュックさんおやすみなさい～。」などと

言いながら、子ども達らしい表現がとても微笑ましいです。寂しい気持ちがこ

み上げて涙してしまう日もありますが、「先生見て！」と面白いものができた

と見せてくれる時の輝いた目を見ると、とても幸せを感じます。「こんなので

きた！」という発見を大切に、子どもたちの笑顔が沢山見られるよう、今月も

努めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

アヒルのお話 

アヒル組クラス通信 

担任 長谷川衣里       

今月の主な遊び・活動 

・園で見つけた自然物を使って遊びます。 

・サーキット遊び、またリズムや音に合わせて体を動かして遊びます。 

 

 

 

お道具箱のお友達 

お道具箱に「出ーておいで！」と声をかける

と、まず登場したのはクレヨンです。いろんな

色の登場に目を輝かせる子ども達。丸を沢山描

き、その丸にお話が詰まっていたり、クレヨン

をジャンプさせて描いたり、夢中になってクレ

ヨンを走らせ色々な表現を楽しんでいました。

お道具箱には、まだマーカー、ハサミ、のり、

のお友達がいます。それぞれの登場を楽しみな

がら、初めての経験を丁寧に伝えていきたいと

思います。 

粘土さんこんにちは♪ 

待ちに待った粘土遊び。「先生、粘土せーへんの？」

と持ってきた初日から楽しみにしてくれているお友

達もいました。丸めたり、伸ばしたり、重ねたりと、

好きな形に何度も変化させ、楽しむ姿がありました。 

「これはピザ！」「これな、ママの顔。」「これは雪だる

までな、寒いから帽子もかぶってるねん。」などなど、

作ったもののお話もたくさん聞けました。次の日から

朝の用意を済ませると、早速粘土遊びをするお友達も

いましたよ。初めての粘土は、子どもたちにとってお

気に入りの遊びの一つとなったようです♪ 

お外遊びって楽しい！！ 

初めてのお外遊びの日。天候も良く、芝生で

楽しそうに駆け回るアヒル組さん。のびのびと

走るお友達、葉っぱや虫を見つけて遊ぶお友

達、それぞれで好きなことを見つけ楽しむ姿が

あり、興味が一気に広がったように感じます。

これからの遊びの展開が楽しみです。 

園内探検に行こう！ 

探検カードを持ち、木の実幼稚園

内を探検しに出かけました。アヒル

組のお部屋の他に、どんなお部屋が

あるのか、またそこは何をするお部

屋なんだろう？と子どもたちも興味

津々でした。次はどんなお部屋か

な？と気持ちをワクワクさせ、探検

カードの道をたどりながら「次はこ

こ！」「見つけた！」などと話しなが

ら、発見を楽しんで探検できた日で

した。 

お願いします 

空き箱やトイレットペーパーの芯な

どの廃材の提供をお願いいたしま

す。造形遊びに使いたいと思います。 

 

 

5月号 



 

 

  

 園庭に心地良い日差しが差し込み、幼稚園にはダンゴムシやチョウチョ

など、たくさんの虫達が遊びに来てくれています。早いもので、入園式か

ら１ヶ月が経とうとしています。子ども達は、少しずつ幼稚園のリズムに

慣れ始め、「リュックはここに入れて～、水筒はここ！」と、自分の身支度

を頑張る姿も見られるようになってきました。まだまだ寂しくなることも

ありますが、「今日は○○して遊ぶんだ！」と幼稚園での楽しみを見つけ、

遊びの輪の中に入っていく様子も見られます。子ども達が幼稚園で過ごす

中で、いろんな発見をし、ワクワクした日々を送れるように、一生懸命保

育をして参りますので、今月もどうぞよろしくお願い致します。 

今月の主な遊び・活動 

・筆を使って描く面白さを感じます。 

・園庭で出会う虫や草花と親しみます。 

・体育遊びで、ジャンプやくぐるなど、様々

な身のこなしを楽しみます。 

お道具箱のお友達♪ 

「お道具箱のお友達と遊んでみよう！」と、クレヨンや

マーカー、ハサミなど、１日ずつお道具箱の中身を紹介し

ながら遊んでいます♪ 

先日のマーカー遊びでは、お道具箱から出てきた色とり

どりのマーカーに、興味津々な様子の子ども達。マーカー

を手に取ると、何とも嬉しそうな表情で描き、出来上がる

と、思わず「わぁ！」と声を出したり、「見て見てー！」

と目をキラキラさせながら、絵のお話を聞かせてくれる子

もいました♪また、キャップの扱い方について、「マーカ

ーさんのお帽子(キャップ)をポンッと取って、お尻にプリ

っ！(反対側の先端につける)」と表現して扱い方を伝えた

のですが、「ポン！プリっ！」と言いながらキャップを取

る子がたくさんいて、思わず笑ってしまいました(^^) 

