
道づくりをしよう 

 参観での道づくりの続きを、後日みんなでまた楽しみ

ました。いくつかの画用紙を組み合わせ、新たな道を作

ります。もともと画用紙に描いていた道の続きになるよ

うに、新しく描いた道を繋げていくと、さらにたくさん

のお話が広がっていきました。途中で友達や家族を登場

させてお散歩させたり、いろんな道をデザインしてみた

りと、楽しみ方は様々です。最後は壁一面にみんなの作

品を繋げて飾りました。指で道をなぞったり、繋げた作

品の大きさに驚きの声を挙げる子もいましたよ♬ 

  

 

 先日は、保育参観にお越しいただき、ありがとうございました。僕が部屋に戻ると、

子ども達は「先生疲れたなぁ。」という言葉とは裏腹に、満足げないい表情を浮かべ

ていました。お母さんたちの前で頑張るぞ！と子ども達も気を張っていたんですね^^ 

今月も暑さ厳しいですが、子ども達は笑顔で今日も「ワクワク」を探しに遊びに向

かっています。そんな子ども達に置いていかれないように、子ども達が心を動かす瞬

間はどんな時だろう、どんな遊びの場が子ども達の活動を広げるのだろうと考えなが

ら、僕自身も試行錯誤の毎日を過ごしています。より充実の一学期を過ごせるように、

今月も頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

ひかりっこ便り      

光組クラス通信 

担任 田中祐太       

７月号 

今月の主な遊び・活動 

・水を使って遊びます。水に触れる遊びの他にも、プール遊びで

は、体を浮かせてみたり、バタ足に挑戦してみます。 

・様々な文字に触れてみます。日本語以外の文字もいくつか見比

べて、形の違いや面白さ、不思議さに注目します。 

 

 

どれが水に浮くのかな？ 

 道づくりは積み木コーナーで広がり、更に水を使った道づく

り専用のコーナーも出来上がりました。いくつかの素材を活か

して、水が流れる道を作ります。ところが、用意していた画用紙

の船は、あっという間に沈んでいってしまいました。そこで、ど

んなものなら上手く水に浮かぶのか、みんなで予想しながら実

験もしてみました。その結果から、今ではクリアファイルを切っ

たものを使って、オリジナルの笹舟を作ったり、カップ等の素材

を用意して船作りを楽しんでいます。どの船も、子どもにとって

は非常に貴重なものだったようです。最終的にどんなものが上

手くいくのか、じっくり観察するのがとても楽しかったです。 

味噌づくりを楽しみました。 

 給食室の皆さんと一緒に、味噌づくりに挑

戦しました。味噌がどういったものか詳し

くはなかった子ども達。「いい菌」「麹」等、

新しい言葉が出るたびに頭から「？」が沢山

出ているようでしたが、今手元にある大豆

が味噌に変身すると分かった時には「え

ー！！」と大興奮でした。食べられるのは、

年が明けてから…まだまだ先ですが、じっ

くり楽しみにしたいと思います＾＾ 

。 

ご協力お願いします 

水遊びで使用いたしますので、

もし、ご家庭で不要になった牛乳

パック等がございましたら是非光

組にご寄付ください。 

よろしくお願いいたします。 

ご確認ください 

 最近、落し物が増えています。持ち物に

名前があるか、今一度ご確認ください。中

には名前が消えかかっているものもござ

いますのでご注意ください。 

 

 



 

 

  

 毎日強い日差しが差し込み、本格的な夏がやってきました。先日はお忙しい中、参観

にお越しいただきありがとうございました。参観日に完成したグループでの生命の樹は

お部屋に飾っており、お友達の描いた作品にも興味や関心を持ち、そこでお話が盛り上

がっています。最近では、グループでお友達と話し合ったことをみんなの前で発表し、

一つのテーマに対してお友達とコミュニケーションをとりながら、意見を伝えたり受け

入れたりすることが増えてきました。お友達に言葉で表現することで、新たな発見や伝

わったことの嬉しさを感じています。たくさんの経験と失敗をしながら、楽しく遊びを

深めていきたいです。夏休みまで残り 1 ヶ月、子ども達の体調には充分気をつけながら

思い切り楽しんで過ごしたいと思います。今月もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

希望の松の木 

松組クラス通信 

担任 河谷茶々      

7 月号 

今月の主な遊び・活動 

・和菓子（あめ）作りをします。・水遊びを楽しみます。 

 

 

