
 

 

 

 日中の気温もぐっと上がり、夏の訪れが感じられる季節となりました。 

皆様お変わりありませんか。うさぎ組さんは、毎日お部屋の活動もお外遊び

も全てに全力投球！一つ一つの遊びを、全身で思いっきり楽しんでいます。

これからの季節は、そこに暑さが加わってきますので、熱中症等にも気をつ

けながら、元気に過ごしていけたらと思います。お家でもゆっくり休ませて

あげて下さいね。今月のビデオ参観では、園で過ごす子どもたち同士の関わ

り等もお伝えできればと思っています。今月もよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

・身なりの整え方を知り、自分でやってみます。 

・音を聞き感じながら、それに合わせた模倣遊びを楽しみます。 

・紙帯を折ったりして、立たせてみたり、形を変える 

面白さを味わいます。 

 

楽器さんとあーそーぼ！ 

5 月に入ってからは、タンバリンや鈴などの楽器を

使って遊んでみました。それぞれの楽器には、鳴らし

方もいろいろあって音も異なります。楽器を鳴らしな

がらお散歩したり、ピアノの音に合わせて鳴らす速さ

を変えてみたり、音の大小を調節してみたり…様々な

イメージをしながら楽しみました。 

  

クラスのお友達が、お家の近くで見つけたカ

タツムリを持ってきてくれました。額を寄せ合

い、子どもたちは興味津々！本物は見たことが

ない子も、「ぐるぐるのお家に住んでるねんで。」

と知っていることをお話してくれていました。

また、本物をじっくり見ることで、新たな気づ

きもあったようです。またそこ 

から湧くイメージの世界 

を広げていくのも楽しいな 

と感じました。 

 

こんなこともできるよ！ 

体育遊びでは、いろいろな方法で身体を動かして

遊ぶことを楽しみますが、先日は、サーキット遊び

をしました。ジャンプ、くぐる、乗り越える…等の

身のこなしをしながら、少しずつ障害物の難易度を

上げて展開されていくのですが、少し台が高くなっ

ても怖がることもなくジャンプしたり、果敢に挑戦

する姿が多く見られました。「楽しかった！」「また、

やりたい！」の声がたくさん聞こえてきましたよ。 

 

筆で遊んでみよう 

絵の具遊びの導入として、まずは、筆だけを使

って遊んでみました。「お母さんがお化粧のときに

使ってるのみたい！」なんて声もありましたよ。

腕の上やほっぺたをツンツンツン♪と筆をお散歩

させてあげると「あ～くすぐったい！」とケラケ

ラ笑ってはまた筆を動かして…繰り返し楽しんで

いました。その日は、お水だけでのお絵描きをし

てみました。ひとつの遊び方にとどまらず、これ

から色の混ざりの美しさを味わったり、また新た

な遊びを広げていけたらと思っています。 

 

少しずつコーナー活動で出す素材を増やして

いきたいと考えています。お菓子の小さな空き箱

やロール芯、プリンカップ、ストロー、リボンや

毛糸など子どもたちが扱いやすそうなものがあ

りましたら、持たせてあげて下さい。 

 

うさぎくらぶ 
6 月号 

うさぎ組クラス通信 

担任：柴田 沙耶 

カタツムリさんこんにちは！ 

 

お願いします 

 
今月の主な遊び・活動 

 

 



 

 

  

 あっという間に春が過ぎ、蒸し暑い日が続いていますが皆様、体調な

どお変わりないでしょうか。子ども達もすっかり園生活にも慣れ、友達

との関わりも沢山見られるようになりました。今でも、一人登園初日の

事は鮮明に覚えていますが、日に日に逞しくなり、できなかったことが

出来るようになったり、自分なりの挑戦をしてみたり、一人ひとりの成

長を感じる毎日です。子ども達の気持ちに寄り添いながら、背中をそっ

と後押しできるように今月も過ごしていきたいと思います。 

６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      

６月号 

今月の主な遊び・活動 

・水彩絵の具を使って、色の混ざり方を楽しんで遊びます。 

・ハサミで紙を連続切りすることに挑戦します。 

・身近な虫や植物に親しみを持ち、観察したり、遊びや会

話に取り入れます。 

・丁寧な片付けや身なりを整えることを、自分で意識して

出来るようにします。 

 

