
 

 

 

 

 

 

 

 

 日に日に気温も高くなり、暑くと感じる日も多くなってきました。その気温に

生き物は活発に動き始め、それを探す子どもたちはもう無我夢中です♪そんな「好

き」をきっかけに、お友達との輪が出来たり、お友達の得意を見つけたり、協力

する面白さを味わうなど新しい発見の毎日です。そして先日は、今年度初めての

懇談会にお越しいただきありがとうございました。短い時間でしたが色々聞かせ

て頂き、子どもたちの姿を共有出来た事、嬉しく思っています。今月も、元気に

子どもたちの登園をお待ちしております。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       

６月号 

今月の主な遊び・活動 

・絵の具を使って、描くことを楽しみます。 

・二人、三人組などで触れ合い遊びをします。 

・お給食でお箸を使って食べることを頑張っています。

ご自宅でも、一緒に取り組んでみてください♪ 

 

 

 

お当番活動頑張るぞ！ 

 グループが決まり、グループ名もみんなで決

めて、お当番活動を頑張っています。今は、お片

付けの見回りパトロールや、連絡ノートなどの

配達、朝の会での歌を前にでて披露してもらう

などの取り組みがあります。毎日１グループず

つ取り組んでもらっているので、早く自分の番

が回ってきてほしいと待ち遠しいようで、「お当

番したいし、皆勤賞ねらってるから(^^♪」と、お

休みせずに幼稚園に行くという意欲にも繋がっ

ているようです。活動を通して友達との関わり

も増え、今後さらに深まることを願っています。 

  

  火の音を聞いてみたい。。 

絵本に出てくる火や水の擬音語から、その物になり切って

体を動かすことを楽しんだ後、「本当にそんな音が聞けるの

か？」と気になり、まずは水で試してみることに！水の出し方

や水を受ける器、落とす高さによって聞こえる音の違いに気

付き「おぉ～。音聞こえる！こんな音！」と真似しながら声を

出すことを楽しんでいました。「次は火の音が聞きたい！」と

いう子どもたちに、私がすぐに用意できた火は、お部屋にあっ

たチャッカマン…。「みんな、目を瞑ったらな、音がよく聞こ

えるで。」と一人の呼びかけに賛成し、みんな目を閉じて『し

ーーーーん。』としたお部屋の中、私がチャッカマンを『カチ

っ』とすると、（笑）「これは火の音違うなぁ～。」と。どれだ

け耳を澄ませても聞こえない火の音。「じゃあ、どうしたら聞

ける？」と会話が弾みました。「ＢＢＱ？それともお料理？」

火を使うものが順に上がっていく中で、「花火がいいんじゃな

い？」と挙手し答える意見に「それ、めっちゃいいなぁ。火の

音聞けそう。」と大盛り上がり。このご時世で花火大会などが

ない中、実際に打ち上げ花火を見た事がある、花火をしたこと

がある、という子も少なかったです。 

まずは花火コーナーがクラスに出来、打ち上げ花火に使う

花火玉の事を知りました。リモーザ（ボタン状のパーツを型に

はめて模様をつくるモザイク遊び）を、花火玉の中の火薬に見

立てて「こんな花火が上がったらいいなぁ。」と想像しながら

作ったり、打ち上げ花火の映像をプロジェクターで映して見

たり、コーナーが盛り上がってくると、ごっこ遊びにも進化し

ていきました。プロシェクターの前に椅子を並べ「はい！明日

の花火の予約ですね。」とＳ席の予約が取れそうだったり。

（笑）夢中になって遊んでいます。とても大盛り上がりの花火

プロジェクト、どう発展するか今後も見逃せません。 

いろんな音♪ 

ピアニーやバチ、年中さんから色んな楽器に触

れる事が多くなったみんな。だけど扱いにはまだ

不慣れで、クラス内に大きな音が響きうるさいと

感じる事も…。そんな音に着目して、遊びがスター

トしました。楽器は音が鳴るものだけど、普段は音

がでているなんてあまり気にしない水や風、土、火

など身近なものから音が聞こえるのか試してみよ

うと、まずは４冊の絵本を読んでみることにしま

した。よくわかるように表現された、絵や擬音語で

感じられる絵本で、それに合わせて実際に体を動

かして表現する事も楽しんでみました。 

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 1.5ℓや２ℓの大きめペットボトルを募集しま

す。ロール芯や空き箱等も、引き続き募集しております

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 



 

