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 日差しの強い日が続いています。外遊びに出た時には気持

ちのいい汗をかきながら元気いっぱい遊ぶ子ども達。遊びの

中で、様々な生き物や草花に出会うと、目を輝かせて観察を

楽しんでいます。体を動かすだけなく、じっくり自然に向き

合う時間が取れることも外遊びの魅力ですよね。水分をしっ

かりとって熱中症には気をつけながら、今月も楽しんでいき

たいと思います。どうぞ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       

６月号 

今月の主な遊び・活動 

・国旗をきっかけに、それぞれの国のことに興味を持てるよう

な活動を企画しています。 

・ヨットや船等、風を受けて水上を動く玩具を作って遊びます。 

 

積み木で遊ぼう 

 積み木コーナーを拡大しています。はじめ

は、ただ積み木を並べるだけだったものが、今

では、コーナー全体を大きな街に見立てて遊び

を楽しむ子ども達。足りないものは自分で作っ

たり、絵に描いて用意するなど、それぞれの工

夫が見られます。最近は、板を上手く使って巨

大なタワーを作っています。はじめは「祐太先

生より高くする。」という目標を立てていたの

ですが、あっという間にクリアしてしまった子

ども達でした＾＾ 

国旗で遊ぼう 

 

 ある日、クラスに地球儀と世界地図がやってきま

した。「ここがアメリカやろ。」「ここは中国やで。」

と口々に知っていることを話しながら、友達と世界

地図を眺めていた子ども達。次第に、地図内に描か

れていた沢山の国旗に注目し始めると、今度は国旗

を書き写して遊び始めました。描いた国旗の近くに

は国名もしっかり書かれていましたよ。世界地図を

きっかけに、世界中の服や言葉、生活について興味

が膨らめば更に楽しいなと思っています。これから

の遊びの広がりに期待しているところです。 

個人懇談会。 

ありがとうございました。 

 先日は、お忙しい中幼稚園まで足を運んでく

ださりありがとうございました。幼稚園では、

なかなか見ることができないご家庭の様子を

伺うことも多く、とても有意義な時間過ごせた

ように思います。これからも何かあればお気軽

にご相談ください。子ども達の安心できる保育

環境には保護者の皆様の力は必要不可欠です。

これからも子ども達を見守りながら、一緒にク

ラスを盛り上げていきましょう！！ 

風で遊ぼう 

風を使って遊ぶ、手作りおもちゃが

今大人気です。タケコプターのような

手作りおもちゃや、その他のおもちゃ

をそれぞれが工夫しながら楽しんで

います。 

風に揺られながら楽しめるおもち

ゃの魅力がギュッと詰まった新しい

コーナーです。また遊びの広がりに進

捗があればお伝えしていきますね。 

引き続きお願いします。 

 今月も、引き続き素材の募集をさせてい

ただいております。ご自宅にある不要にな

った空き箱や様々な素材がありましたら、

ぜひ光組まで持たせてあげてください。 

よろしくお願いいたします。 

 



 

  

 あっという間に春が過ぎ、夏の訪れを感じる今日この頃。皆様は体調にお変

わりはありませんか？先日はお忙しい中、個人懇談にお越しいただきありがと

うございました。松組では現在、〔昔〕をキーワードにさまざまな遊びや活動

が広がっています。「昔はな、人間は猿やってんで！」と教えてくれた子ども

達。「じゃあ猿の前は何やろう。」「そのもっと前は…。」等と考え始め、“人類

の始まり”に行き着きました。そして"世界の始まり”という絵本に出会いま

した。大地が生まれ、時が刻まれ、季節がめぐり、生命が生まれ、そして死が

…。そして新たな生命の始まりがやって来る。という雄大でユーモラスなお話

です。子ども達は心でこの世界を感じていました。また、５月 30 日には遠足

に行き、太陽の塔の中を見学し、生命の誕生から現在までのプロセスを体感し、

子ども達とより深く生命について考える機会になりました。これから出会う

様々な発見を大切に、子ども達に寄り添いながら、たくさん遊び、毎日楽しく

過ごせるように努めてまいります。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      

6 月号 

今月の主な遊び・活動 

・藁をたくさん使って遊びます。 

・水遊びを楽しみます。 

 

 