 

懇談会ありがとうございました。 

先日はお忙しい中、懇談会にお越し頂き、ありが

とうございました。限られた時間ではありましたが、

幼稚園の姿だけでなく、おうちでお話してくれてい

ることや、私が知らない子ども達の姿もお聞きする

ことができ、嬉しかったです。幼稚園とおうちでは、

また違った姿もあると思いますが、朝のご用意やお

給食も頑張る姿が沢山見られていますので、子ども

達が降園したら、おうちでもまた色んなお話を聞い

てあげて下さい。６月は動画参観もありますので、

また成長した姿をお伝えできればと思います。 

國田先生との体育遊び 

５月最後の体育遊びはサーキットに挑戦しまし

た。階段を上ってジャンプしたり、一本橋を落ちなよ

うに渡ったり、くぐったり、登ったりと色んな身のこ

なしをして遊びました。子ども達は何度も何度もチ

ャレンジする事を繰り返し楽しんでいましたよ。 

遊びの工夫！ 

子ども達のコーナー活動で遊ぶ姿を見てい

ると、４月に比べ遊びの工夫が見られるように

なりました。ライトテーブルでは、ただ置いて

光に当たるのを面白がって遊んでいた姿から

最近では組み合わせた形を見立てたり、工夫す

る様子も見られるようになったり、色の重なり

で違う色に見えた事で、色にも興味を持ち始

め、別のコーナーでは同じ色のおもちゃを集め

たり、遊びに変化や広がりが見られます♪ 

 

 

 

 

 

（↑タイヤのついたおうち） 

お願いします 

・タオル（雑巾）が不足していますので、ご家庭

で不要なタオルがあればお持ち頂きたいです。 

・紙製の卵パック、プラスチック素材の卵パッ

ク、ゼリーカップなどありましたらお持ち頂け

ると嬉しいです。 

・靴下に名前がないことが見られます。靴下にも

名前の記入をお願いします。 



 

 

  

 あっという間に春が過ぎ去り、梅雨の季節に移り替わりましたね。皆様、

体調などお変わりはございませんでしょうか。 

子ども達は、だんだんとクラスの雰囲気にも慣れ始め、お友達との関わ

りも少しずつ増えてきました。入園当初は難しかった身支度も、今ではす

っかりと自分の用意を進んで済ませられるようになり、幼稚園での生活リ

ズムを日々吸収していっている姿に成長を感じます。今月は「なんでだろ

う？」「不思議だな」と思うことを子どもたちと沢山共有し楽しんでいき

たいと考えております。今月もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・筆、絵の具を使って、思い切り描いて遊びます。 

・光を使って遊びます。 

・鈴など楽器を鳴らして遊びます。 

 

 