 

  

 晴れたり、雨が降ったり、天気の移り変わりが激しい時期がやってきまし

たね。雨が降った日には、「今日は、お外遊びに行けないね～。」と少し残念

そうにしている子ども達ですが、その分、お部屋での遊びを存分に楽しんだ

り、思い思いの時間を過ごしています。そんな子ども達の様子を見ていると、

「今日は○○○くんと遊ぶ！」「～～ちゃん、一緒に遊ぼう！」と、会話の中

にお友達の名前がたくさん出てくるようになりました。一緒に遊ぶ時間を通

して、少しずつ関係性が深まっていることを感じ、嬉しく思います。 今月も、

元気に楽しく過ごしていきたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・身近なものを使って、引き続き色出し実験をしてみます。 

・２人組遊びや３、４人でのふれあい遊びをします。 

・土粘土を使って遊びます。 

あれ！？水の色が変わってる…？ 

 先月号でお伝えした、元気がない葉っぱのお

話。葉っぱの一部が黒く変色していたことに注目

し、「元気な緑色に戻したい！」と考えた子ども

達が思いついたのが、葉っぱを水に浸けること。

アイデアが出たら早速やってみよう！と、実際に

水に浸けて観察することになりました。そして、

しばらくすると…？ 

子ども達の思いとは裏腹に、葉っぱは全体が真

っ黒に。そして、葉っぱを入れていた水も茶色く

濁っていました。「なんで茶色になってるん？」

と、今度は、その水の色が変わったことに注目し

始めた子ども達でした。 

だろう？」と 

 
自分だけの色でいろんなお花♪ 

 色水遊びを楽しむ子ども達の姿を見ていると、出

来た色を何色か混ぜて、色の変化を楽しむ様子があ

りました。そんなことをきっかけに、絵の具でも色

混ぜ遊びをしてみることに。好きな色を選んで混ぜ

てみると…？予想もしない色が出来たり、同じ色の

組み合わせでも、絵の具の入れる分量を変えると、

また違う色が出来たりと、色が変わるたびに「すご

～い！」と、子ども達の驚く声が聞こえてきまし

た。そんな風にして作った色を使って描いたのは、

いろんなお花！世界にある面白いお花の写真も見た

り、さらにイメージを広げて描いてみました♪ 

色水で遊んでみよう！ 

  透明だった水が茶色になったことをきっかけに、

「○○○を入れたら水は何色になるんだろう？」

「△△だったら？」と、たくさんの疑問が出てきた

子ども達。そんな姿をきっかけにして出来たのが色

水コーナー！園庭で見つけた自然物や、マーカーも

使って、いろんな色の水を作って遊びました。「今日

は何色にしようかな～？」と、好きな色を作ってみ

たり、色とりどりのお花を入れてみたり、色んな楽

しみ方で遊びましたよ♪ 

どんなお花にする？ 

 モールやフェルト、おはじきなど、いろんな

材料を使ってオリジナルのお花を作ってコー

ナーで遊んでいます。今まで、たくさんのお

花に触れて遊んできた子ども達が、イメージ

を膨らませながらそれぞれのお花を咲かせて

いましたよ♪「どんな形にしよう？」と、１

つ１つじっくり考える姿がありました。 

お願いします 

・ご家庭で不要なタオルがありましたら、持

って来て頂けると嬉しいです。 

・お箸の使い方や食事中のマナーを、ご家庭

でもお話して下さると幸いです。 

 

６月号 

雪組クラス通信 

担任：村中千秋 

雪 景 色 



 

 

  

 少しずつ汗ばむ日が増え、夏の気配をすぐそこに感じております。

皆様はいかがお過ごしでしょうか？ 

新学期が始まって２か月が経ち、月組ではお友達の輪やかかわりがさ

らに深まっています。困っているお友達がいる時には「こうやってやる

ねんで」と教えてくれる姿があったり、自分の遊びよりも「お手伝いな

い？」と聞きに来てくれたりと、優しい子どもたちの姿に毎日心までぽ

かぽかしています。 さらに暑い日が続きますが熱中症に気をつけなが

ら、元気よく過ごしていければと思います。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       

６月号 

今月の主な遊び・活動 

・土粘土で大きなものを作り、大胆に遊びます。 

・光や風、植物、虫など様々な自然と触れ合って遊びます。 

 

 

 