藁（わら）でどうする？  「昔」についての会話が広がっていく中で、昔の〝生活〟のお話になりました。

「昔の人は藁で服とか作っててんで！」と子ども達。「藁で何がつくれるの？」と問いかけると、知っていること

や調べてきてくれたことをたくさん発表してくれました。そこでクラスでさらに相談をし、ほうきを作ってみる

ことになりました。まずは、実際の藁に触れたり匂いを嗅いでみたり…すると「畳の匂い！」「カピカピやなー。」

等と思い思いの感想がありました。いざ、ほうき作りが開始です。藁の中心部分にある“みご（芯）”を抜き取り、

採れたみごだけをクラスみんなで集めました(ほうき作りは、みごのみが使われます。)。大量にある藁、その作業

は１日では終えずでしたが、子ども達からは「もっとやりたい！」とコーナー遊びの時間でも取り組み、数日か

けてほうきが作れるほどのみごが採れました。「昔の人って手作りするの大変やったんやなー。」「これ作れるの考

えた人すごい！」等と実際に経験することによって、昔の人を尊敬する様子や発見がありました。みごをまとめ、

結んで、ついに…グループで一本の素敵なほうきが完成しました。完成したほうきは、子ども達にとって特別で

あり、大事なほうきのようです。気がついたらほうきを使ってお掃除をしてくれていましたよ✿。 

美味しくなーれ♩ 

お給食室の方が松組にお味噌作りを教えに来てく

ださり、味噌は大豆＋米麹＋塩で出来ているというこ

とを知りました。大豆の匂いや米麹の匂いを嗅ぎ、「う

わ、臭い。」との感想があったり、大豆を手でつぶす工

程で、「ムニムニして気持ちいい！」「これが色変わっ

て、ほんまに美味しくなるんかなぁ…。」と不思議に思

ったりと、実際に作ってみるからこそ感じられること

がたくさんあり、とてもよい経験でした。数ヶ月後の

冬に、お味噌をどのようなお料理にして食べるのか話

し、とてもワクワクしている松組の子ども達です。 

日本の地図！大阪！記号？ 

昔の日本の地図を見た松組の子ども達。今の日本

の地図と見比べ、次は大阪を探してみたり、さらに、

木の実幼稚園があるところを見つけてみたりと、地

図に興味津々です。また、自分の住んでいる市を教

えてくれたり、大阪府の市町村マップで探して見た

りもしています。もーっと地図をアップにして細か

く見てみると、記号が…「なにこれ！？」と不思議

に思い、‘いったい何のマーク？‘(記号)なのかを早

速地図表で調べてみたり、書いてみたりしました。

そこで、地図記号の形の発見や面白さを感じていま

した。すると、子ども達から「焼肉屋さんの記号は

ないん？」等の声があり、自分達でどんなオリジナ

ルの記号を作るか考えています(^^) 

 お願いします 

牛乳パックをたくさん集めています。不要なものがあ

れば、持ってきて頂けると嬉しいです。 

 

 
はぁ、藁って 

いい匂い！ 

 



 

 

  

 じめじめと蒸し暑い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、参観日にお越しいただきありがとう

ございました。年長になり早３ヶ月、最近の梅組さんは『少し難しいこ

とにもちょっとずつ挑戦する！』を合言葉に、様々なことにチャレン

ジしています。鉄棒の逆上がりや縄跳び、英語、ピアニー、文字ノート

など…。今すぐには上手に出来ず、「もう！できひん！」と、めげてし

まうこともありますが、色んなコツを伝えながら、「前よりちょっとで

きた！」という喜びを大切に、私も一緒に喜び合える存在でありたい

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 

  

 
梅組クラス通信 

担任 髙石晴香      

７月号 

今月の主な遊び・活動 

・七夕や火祭りなど日本の伝統行事に参加したり、昔の生活や物

を調べたり、昔ごっこをして遊びます。 

・水に触れながら、いろいろ試したり工夫したりして遊びます。 

 

 

びわを食べたよ！ 

 園庭にたくさん実ったびわ。収穫のお手伝いをしたり、年

少さんのお部屋へ「びわをたくさんとったから食べてね。」

とお届けしたり。実際に食べてみると、「なんかみかんに似

てる匂い♪」「種３つもあった！」「種も転がるで～！」と味

以外にも色んな発見がありました。翌日には、びわを冷やし

て食べようということになり、冷蔵庫チームと水に浸けるチ

ームに分かれて、どちらの方法が冷たくなるか、実験しまし

た。「冷蔵庫は固くなりすぎるから水にする！」「絶対冷蔵庫

のほうが早く冷たくなるで！」など、それぞれ考えて決めま

した。結果はどちらも冷たくなりましたが、なぜかみんなは

「そのままのほうが美味しいなあ。」とのことでした(笑) 

