
 

 

  

 雨が降る日も、お天気の日も必ず歌おう！と大好きな歌『にじのむこうに』

がお部屋に響き、子どもたちの歌声にパワーをもらう日々です。じめっとす

る日や、むしむしする日もありますが、そんな子ども達の元気な姿で吹き飛

ばしてくれそうですね。「捕まえた虫さんは何を食べるのかな。」「虫さんがお

話しできたらいいのになぁ。」とそんな可愛い発言も聞こえてくるほど、生き

物への思いも深まってきています。そんな姿が私は嬉しいです。今月も暑さ

に負けず、乗り切りましょう。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

・ハンドベルを使って、遊びます。 

・体育遊びでは、エンドレスリレーを楽しみます。 

・生き物や植物をお世話し、大切に育てます。 

・紙を折ったり切ったりし、立体にすることを楽しみます。 

ついに花火玉が打ちあがった！ 

自分の花火玉(カラーボールにシールを貼ったもの)を

作った日から、お道具箱に入れて大事に保管している子

どもたち。コーナー遊びの時間にも、「花火玉とばしてく

る！」と芝生へ行き、投げることがとてもうれしそうで

す。手で投げるだけじゃなくて、＋α組み合わせて遊べ

ないかと考え、体育遊びのパラバルーンと合体させて遊

んでみることにしました。久しぶりのパラバルーンを手

に持った瞬間から、わくわくした表情で、大きく膨らま

したり、お山にして登ったり、みんなで中に入ったりと

まずはパラバルーンを十分に楽しみ、最後は花火玉をパ

ラバルーンの上へ♪みんながパタパタ動かすと、その揺

れで、ポップコーンのように弾ける花火玉。最後はみん

なで下に引っ張ってドカーンと上に打ち上げました。み

んなで「せーのっ！」と力を合わせることは、なかなか

難しいことでしたが、高く飛ばすことができて、満足げ

なみんなでした(^^♪ 参観日たのしかった♪ 

先日は、お越しいただきありがとうございました。 

年中さんで初めての参観日、「にじのむこうには歌お

うなぁ。」「たのしみ。」と前々からそんな声が聞こえ

てきた星組さん。お歌の時間もとても元気いっぱい

で、聞いてもらえた事がとても嬉しそうでした。 

色んな世界の花火作りでは、子どもたちそれぞれの

考えや姿を一緒に楽しませてもらいました。ぐっと

集中して遊びこむ姿、のびのびと表現する姿、緊張

している姿、どれも子どもたちの素直な気持ちなん

だろうなと、頑張ったみんなに拍手を贈ります♪引

き続きの活動も、また順次お知らせしていきますね。 

 

 もっと飛ばしたい！宇宙まで。 

パラバルーンで花火玉を飛ばした日に、その様子を

撮影していたのでみんなで見てみると、「うわぁ

～。」と想像以上に大喜びの子どもたち。「もう一回

見せて、もう一回。」と何度も繰り返し見ていまし

た。その後に、『もっと高くあがるには？』と会話が

展開していきました。「二階からなげる？」「宇宙で

投げたらいいんじゃない？」「そしたらさ、宇宙人を

よんで UFO を届けてもらおうよ！」と話は宇宙ま

で広がっていき、宇宙人の話で大盛り上がり♪その

日の出欠確認では、お名前を呼ぶと「われわれは宇

宙人だ。」とユニークな返しで、お返事がくるなど、

やりとりを楽しんでいます。見たことのない宇宙の

話は、今後どうなっていくのでしょう。 

はらぺこあおむしみたい！ 

日に日に充実していく、生き物コーナー。子ど

もたちと、捕まえた虫を大切にしようと住む環境

を整えて、観察する事を楽しんでいます。その中

でも、１０匹程いる蝶の幼虫が食いしん坊で、次

の朝には入れた葉を綺麗に食べきるほど、食欲旺

盛です。「はらぺこあおむしみたいやなぁ。」「月曜

日はなにたべるんやっけ？」と絵本を思い返しな

がら、話す姿も見られます。蝶になれたら、外に

逃がす？それとも育てる？と会話をして、みんな

で蝶になる日を、今か今かと待っています。 

 いつも素材集めにご協力頂きまして、ありがと

うございます。今回は、カプセルトイのケースを

募集したいと思います。お家にご不要の物がござ

いましたら、お持ちください。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

天体観測 
７月号 

お願いします 

 

今月の主な遊び・活動 

 

 

星組クラス通信 久川 純奈 



 

 

  