汽車に乗ってどこにいこう？ 

汽車あそびが大好きな月組さん。 

「汽車に乗ってどこにいくの？」と聞いてみる

と、「福井県！」「温泉！」「動物園！」など、様々

な答えが返ってきました。積み木で囲って動物園

の檻を作ったり、積み木を積み上げてマンション

を作ってみたり、あそびがどんどん広がっていま

す！ 

月組のみんなと、月組のお部屋全部や、芝生など

広いスペースを使って汽車を走らせたいねとお

話しています♪ 

 

自分だけの色で…♪ 

先日、粉絵の具を使って色水遊びをしました。２色を混ぜ

ると、違う色に変わることに気づいた子どもたち。沢山の色

を作って遊んだあとは、色水を何に使おうかみんなで話し

合いました。凍らせたり寒天にしてみたり、ハンカチの模様

を作ることに使ったり、いろんな遊びを楽しみました！  

また後日、不透明なポスターカラーでも自分だけの色を

作ってみました。透明な粉絵の具の時とは違った色の混ざ

り方や質感に、子どもたちのわくわくも止まらない様子で

した！作った色で、クラゲを描きましたよ。月組のお部屋を

クラゲさんが気持ちよさそうに泳いでいます♪ 

 

 

秘密のお部屋で… 

月組さんのお部屋には、子どもたちでも

少ししゃがんで入るくらいの、秘密基地の

ようなお部屋があります。 

窓がたくさんあり、心地よい光が差し込

む空間で、子どもたちはクッションに座っ

たり、寝転んだりと、くつろいで過ごして

います。 「このお部屋大好きになった！」

「気持ちいい！」と言う、子どもたちのニ

コニコ笑顔に胸が温まります。 

今後は窓から見える緑や、光を活かしたコ

ーナーを作ろうと考えています！ 

 

数字で遊ぼう 

「長い針が 5 になったらお片付

けだよ。」「今日は４日だから、

４のところにシールを貼るよ。」

そんな毎日の会話から、数字に

興味が沸いてきた様子が見られ

ます。オリジナルの時計を作っ

て、おままごとのお部屋の壁に

飾ったり、数字の形におはじき

を並べてみたり、丸い紙を組み

合わせて８を作ったりと様々な

あそびが展開されています♪ 

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。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Happy Flower 

花組クラス通信 

担任：末吉奏絵      

６月号 

今月の主な遊び・活動 

・絵の具を使い、大きな紙に絵を描きます。 

・体育遊びではルール覚えながら遊び、自分と鬼との駆

け引きから、グループ（チーム）へと意識を向けます。 

・お当番活動を行い、皆の前に出る楽しさを感じます。 

・ピアニーの音階を知り、簡単な曲を演奏します。 

 

花を使った色遊びから、もっといろいろな色を作

りたいと、絵の具を使い、色混ぜ遊びをしてみまし

た。「黄色と青色で緑になるよ！こっちはちょっと薄

い緑！」と、同じ色でも、量を調節しながら色に変

化を出したり、友達の色を真似して作ってみたり、

沢山の素敵な色出来ました。 

 