昔の遊び 

昔のお話から、“遊び”について

広がりました。早速、昔からある遊

び、相撲、けん玉、紙風船、お手玉

等、日本の伝統的な遊びを楽しみま

した。遊んでいるうちに、自分達で

作りたくなり、オリジナルの昔のお

もちゃを紙コーナーで作り、ルール

や使い方を自分達で決めて“伝統的

+現代”の楽しいおもちゃが出来上

がりました。また、「昔の遊びって

今とちょっと似てるのもあるな！」

「昔は YouTube とかなかったか

らこれで遊んでたんか。」と今と昔

の共通点や違いを感じながら、日本

の昔の遊びを楽しんでいました。 

年長さんになって初めてのこと 

・メアリー先生と英語で遊ぶプレイタイムが始まりました。英語で挨

拶をしてみたり、英語の歌に合わせて身体を動かして遊んでみたり

と、楽しみながら英語に触れました。メアリー先生と会話する時間

もあり、アメリカと日本の違いについてたくさん質問をして、日本

以外の国に興味津々の様子でした。 

・幼稚園では初めての鉛筆を使った活動。筆箱に入った鉛筆をそっと

取り出し、まずはどんな香りなのか匂ってみると、「木の匂いする！」

「なんかこの匂い好き！」と香りを楽しんでいました。正しい鉛筆

の持ち方や姿勢などを知り、早速グルグルやギザギザを描き、鉛筆

を使うことでちょっぴり小学生になった気分で楽しんでいました。 

 

〇〇の木 

「木に咲く花は枯れるのに、なんで木はずっと元気に居れる

んやろう。」と疑問に感じている子ども達。お家で調べてきた

ことをみんなの前で教えてくれたり、自分の考えを発表して

くれる子がたくさんいました。子ども達が大好きな、世界神

話の絵本「夜の木」から今回はオリジナルの木を絵具とネー

ムペンを使って描いてみました。個性溢れる子どもたちの思

い思いの一本の木ができました。「これはな、ここが手でな、

みんなを守ってくれる木。」「きれいな音が出る『音の木』やね

ん！」等と豊かな創造力に感心させられました。 

 

お願いします 

コーナー遊びや全体活動で、お菓子などの空箱やロール芯を使いたいと

思っています。不要な物があれば持ってきていただけると嬉しいです！ 

 



 

  

 日に日に暑さが増し、汗ばむ季節となってまいりました。皆様お変

わりありませんか？先日は、お忙しい中、懇談会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、子どもたちの進級してか

らの頑張っている姿を、保護者の皆様とお話することができ、嬉しい

ひと時でした。また、これからも子どもたちの一つ一つの成長を一緒

に喜び合うと共に、苦手なところも寄り添いながら次のステップへ

進めるよう、保護者の皆様と共有しながら子どもたちの成長を見守

りたいと思っています。今月も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       

６月号 

今月の主な遊び・活動 

・ねじや金属、磁石などを使って遊びます。 

・「回るもの探し」から金属類に注目し、様々な金属類（ネ

ジ、ボルト等）のイラストをコラージュして遊びます。 

 

 

 

ぐるぐるコーナー 

 先月号でお伝えした『歯車』から、ぐるぐる回る

ものに夢中になっている梅組さん。ぐるぐるコーナ

ーには、歯車、ねじ、コマ、などの回るものが！指

先を器用に使って回す姿に、年長らしさを感じま

す。特にコマは、指の力を加減し、うまく回ると

「見て！ずっと回ってる！」「こんなに長く回っ

た！」と夢中になっています。 

紹介タイム♪ 

お家や園庭で"いいもの"を見つけ

ると、「紹介したい！」という気持

ちがいっぱいの梅組さん(^^)「これ

はなんの葉っぱでしょう？」などク

イズ形式にして紹介してくれたり、

「どこで見つけましたか？」など、

みんなからの質問に応えてくれた

り。恥ずかしがりながらも一生懸命

応えています♪みんなの前で発言す

る機会を、これからもどんどん作っ

ていきたいと思います！ 

お花では染まらない？ 

花びらの色ではきれいに染まらなか

った白い布。「どうしたら色が付くのか

な？」と尋ねると、「絵の具！」と答え

は一択でした(笑)自分たちで色水を混

ぜて作った色で、みんなで染遊びをし

ました。「その色きれい！どうやって作

ったん？」と友達に 

聞いたりしながら、 

何色も何色も試して 

いました♪ 

 