みそ作りに挑戦！ 

 給食室の調理士さんに教わりながら、味噌作りに挑戦しま

した。まずは、材料となる水煮の大豆を味見してみると、

「…あんまり味ない。」と、これが味噌になるなんてと不思

議な様子。大豆をビニール袋に入れて、拳でトントン潰した

り…米麴と混ぜて、手で揉んだり…おにぎりのように握って

味噌玉を作ったり…梅組みんなの味噌玉を壺に入れ、出来上

がりは３学期！まだまだ白い味噌ですが、「早く茶色になら

んかな～♪」と子どもたちも楽しみなようです(^^)原材料か

ら長い月日を経ての変化を感じ、色んな食べ方を調べたり、

食についても興味を更に深めていきたいと思います。 

磁石がくっつくのは？ 

 ネジにくっつく磁石は、他にどこにく

っつくのか実験しました。金属探知機の

ように U 磁石を手にすると…「先生！こ

こもくっついた！」と発見の嵐！(笑) 部

屋から園庭まで探しつくし、「鉄とかがく

っつくねん。」と金属にくっつく論や、磁

石同士がくっつく論が出てきたり、実験

しながら色んな考えが生まれました。 

原始人ってどんな人？ 

遠足で行った太陽の塔の中には、

『生命の樹』があり、そのてっぺんに

は原始人がいました。今の人間との違

いを尋ねると「裸足！」「毛がもじゃ

もじゃ！」「マンモスとか食べて

た！」と、知ってることや絵本を見て

気付いたことなどが出てきました。そ

して「昔って電気なかったよな？」と

生活の違いに気付き、そこから「昔っ

て〇〇あったかな？」と不思議が連発

の梅組さんでした(^^) 

お願いします 

いつも素材集めのご協力ありがとうご

ざいます。今月は、牛乳パックや R-１

など小さめのボトルがあれば、ご協力お

願いします。 

 