お部屋に時々出没する蜘蛛。ちょうど「くものすお

やぶん」という絵本を読んでいたこともあり、蜘蛛に

ついても会話を広げています。外遊びや、トイレに行

く途中などで、発見した蜘蛛の巣を教えてくれ、形や

大きさを観察しています。「蜘蛛は、蜘蛛の巣の上しか

歩かれへんねんで。」「いつも蜘蛛の巣わたってお散歩

してるの。」と、考えたことを共有したり、「蜘蛛の巣

は他の虫を捕まえるためにある。」と、絵本から学んだ

ことを伝えたり、面白いお話が飛び交っています。 

園内に沢山咲いていた色とりどりのお花。観察して

「綺麗…。」と、うっとりしていましたが、「お花を摘ん

でしまうと可哀想。」と、見て楽しんでいました。ある

日、園長先生から「お花を使って遊んでいいよ。」と言

ってもらい、さっそくどんな事に使いたいか話し合いま

した。「花束にしたい。」「お部屋に飾りたい。」「絵の具

にしてみたい。」等、様々な意見があり、実行してみま

した。その中でも、花びらを使った色水遊びがお気に入

りの遊びになりました。花と葉を分け、水に入れて揉ん

で色を出し、お花のジュースを作ってみたり、すり鉢で

擦り潰して、粉薬のようにしてみたり、夢中で遊んでい

ます。 

懇談会の時に、写真や作品を掲示しており見ていた

だいたかと思いますが、外遊びの時に一人の子どもが、

園庭で白い卵を見つけました。「木の下にあったから木

の卵？」「恐竜の卵？」と、卵について会話が膨らみ、

卵の模様を考えて描いてみたり、「卵からこんなものが

生まれるかも!?」と粘土や体を使って表現してみたり、

様々な遊びに繋がっています。「卵は食べてもおいしい

よ。」「卵かけご飯に卵焼きに…。」と、卵料理の話へと

広がり、食への興味も持ち始めています。 

先月お伝えした不要のタオル等、いつも沢山ご協力い

ただき、ありがとうございます。生活する中で、少しず

つ自分達で後始末をしたり、必要なマナーやが身に付い

てきています。 

今月は、底に穴の開いていないプリンカップなどの透

明な容器がありましたら、お持ち頂ければと思います。 

あっという間に春が過ぎ、アジサイが綺麗に色づき始める季節となりました。

昼間は、半袖で過ごせるようになりましたね。最近の花組では、お部屋の中に

植物や虫の図鑑が置いてあり、外遊びで見つけた虫や花を調べて名前を教えて

くれる姿が出てきました。その季節ならではの自然に触れながら、花の匂いを

嗅いだり、色の付き方を観察したり、様々な遊び方を楽しんでいます。面白い

と思った事を先生や友達に伝え、凄いと思った事を尋ねたり、お互いのイメー

ジを共有しながら遊ぼうとする姿も出てきました。皆の思いを様々な形で表現

し受けとめていきたいなと思います。今月もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

お花のジュース 
色んな色が出来たね 

なんの卵？ 

蜘蛛の巣 親分 

お願いします 



 

  

 汗ばむ日も増え、季節の移ろいを実感しています。皆様お変わりありま

せんか？ 先月はお忙しい中、懇談会にお越しいただきありがとうござい

ました。子ども達の姿について保護者の皆様と共有できたことを、とても 

嬉しく思っています。今後も一緒に成長を見守っていければと思っており

ます。 少しずつ新しいお友達との関わりが増えてきた鳩組さん。今月は

そんなお友達とどんな発見があるのでしょうか・・・「やってみたい！」「な

んで？」を大切に保育をしてまいります。よろしくお願いいたします。 

 

hatOVER 

鳩組クラス通信 

担任 白岩千春      

6 月号 

今月の主な遊び・活動 

・土粘土で感触を楽しみながら遊びます。 

・体育遊びでは、個人での力発揮や、友達と力を合

わせるリレー遊びに挑戦します。 

 

 

『カラーモンスター』皆の色はどんないろ？ 

お花で色水遊びをしていると、「もっと色作りたい！」

とリクエスト。せっかくなら色を作るだけではなく、何か

ないかな～と思い、「カラーモンスター」という、色と気

持ちをリンクさせた絵本を読んだり、同じ色に見えても、

少しずつ違いがあり、色にもそれぞれ名前がある事を伝

えてみました。コーナー活動では、「これは、ピンクを作

ってから、青と白と赤を混ぜて、鳩組色♪」「緑と黄色で

お山色！」「どろどろイチゴ色！」等、沢山のカラーモン

スター（色水）が出来上がりました。そして出来たものは

仲間分け！すると、「これはオレンジにも見えるけど、茶

色な気もする…。」「お友達は赤紫って言ってたけど、僕は

濃いピンクやと思う。」と色の微妙な違いや、人それぞれ

の見え方の違いにも気づき始めた子ども達でした。 

お当番活動をしています 

先日から、朝の会でお当番活動をしています。挨拶や歌の時間に、グループごとに皆の前へ出てお手本のように

見せてもらっているのですが、前に立つとスイッチオン☆言われなくても良い姿勢・声になり、かっこいい姿で活

動しています。又、「お当番さんの紹介」ということで、顔と名前をしっかり覚えていけるよう自己紹介をしてもら

っています。みんなからの質問に返答する際にも、単語で返すのではなく、「○○です。」と丁寧な言葉で出来るよ

うに頑張っています！ 

 