回るもの探し！ 

 「ぐるぐるコーナー以外にも、回るものって他にも

あるかな？」と、梅組の部屋やアトリエ、園庭に探し

に行き、見つけたものをスケッチしてみました。子ど

もたちは、探しながら実際に手に取り、回るかしっか

り実験。「ストローも回った！」「テープの芯も回る

で。」「このカードも回った！」と、転がって回るもの

や、コマのように回転させて回ったものもありまし

た。蛇口から出る水が回りながら流れたり、自転車の

ペダルを回すとタイヤも回ったり、大発見がいっぱい

の梅組さんでした(^^) 

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、不要なねじやボルトなど

の金属がありましたら、ご協力よろしく

お願いいたします。 

 

ねじに輪ゴムを引っ掛けた

ら、不思議な形ができたよ！ 



 

  

今月の主な遊び・活動 

・光と色、影のおもしろさを知り、遊びたいと思います。 

・絵の具を使って描画を楽しみます。 

・興味を持って、調べたことをクラスのみんなに発表す

る場を増やしていきたいと思います。 

 

 

 梅雨入りの季節となりましたね。雨のじめじめした天気の日もあり

ますが、そんな日も楽しく過ごせるよう、色々な遊びを子どもたちと考

え、過ごしていきたいと思います♪ 

最近の桜組さんはお歌が好きで、新しい歌を伝えると次第に、遊んで

いる時にも口ずさむことや、自分たちで音を探しながらピアノを鳴ら

して「歌えバンバン」「スズメがサンバ」のコンサートが始まったりと

楽しんでいます。いろんな音や曲調、歌詞を思い浮かべながら変化をつ

けて歌ってみたりと、工夫をして遊んでいきたいです♪今月もどうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