シールさんとシールさんを…？ 

先月、色々な形のシールを貼って遊んだ子どもたち。

今回はシール＋クレパスで遊んでみました。シールと

シール、繋ぎ合わせるためにクレパスの力を借りまし

た。ただの直線だけではなく、ぐねぐね道、迷路などな

ど様々な線を描く工夫が見られた遊びとなりました。 

先日は、お忙しい中個人懇談会にお越しくださ

りありがとうございました。 

幼稚園での様子はもちろんですが、お家での様子

と重ねてお話しすることができ、子どもたちの姿を

より知ることができました。このご時世ですが、対

面で保護者の方とお話しすることができ、楽しい時

間を過ごさせていただきました。ありがとうござい

ました。また、不明な点などございましたら、いつ

でもご相談ください♪ 

ちぎってちぎって！ 

ハサミを使って紙を切ることを経験した子ども

たち。今回はハサミを使わずに、紙を好きな形に変

身させて遊んでみました。思う存分大きく、細か

く、細く、長く…ちぎる快感を味わいながら、「ど

んな形になった？」「これは何の形にみえるか

な？」「○○みたい！」と色々なものをイメージし

たみたいです。それをのりで張り合わせて形を作

ってみました☺少しずつ、モノを何かに見立てる

楽しさを感じられるようになってきたアヒル組さ

ん。これからの見立て遊びもどんな表現が見られ

るのか楽しみです。 

色水遊びの続き… 

雨の水を使って色水遊びをした子どもたち。コー

ナーで引き続き色水遊びをしていると、「ジュース

みたい！」「キラキラしてて綺麗！」と色が染まっ

て綺麗な様子を楽しんでいます。このままどんな

遊びに展開してこうか、検討中です…♪ 

 素材の提供にいつもご協力いただき、ありがと

うございます。今月は、不要なペットボトルがあり

ましたらお持ちしていただきたいです。色水作り

に活用しようと思います、よろしくお願いいたし

ます。 

 

アヒルのお話 

６月号 

アヒル組クラス通信 

担任：長谷川衣里 

個人懇談会ありがとうございました 

 

お願いします 

 
今月の主な遊び・活動 

 

 



６月号 

 

 

 

 

 

  

生き物が大好きなパンダ組さん。園庭へ遊びに行くと、「先生、虫探ししよ

～！」と、いつも子ども達からお誘いを受けます♪パンダ組のお部屋にはダ

ンゴムシコーナーがあり、大きなプレイテーブルの上に木や枯れ葉をたくさ

ん敷き詰め、ダンゴムシが自由に歩く姿を観察できるようにしています。子

ども達は、毎日見ているダンゴムシさんに愛着を持ったようで、「持つ時は

優しくだよ～。」と自分達で声を掛け合う姿も見られます。また、最近は青虫

も仲間入りし、はらぺこあおむしの歌を歌いながら、ごはんを食べる所を観

察しています(^^)青虫やダンゴムシと触れ合う中で、生き物を大切にする気

持ち、慈しむ気持ちが育ってほしいと願っています。今月もどうぞよろしく

お願い致します。 

ぱんだ 

ＫＯＰＡＮＤＡ 

 

パンダ組クラス通信 

担任 上野絢子 

今月の主な遊び・活動 

・音に合わせて体を動かし、音の高低や強弱

などを感じながら遊びます。 

・色水遊びやスタンピングなど絵の具を使っ

て何度も試す遊びをします。 

 

 