梅っこ日和 



 梅雨明けが待ち遠しく、晴れた日の日差しの強さには夏の訪れを感じます

が、子どもたちは外遊びでも元気いっぱい楽しんでいます！ 

外遊び前の体操では、先生との真似っこポーズで身体を使った表現を取り入

れていると、「僕がやってみたい！」「私もやってみたい！」と、自分も前に出

て見てもらいたい気持ちが膨らんできました。そこで、朝の会でも、お当番さ

んが皆の前で表現する機会も作ってみました。すると様々なポーズのレパート

リーが増え、お友だちの複雑なポーズもよく見て真似っこする様子が、さらに

楽しくなったようです♪やってみたい気持ちから、どんどん桜組さんの自信に

繋がっていくことを願っています。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       

７月号 

今月の主な遊び・活動 

・水に触れながら繰り返し試したり、工夫

しながら楽しみます。 

・育てているブルーベリーを使ってどん

なとをしたいか、グループごとに話し

合う機会を作りたいと思います。 

参観日、ありがとうございました。 

遠足からの興味が広がり、太陽の塔を作りたいという声がありました。そこで今回は、一

人ひとりが思うままにモノと関わり、じっくり遊べる環境を大切にしたいという担任の思い

から、個人で積んだり組み合わせたりできる小さな積み木を使って遊びました。遊びがまだ

まだ続きそうで、見ていただくのは途中までとなってしまいましたが、その後もお部屋で、

もっともっと折ってできる形を増やしていくことに楽しさを感じていたり、積んでいったも

のが倒れてきそうなところを、アーチのように繋げたりと様々な工夫が見られました！さら

に、これから遊びの中で、お友だちとのイメージの共有ができる機会、複数人で協力して作

っていくことの面白さなども一緒に楽しんでいけたらと考えております♪ 

味噌作り体験 

先日、お給食室の調理士：中村さんと一緒に味噌作りの体

験をしました。「お味噌って何からできているのかな？」と、

子どもたちに聞いてみると「お味噌汁！」「味噌ラーメン！」

と調理されているものは沢山挙がってきました。お話の中で

大豆からできていることを知り、実際に大豆の茹でたものを

試食してみると「ううぇ…。」「味がしない～！」といまいち

な顔をしていた子どもたち。しかし、作る工程の中で米麴な

どを加えて、もみもみし、袋の中で一人ひとつずつ作った味

噌玉を覗きながら、「あ！味噌の匂いしてきた！」と、早速味

噌に近づいたようです(^^)瓶の中に、それぞれの味噌玉を集

めて密閉し、来年の１月までお部屋の暗い所で寝かせてあげ

ます。すぐにでも食べたい気持ちの桜組さんと、どのように

食べようか楽しみにしながら待ちたいと思います♪ 

太陽の塔みたいに高く！ 

その後の会話では、「クーラーのと

ころくらいまで高くしたい！」「人が

８９人、入れるようにしたい！」とい

う意見とともに、「桜組でそんなに大

きい物を作ったら、他の場所で遊べ

なくなっちゃう。」という意見も出て

きました。そこで、「それなら、８９

人のちっちゃな人を作る？」という

提案をしてくれるお友だちの声にみ

んな納得！！牛乳パックや、ペーパ

ー芯などを組み合わせながら、まず

は塔を作成中です！どんな風になっ

ていくのかまたお伝えしますね♪ 

 

お願いします 

・牛乳パックのご協力ありがとうございます。引き続き、切り開い

ていない牛乳パックやペーパー芯などを頂けたらと思います。 

・お給食で、食事中の姿勢を意識したり、お箸タイムを作ったりし

ながら美味しく食べられるように過ごしています。ご家庭でも、

お箸やお茶碗の持ち方などを一緒に見直してみてください。 



 

 

  

 日差しの強さが増してきて、夏本番を感じられるようになってきまし

たね。皆様いかがお過ごしでしょうか。早いもので１学期も今月で終わろ

うとしています。 

 先月は参観にお越し頂きありがとうございました。いろいろな姿があ

ったと思いますが、私は何より、直接子どもたちの今の姿を見てもらえて

よかったなと思っています。その後も、お部屋には楽器が置かれ、コーナ

ー遊びの時などにお友達と一緒に鳴らして遊んでいます。また２学期に、

もっとパワーアップした姿を見てもらえる日を楽しみにしています。 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・水を使っての遊びを楽しみます 

・太陽の光や影を使って、試したり工夫して遊んでみます。 

 

 

太陽のパワーを確認中！ 

 参観の会話の時間でも、子どもたちとお話していた

と思いますが、木や花、野菜などが大きくなるには太陽

のパワーが必要だという話から、本物の種を使って実

験しています。朝お部屋に行くと「先生みて！太陽の方

は葉っぱまっすぐやけど、ない方は曲がってる！」など

毎日気づいたことを教え 

てくれます。「人間も太陽 

ないと死ぬん？」などそ 

こから始まる素朴なお話 

や疑問もとても面白いです。 

ビワシロップ作り 

ビワが色づいたころから、食べることを楽しみに

していた半面、「食べたことないから食べられるかわ

からない・・・。」という子も数名いました。みんな

が美味しく食べられたらいいね、という話から、ビワ

を使ってどんな食べ方が出来るか２、３日話し合っ

ていました。本当はかき氷を作り、その上にビワをか

けて食べるという話になったのですが、かき氷に衛

生的な面が心配されたので、シロップづくりになり

ました。そんなびわシロップもみんながグーサイン

を出すほど美味しかったです♪「次は何の果物でや

ってみる？」「りんごの木もあるしな！」と次回への

期待の声も上がっていました。 

早くビワを食べたいな♪ 

お外遊びの時に、近くまで見に行き、ずーっ

と気になっていたビワの木。落ちているビワ

を拾っては「食べられた跡がある！」「早く取

らないと全部鳥に食べられちゃう。」と焦りも

見られていた椿組の子ども達。先月、ようやく

収穫することができました。そのまま食べて

みると「おいしい～♪」の声が続出でした。中

には「ちょっと苦手かも。」という子もいまし

たが、気になっていたビワを採って、触って匂

って食べて、、、五感をいっぱい使って楽しめ

ました。 

文字ノートで小学校ごっこ♪ 

 先月から「文字ノート」という、文字に興味

や親しみを持てるよう、木の実幼稚園で作られ

たノートを使って『つ』『し』の２つの文字を鉛

筆で書いてみました。遊びの中で楽しんで出来

るよう、ごっこ遊びの中で取り組んでいます。 

意外と子どもたちに小学校ごっこがはまり、明

日もやりたい、今日もやりたいと今のところや

る気に満ち溢れています。「小学校ってカレー

以外はお箸やで。」「牛乳飲まなあかんねんで。」

など小学校について知っていることを話しあ

う姿も沢山見られていました。 

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。引き続きご協力いただけると嬉しいです。 

また暑さが厳しくなってきたので、水筒に

は多めに水分を入れてあげて下さい。 

 

椿 の 知らせ 
 ７月号 

椿組クラス通信 

担任：吉田真侑 