桜 の みち 

桜組クラス通信 

担任：久保果穂       

６月号 

ブルーベリーがお部屋にやってきました！ 

 先月からお伝えしていたブルーベリーのお話。 

子ども達と相談し、実際に育ててみようと意見がま

とまり、ＧＷ明けから桜組でブルーベリーを育てて

います。本物のブルーベリーを見て、実や葉っぱの

色・大きさなどの様子に着目したり、「固い！」と、

実を触ってみたり、今の状態から「青色になってか

ら紫色になるんちゃう？」と、どうなるのか想像が

膨らんでいる様子も見られます。身近に見て、触れ

ながら子どもたちの知りたい！が、たくさん湧いて

くる気持ちを大切にしたいです。 

メアリー先生とのプレイタイム 

 年長組になって始まったプレイタイムの時間。メア

リー先生ってどんな人なんだろう？どんなことをする

の？と、いういろいろな疑問を抱いていました。初め

は知らない言葉(英語)に「・・・。」というような反応

でしたが、少しずつ口を動かして言葉を真似っこして

みる姿や、自分の名前を紹介できるようにもなってき

ました♪メアリー先生との「会話の時間」では、聞い

てみたいことを自分の言葉で質問し、アメリカと日本

の同じところや、違うところが少しずつ分かってきて、

質問してみようとするお友だちが増えてきました。 

お当番活動 

 子どもたちと考えた役割を、グループごとにお

当番活動にして始めました。「今日は何かな?」と

任された役割を楽しみに、意識をもっている様

子が見られます。それに加え、ブルーベリーのお

世話も、水の量など、どのようにしたらいいか話

し合い、水やりは２人で行うことがいいとなり

ました。今は手つなぎのペアのお友だちと順番

に役割が回るようにしています。その日の実の

色を、シールで観察カレンダーに貼って色の変

化も楽しめるようにしています♪ 

ちくちくとふわふわ 

 こうしたい！等と、だんだん遊びの 

中でも思いが出てきて、お友だちとのやりとりの

中で思いの調整がうまくいかず、言葉がきつくな

ってしまうこともあります。そんなある日、絵本

で「ちくちくとふわふわ」という絵本を読んでみ

ました。すると、子どもたちが思うちくちくの言

葉、ふわふわの言葉がいろいろ挙がってきて「桜

組さんがふわふわでいっぱいになったらいいな

♪」という声が聞こえてきました。みんなで思い

を伝え合う喜びを感じながら、相手に伝わる言葉

選びも一緒に考えていきたいです。 

先日は、個人懇談会にお越し下さり、ご家庭での

様子を聞かせて頂ける貴重なお時間をありがとう

ございました。これからまた、子どもたちと共に

様々な出来事を保護者の皆様にも一緒に楽しんで

頂けるようにお伝えできればと思います。 



木を好きな 

生き物ってなんだろう？ 

園内探検の「木」の話から、木にはいろんな生き物が

やってくるよね、という話になり、本や知っている知識

をもとに粘土で生き物を作って遊びました。コアラや

リス、熊、芋虫など、様々な生き物が出来上がりました。

次の日には、作った生き物を芝生に連れて行き、本物の

木に登らせてあげたり、葉っぱと石で温泉を作って入

れてあげたりと実際の自然の中で置いて遊んでみまし

た。今では、「お部屋にも作った生き物が遊べる場所が

あった方がいいよね。」ということで、どんな場所を作

ろうか、何で作ろうか相談が進んでいます。 

 

 

  

 気温や湿度が上がり、汗ばむ季節になってきました。子どもたちも、「見

て～こんなに汗かいた！」と可愛いおでこを見せてくれます。今月も水分を

しっかり取りながら、体調に気を付けて過ごして行きたいと思っておりま

す。さて、先月は懇談会にお越し頂き、ありがとうございました。今月は参

観もありますね。年長さんになって初めての参観。子どもたちはきっと緊張

したりそわそわしたり、張り切ったり、色んな気持ち・色んな姿があると思

いますが、この時期だからこその姿もあると思いますので、ぜひ楽しみに、

気を付けてお越しくださいね♪ 

 

 

 

 

 

 

 

メアリー先生こんにちは 

メアリー先生とのプレイタイムが始まりまし

た。子どもたちは初めて会うメアリー先生に、ち

ょっと緊張気味でした。英語の歌に合わせて体

を動かしてみたり、今回は「what’s  your 

name？」などと名前の聞き方や答え方を教え

てもらいました。英語しかほとんど話さないメ

アリー先生に時折「？？？」となる場面もありま

したが、メアリー先生への質問タイムでは、アメ

リカの幼稚園について聞くことができ「え！ア

メリカの幼稚園は制服ないんや！」などと木の

実幼稚園との違いを知れて、メアリー先生との

コミュニケーションを楽しむ姿もありました。 

鉛筆で遊んでみたよ 

先月、年長さんになって初めて鉛筆を使って遊

んでみました。「木」のお話もしていたので、 

年輪の模様や意味を紹介し、鉛筆で色んな線を

何度も繰り返して書いてみました。「僕の木、何

歳やと思う？」と何回も数えてみる子もいまし

た。ちなみにこの活動が始まってから数分は、自

分の筆箱や消しゴムをみんなに紹介したくてた

まらず、「見て！私の筆箱こんな柄！」「消しゴム

何の匂いでしょうか！」と紹介タイムで盛り上

がっていました。（笑） 

ビー玉を集めよう！ 

椿組では、先月から瓶にビー玉を少しずつ集めてい

ます。みんなの素敵な場面が見えた時や、全員で何かを

成し遂げた時に１つずつ瓶に溜めていっています。誰

のかわからないけどごみを拾ってくれたり、濡れてい

る所を拭いてくれた時など、、、１日１個ではなく、その

場面が見れたときにその都度入れています。 

みんなの素敵な場面や、頑張ったことなどを目に見

えるように残しておくことで、「これだけ頑張ったん

だ！」と自分たちに自信を持ってほしいなと思ってい

ます。現在、瓶の半分くらいまで溜まっています♪ 

いつも素材のご協力ありがとうございます。引

き続き、不要な空き箱やリボン、ボタンなどの線・

点状のもので、造形に使えそうな不要物がありま

したらご協力頂けると幸いです。 

 

椿の知らせ 
６月号 

椿組クラス通信 

担任：吉田 真侑 

お願いします 

 

今月の主な遊び・活動 

 

 

・紙や絵の具など様々な素材を使って色んな模様を

作って遊びたいと思います。 

・ボールを使って投げたり蹴ったり色んな動作を楽 

しみます。  

 