   作った色で遊んでみよう 

その後、全体活動で改めて色づくりをしまし

た。「○○ちゃんと同じ色入れたのに、違う色に

なった！」「どうやったん？」と友達の作った色

を覗き込んだり、「そっちの色も貸して！」「い

いよ、こっちにも貸して！」と自然に協力する

やりとりも見られました。「これは大変なモン

スターが出来たので隠しています！」と見せて

くれなかったりも(笑)その後は、どろどろモン

スター（ボンド）を混ぜ、プラスチック素材（カ

ップ等）に色塗り。「モンスターが暴れていま

す！」と線を描いたり、塗り広げたりと思うま

まに遊びをしました。乾くとパリパリになりプ

ラスチック素材から剥がれる絵の具にもびっ

くり！！「なんで？」「モンスターやから変身し

た！？」「でもちょっとツルツルもしてる！」と

色水→ドロドロ→ぱりぱり・つるつると感触、

質感が変わることにも気が付き、それそれの違

いを楽しんだようです。 

お願いします 

スモックやエプロンを丁寧に畳む、お皿に手を

添えて食べる、お箸を使う、食事中の座り方を意

識して過ごしています。ご家庭でもご協力をお願

いいたします。 

 

カラーモンスター 

著： アナ・レナス 



 

 

 

 

 

 強い日差しがの日も多くなり、夏の訪れを感じさせる今日この頃。先日は、

個人懇談会にお越し頂きありがとうございました。進級して早二ヵ月が経

ち、空組の子どもたちも新しい環境・お友達にも慣れ、自ら遊びに関わる姿

が多くみられます。その分、お友達同士でのすれ違いから喧嘩になることも。

しかし、その喧嘩の中で、「何が嫌だったのか」「お友達の気持ちはどうだっ

たのか」に気づき考え、一生懸命に悩む姿もみられる様になりました。遊び

の中でのそんな関わりや、失敗や成功を繰り返し成長していく子どもたち。

時には喧嘩を自分たちの力で解決していく練習として、温かく見守っていき

たいと思っています。今月も宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

どれみふぁそら色 

空組クラス通信 

担任 葛木裕子 

６月号 

今月の主な遊び・活動 

・絵の具で思い切り描いて遊びます。 

・音の強弱や拍を感じて遊びます。 

・『魔女』や『ロケット』の話を深めていきます。 

 

『魔女』に会いたい！！ 

 きっかけは大好きな歌｢どれみのまほう｣から。｢魔法って、魔女が使うやつ！｣という 

お友達の発言から、『魔女』ってどんな人なのか、何をしてるのかというお話に。｢魔女って、変な薬作

ってるねん｣｢お掃除するやつ（ほうき）で空飛べるねん｣｢魔女って悪い人やねん｣｢ううん、人を助ける

からいい人｣と、思い思いに魔女について伝え合い話を深めました。 

そこで『まじょのくに』という絵本をみんなで読んで見ると、魔女の国で魔女に会うにはお空を飛んで

いかないといけない！ということに、｢でもどうやって行く？｣という問いに｢魔女の国にみんなでいく

にはロケットがいる！｣というお話に！！それにはクラスのみんなも大賛成なようでロケットづくりが

始まりました。これからどのように話が進んで行くのか、子どもたちとファンタジーの世界を深めなが

ら遊んで行きたいと思います！！ 

 

こんなかたち！？何に見える？？ 

 年中になって初めてのハサミ遊び。 

「折って切って広げてみて！」と、ハサミの扱いも器用に

なってきた子どもたち。今回は紙を回して切る『回し切

り』にも挑戦しました。できた形に穴があき覗いてみた

り、なにかに見立てて遊んだりと、自分で切った紙が色ん

な形に変身することを楽しむ子どもたちでした。 

魔法の色水を作って遊びました 

 マーカーペンから好きな色を選び、紙に

塗って、魔法のお水の中に入れて｢ちちん

ぷいぷいのぷい！｣と、魔法をかけるとお

水がとってもきれいな色に大変身！！ 

 ｢さっきより緑色濃くなった！｣｢なんか

優しい赤色になった！！｣と、思い思いに

色水遊びを楽しみました♡ 

お願いします 

いつも沢山の素材をありがとうございます。 

牛乳パック・古新聞・いらないタオル・きらきらの素材を中心に

集めています。ご協力お願いします！！ 

※お箸タイムも引き続き頑張っています。 

お箸の持ち方・使い方をご家庭でも一緒にみてあげて下さい。 

 

 

 
眼鏡みたいに 

なったよ！ 

 