大好きな絵本 

パンダ組の子ども達は絵本を読むことが大好

きなようで、「先生、読んで。」とたくさんの本を

持って来てくれます。特に、お気に入りなのが、

『きょうりゅうじまだいぼうけん』、『わたしの

ワンピース』の２冊で、幼稚園が始まってから、

何度も何度も読んでいます。『わたしのワンピー

ス』という本の内容に、「わたしに似合うかし

ら？」という１文がよく出てくるのですが、その

文を読む度に、「似合う～！」と拍手をくれる子

ども達に、いつもほっこりしています(^^) 

園内探検に行こう！ 

「木の実幼稚園にはどんなお部屋があるの

かな？」と、探検カードを首からぶら下げ、

園内を探検しました！いろんな場所を見る中

で、子ども達が特に興味を持ったのが、事務

所です。実は、事務所前の廊下で上を見上げ

ると、園長先生のお部屋が見えるのですが、

その窓に恐竜のおもちゃが飾ってあり、「ダイ

ナソーだー！」と、とても嬉しそうに見上げ

ていました。その日から事務所の前を通る度

に、上を見上げる子もいます(^^)これから、幼

稚園でいろんな発見をし、ワクワクする経験

をたくさんしていってほしいです。 

みんなでいただきま～す！ 

通常保育が始まると共にお給食が始まりました

ね！お給食初めての日は、早く食べたくて待ちき

れなかったようで、配られるとすぐにスプーンも

フォークも持ってぱくっと食べてしまう子もいま

した（笑）「みんなでいただきます、するからまー

だだよ～。」と声を掛けると、子ども達同士で、「ま

ーだだよ～。」伝え合っていました(^^)最近では手

をお膝にして待ってくれる子もいて、子ども達の

格好いい姿には感動です！これから少しずつ色ん

な食べ物に挑戦しながら楽しい食事の時間を過ご

していきたいと思います。 

 

お願いします 

今一度、すべての持ち物に名前が記入されているかご確認をお

願い致します。造形遊びの素材に使いますので、お菓子の空き箱

やプリンなどのカップがありましたら持たせてあげて下さい。 

KOPANDA 

 

 

 

５月号 

パンダ組クラス通信 

担任：上野絢子 

ぱんだ 

 



 

  

みんなで歌おう 

手遊びの歌や、ピアノの音など、音楽に興

味を持ってくれているコアラ組さん。年少

組さんになって初めて歌う歌が、「朝の歌」

です。まずは、私が歌ってみると、真似っこ

して一緒に歌ってくれるようになりまし

た。何か振付をつけようと思い、子ども達に

伝えると、「先生、こうしてみたら？」など、

色々なアイディアを出してくれました。そ

の動きがとても可愛い姿なので、いつか保

護者の皆様に披露できたらと思います。 

 

 爽やかな青空を、気持ちよさそうに鯉のぼりが泳ぐ季節となりまし

た。子ども達は少しずつ園生活に慣れ、笑顔が沢山見られるようになっ

てきました。登園すると、シールノートにシールを貼ったり、リュック

の中から荷物を出したり、自分で朝の身支度も頑張ってくれています。 

現在、子ども達から「虫かごが欲しい！」「恐竜の世界作りたい。」な

ど、わくわくする遊びのリクエストが沢山出てきています。そんな、子

ども達の気持ちを大切にしながら、私も一緒に取り組んでいきたいと思

います。今月もどうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

こあらスマイル 

コアラ組クラス通信 

担任 中井 奈津実      

５月号 

今月の主な遊び・活動 

・外で出会う、虫や植物を観察したり、調べたり

して興味関心を深めます。 

・サーキット遊びで、沢山体を動かして遊びます。 

 

 

 