筆さん遊ぼ♪ 

お誕生日のお友達がする手形ぺった

ん。手に絵の具をつけて手形をとりま

す。それを見てみんなは、「やりたー

い！」と、とても興味を持ってました。

そこで、広いウッドデッキで水と筆を使

い、遊んでみました！ウッドデッキに筆

を走らせ、「びゅーん！」と言いながら

水の跡が線となり、思い切り描く様子

や、筆で足や手に水 

を付け、ペタペタと 

跡を付けて楽しむ様 

子もありました。 

いよいよ絵の具で… 

筆で思い切り遊んだ次の日、「今度は筆さんがいろん

な色に変身するよ。」と、水彩絵の具を出し、見せてみ

ると、「わぁ！」と声を上げていた子ども達。 

大きな白い布に描いてみると、少し滲みながら、する

すると筆が進み、色が重なったり、混ざり合って変化

したりすることがとても楽しかったようで、夢中にな

って遊んでいました。思い切り描いたものを外に飾る

と、日の光に照らされて、とても美しかったです。 

これなーに？ 

ダンゴムシ探しをする中で、子ども達が見つけた小

さな赤い実。お部屋に帰り、「なんの実だろう？」とみ

んなで考えてみると、「サクランボかな？」、「リン

ゴ？」など、子ども達は不思議そうな顔で見ていまし

た。実を割ってみると、中から種が…。「わ！なんか出

てきた！」「なにこれ？」と「？」がいっぱいの様子。

「これは種って言って、実の赤ちゃんなんだよ。」と伝

えると、「赤ちゃん…。」と小さな種を見つめていまし

た。種を植えると、葉っぱが出てきて育っていくこと

を伝えると、「やってみよう！」と、目をキラキラさせ

ていた子ども達。さっそく小さな鉢に種を入れ、子ど

も達が水やりをしてくれています。「何の種なんだろ

うね？」と再度聞いてみると、「サクランボだよ～！」

と話していました(^^) 

お返事しましょ♪ 

朝の会の中で、ピアノの音に合わせ

て、「は・あ・い♪」とお返事をする遊

びをしているのですが、「パンダ組さん

～♪」と歌いながら呼ぶと、「は・あ・

い♪」ではなく、「はい♪はい♪はい～

♪」と、ノリノリでお返事してくれる

子ども達。そのお返事の仕方が何とも

可愛らしく、いつも笑ってしまいま

す。また、小さな音でピアノを弾くと

体まで小さくしながらお返事をするな

ど、子ども達の音感、リズム感の良

さ、表現力にはビックリです！ 



 

 

 

 

 

 雨の日が増え、梅雨の時期になりました。気温も上がり、夏へと近づ

いてまいりましたが、お変わりなくお過ごしでしょうか。子ども達は暑

さに負けず、元気いっぱいに過ごしています。先日は懇談会にお越し下

さり、ありがとうございました。園での姿をお伝えできたり、お家での

様子を聞き、新しい一面を知ることができたり、とても大切な時間とな

りました。これからも、子ども達の様子を保護者の皆様と共有し、一緒

に成長を見守られたらと思います。今月もどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

☆5月から 新しいお友達（女の子）がコアラ組に入園しました。 

 

 

 

 

 

 

 

コアラ組クラス通信 

担任 中井 奈津実     

今月の主な遊び・活動 

・雨や光を使った遊びを行います。 

・絵の具を使って、遊びます。 

 

 

 

メダカを釣りたい！？ 

 芝生で、遊んでいると、子ども達が集まってビオ

トープに長い枝をいれていました。何をしているの

か聞いてみると・・・「この魚（メダカ）釣りたいね

ん！」と、枝を釣り竿にして、魚釣りをしていたの

です。そこから、どうすればメダカを、捕まえるこ

とができるのか一生懸命考えて、枝に糸と餌を付

け、水の中につけてみたり、ペットボトルで作った、

罠を仕掛けてみたりと子ども達は真剣です。しか

し、色々試してみるものの、なかなか上手く行きま

せん…これから、どのような 

展開になっていくのか、 

またお伝えさせて頂きますね。 

 

緑色に変身した！！ 

 園庭で、黒い幼虫を見つけました。それを見て「アゲハチ

ョウの幼虫やで。」と、男の子が教えてくれました。お世話

をしたい！という話になったので、お部屋に連れて帰るこ

とにしました。 

何を食べるのか、図鑑で調べたり、動きを観察したり、興

味津々で見ていました。そんなある日・・・「先生！緑色に

なってる！！」と幼虫の色が、変わった事に気づいた子が、

驚きながら伝えに来てくれました。それを聞いて「ほんの少

し前までは、黒色だったのに…。」と、みんなとてもビック

リしていました。次の変身も楽しみに観察していきたいと

思います。 

 お手伝いやりたいねん！！ 

「先生、一緒に給食取りに行きた

い。」「ヤカン運んであげる。」など、

子ども達から、進んで先生のお手

伝いをしてくれていました。そこ

で、グループに分かれて、お当活

動をしてみることに！ 

今は、お給食を一緒に取りに行く

事を手伝ってもらっています。 

今後も、様々なことに挑戦してい

こうと思っています。 

〇お願いします 

プリンやゼリーなどの透明のカップ、トイレットペー

パーの芯、空き箱、タオルなどのご不要なものがあれば、

お持ちいただけると嬉しいです。 

 

こあらスマイル 

国田先生と体育遊び♪ 

 初めての体育遊び！国田先生

ってどんな先生なのかドキドキ

していた子ども達でしが・・・ 

会ってすぐに、面白い国田先生

が大好きになりました。今回は

ストップゲームをしました。歩

いているとタンバリンの合図が

あり「ストップ！」いつ合図がな

るのか、ワクワクしながら楽し

んでいました。 

6月号 

釣れないな～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 天気や自然の移り変わりに、季節の変わり目を感じる今日この頃、皆

様いかがお過ごしでしょうか。ひばり組のみんなは、少しずつ幼稚園生

活にも慣れて、周りの環境や友だちにも、興味を持って関わる姿が見ら

れています。コーナー遊びの時間には、おもちゃで遊んでみたり、黙々

と集中して遊んでみたり、手を繋いで、部屋の中を笑い合いながら歩い

てみたり、子ども達それぞれが幼稚園で、安心できるものを見つけて楽

しんでいます。これからも沢山の経験をして、自分の好きなものを見つ

けていってほしいなと思います。今月もよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゆかいな 
ひばりーズ！ 

 

 
ひばり組クラス通信 

担任 山岡 桜子      

６月号 

今月の主な遊び・活動 

・光や風を使って、遊びます。 

・音の強弱や大小を感じて、表現する遊びを楽しみます。 

 

 

 

指人形ブーム、到来！ 

 ひばり組では最近、コーナー活動で指

人形のおもちゃで遊んでいます。先生が

「僕はカバのさくらこ君です！」と遊び

始めたことがきっかけで、子ども達も

「こんにちは。私はうさぎの○○（自分

の名前）ちゃんです！」と友達同士で、

大笑いしながら楽しんでいます。普段は

あまり話した事のない子同士でも、同じ

場で遊ぶ事で親近感を持って接する様子

が見られています♪ 

くろまるちゃんとあかまるちゃん 

 絵本『くろまるちゃんとあかまるちゃん』が大好きな子ども達。ある日、絵本の内容から「あ

かまるちゃんとくろまるちゃん、幼稚園で変身ごっこしているかもね。」という先生の言葉か

ら、幼稚園の中にあるあかまるちゃんやくろまるちゃんを探してみました。よく見てみるとあん

なところにも…こんなところにも…と皆が見つけ始めました。外遊びや部屋の中でも、子ども達

は「丸い」ものを見ると、「あ！○○まるちゃん」と教えてくれます。 

そして、変身ごっこも大好きな皆。トイレに行く時、外遊びに行く時…それぞれ子ども達がな

りたいものを提案しながら、移動先までなりきって歩いてみます。「忍者」に変身したり、「恐

竜」に変身したり、子どもそれぞれの表現を感じる事が出来ました♪ 

石を並べてみよう！  

 ある日、芝生の園庭にある石を使って遊んでみまし

た。横に並べてみたり、重ねてみたり、何かに見立て

て遊んでみたり、様々な姿が見られました。ある子た

ちは、石を沢山集めて、たこ焼き屋さんを開いていま

した。「あと３０分ぐらいで出来るで。」とかなりのな

りきりっぷり。（たこやきが焼けるのに３０分は結構

長いですが(笑)）石のたこ焼き屋さんで友達の輪が広

がりそうです。 

お願いします 

 牛乳パックをご提供いただき、ありが

とうございました。引き続き、カップや空

き箱などございましたら、お持ちいただ

けると幸いです。 

 

きいろまるちゃん！ 

 

ここにはちゃいろまる

ちゃん、おる。 

 