クレヨンさん！一緒にあ～そぼ♪ 

お道具箱を園に持ってきてくれた時から、「先生！

いつお道具箱使うの？」と、とても楽しみにしてくれ

ていました。まず一緒に遊んだのは、クレヨンさん。 

クレヨンを擬人化して、「白い画用紙の上を、ぐるぐ

る・ギザギザいっぱいお散歩させてあげよう。」と伝え

ると「やってみたいー♪」と、目をキラキラさせなが

ら答えてくれました。「これはママ。」「これは竜巻。」

など、描いたものを指さしながら、かわいいお話を沢

山聞かせてくれたり、何枚も何枚も描く子もいたり

と、楽しい時間を過ごせました。 

お外遊び楽しいね 

初めてのお外遊びは、芝生で遊びました。芝生には、ビオト

ープや、色とりどりのお花、沢山の木など、自然が沢山ありま

す。みんなで「よ～いドン！」で走り、気持ちの良い風を感じ

たり、ビオトープにいるメダカを観察したり、それぞれ気にな

る場所を見つけて遊んでいました。その中でも、子ども達が特

に気になっているのが『ダンゴムシ』です。手の平にとって、

動きをじっくり観察したり、不思議なダンゴムシに夢中になっ

ています。「何を食べるのか？」「どんなお家がいいのか？」ハ

テナが沢山なので、これから一緒に調べてみたいと思います。 

園内探検に行こう！！ 

園内にも、まだまだ行ったこと

がない、お部屋・場所が沢山ある

ので、探検チケットをもって園内

探検に行きました。お給食室の大

きなお鍋にビックリしたり、事務

所で国田先生とお話したり、色々

なお部屋を見て、とてもワクワク

した表情をしていました。 

今度は、それぞれのお部 

屋を使って遊んでみたい 

と思います。 

お願いします 

・ご家庭で不要なタオルがありましたら、お持ちいた

だけると嬉しいです。 

・持ち物にお名前のないものがあります。衣替えもあ

りますので、もう一度確認をお願いいたします。 

 



 

 

  

 新年度がスタートして、早くも一カ月となります。皆様、いかがお過ごしで

しょうか。ひばり組の子ども達は、少しずつ安心できるおもちゃや、好きな友

達・先生を見つける姿が見られています。朝の用意や片付けも、初めは先生と

一緒にしていましたが、今では自分のマークをしっかり覚えて、決められた場

所にものを置くことが出来るようになりました。幼稚園生活に慣れるにつれ

て、笑顔もよく見られるようになって、私も嬉しく思います。沢山初めてのこ

とがありますが、子ども達はひとつずつ吸収し頑張っていますね！ぜひご家

庭でも、沢山褒めてあげて下さい。今月もよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

・絵の具で、筆を使って描く面白さを感じます。 

・スモックの着脱やトイレ、手洗い、給食など基本的な

生活習慣を身につける。 

・サーキット遊びでジャンプしたり、くぐるなど様々な

身体の動きを楽しむ。 

 

 

ドキドキの幼稚園生活が始まりました 

 子ども達にとって、初めてお家の人と離れる生活

が始まりました。今までお家の人にやってもらって

いたことも、幼稚園では自分でしなければならない

ことが増えます。ひばり組のお友達は、「出来ない！」

と弱音を吐く子が少なくて、自分で頑張ろうと挑戦

する姿がよく見られています。うまくいかない時は、 

先生に「手伝って。」と伝えたり、やり方を教えても

らって自分でやってみたり、どうすればいいかを先

生と一緒に考えながら、日々物事に積極的に取り組

んでくれています。今は覚えることも沢山ですが、ど

んどん成長する姿に毎日驚かされています！ 

子ども達の可愛いエピソードを紹介します。 

・お部屋にあるパペットで「こんにちは、アヒルさ

んです～！」と声を変えてでお話しするお友達。 

（そのパペットは本当はヒヨコさんですが…。(笑)） 

・「かきくけこ」がまだ難しくて、「さくらぽ先生」

になるお友達。かわいい♪ 

みんな大好き、粘土遊び 

 ひばり組のみんなが大好きなものの一つに、粘

土遊びがあります。先日、全体活動で粘土を使っ

て遊んでみました。丸の形から、細くなったり、

平べったくなったり、形が変化することに面白さ

を感じながら、楽しむ様子が見られました。中に

は「ハンバーガー」を作ったり、雪だるまを作っ

たりするお友達も。一人で真剣になって遊ぶ子も

いれば、隣の子と笑い合いながら、作ったものを

見せ合うお友達もいました。みんな夢中になっ

て、取り組んでいましたよ。 

どんなおもちゃがあるかな…？ 

 ひばり組のお部屋には、色々なおもちゃが各コーナ

ーに用意されています。朝の身支度が終わると、好き

なコーナーへ行って遊び始めます。電車がお気に入り

の子、レゴブロックで遊ぶのが好きな子、それぞれに

自分が好きなものや場所を探して、楽しんでいます。

初めは泣いていたお友達も、好きなおもちゃを見つけ

たり、同じ机に座る子とお話しすることで、少しずつ

落ち着いて遊ぶことが出来るようになりました。 

いつも素材やタオルをお持ちいただき、ご

協力ありがとうございます。今回、ご不要

になった牛乳パックがありましたら、開か

ずにお持ち頂けると嬉しいです。 

ゆかいなひばりーズ！ 
５月号 
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