 毎日暑い日が続きますが、皆様お変わりありませんか？気温がぐんと高

くなり、本格的な夏の訪れを感じますね。 

先日はお忙しい中、保育参観にお越し頂きありがとうございました。子

ども達は、数日前から自分達の姿を見てもらうことを楽しみにしていまし

たよ♪当日は、緊張するような様子もなく、思い思いに楽しんでくれてい

ましたね。また、この１学期間で、子ども達と一緒に考え、深めてきた遊

びについて、保護者の皆様にお話することができたことも嬉しく思ってい

ます。今月で１学期が終わりになりますが、これまで通り、１日１日を大

切に、子ども達と楽しみながら過ごしていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

雪組クラス通信 

担任：村中千秋       

７月号 

今月の主な遊び・活動 

・水遊びを楽しみます。 

・紙帯を使って立体物を作って遊びます。 

・外国の色んな楽器に触れて遊びます。 

 

 

サボテン研究所 

 春の遠足でたくさんの植物を見て、色んなことを感

じた子ども達。特に見た目が面白く、大小様々な形が

あるサボテンに子ども達は興味津々でした。そんなこ

とがきっかけで、お部屋に出来たのが「サボテン研究

所」。本物のサボテンをじっくりと観察しながら、図

鑑を見たり、サボテンについてたくさん調べました。

中には、お家で調べてきてくれたことを 

みんなの前で発表してくれる 

子も。そうして、サボテンに 

関する色んなことを知るうち 

に子ども達の興味はますます 

広がってきています。 

 

むしむし大作戦！ 

  サボテンともう１つ、子ども達と一緒に成長を見守っている

ものがあります。それがハエトリグサ。食虫植物の一種です。

そんなことをきっかけに、子ども達との会話は、「食虫植物みた

いに虫を捕まえたい！」といった方向へ…。そこで早速、虫を

捕まえるための仕掛け作りに挑戦！子ども達と話し合いながら

出来上がったのは、ホースとペットボトルを組み合わせたも

の。中にはシロップが入っています。それを芝生に置いて数日 

     …結果は見事大成功！ 

たくさんのアリを捕まえられました。 

                 子ども達も大喜びです！「次はもっと大き 

                 虫を捕まえたい！」と話しています。 

 

オーストラリアに住むアボリジニ 

 サボテンについて話していたある日、「サ

ボテンってオーストラリアにあるんだっ

て！」と教えてくれた子がいました。そこ

から、話題はオーストラリアへ。オースト

ラリアって…？と、それぞれ色んなイメー

ジを持っていた子ども達でしたが、そんな

みんなにアボリジニの人々の写真を紹介

してみました。初めて見たその姿に子ども

達はびっくり。「うわぁ～！」と 

声を上げていました。「ちょっと 

怖いな～。」「でも強そう！」と 

色んな印象を持った様です。 

 

  
「裸足になってもいい？」 

 子ども達が大好きな時間の１つが外遊

び。毎日楽しみにしています。そんな

時に最近よく聞こえてくるのが、「先

生、裸足になってもいい～？」という

声。１人の子が靴を脱ぎ始めたのをき

っかけに、今ではたくさんの子が裸足

で園庭を駆け回るようになりました。

「砂場はちょっと冷たい！」「石がある

からジャリジャリするな～。」と、裸足

になって遊ぶからこそ感じられること

を存分に楽しんでいますよ♪ 

お願いします 

虫を捕まえる方法（手作りの罠の作り方や

餌の作り方など）をご存知の方、詳しい方がい

らしたら是非教えて下さい♪ 

 

雪 景 色 



 

 

 

 

 

 

 暑さも日々増していき、本格的な夏の訪れを感じます。こまめな水分

補給を行い体調変化に気をつけながら、今月もあそびを深めて参ります。 

 最近の月組さんでは、マグフォーマーという磁石でくっつく板を高く

積み上げようと、お友達と力を合わせる姿があります。 

「こうしたほうが安定するんちゃう？」「ゆっくりやで～。」 

「私が支えるから上に置いて！」など、「がしゃーん」と 

積み上げた塔が崩れる度に話し合って何度も挑戦しています。 

今月も、子どもたちの様々な興味や挑戦を見守り一緒に楽し 

んでいきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

Blue Moon 

７月号 

月組クラス通信 

担任 田原希美      

７月号 

今月の主な遊び・活動 

・水遊びを楽しみます。 

・ベルやピアニーなどを使って音を楽しみます。 

 

 

 

どこまで飛ぶかな？ 

紙飛行機を折って飛ばしているお友達が

いました。それを見た別のお友達も「私も飛

行機作りたい！」ということで、折り方を知

っているお友達に聞いて、見よう見まねで

折ってみることに。でもなかなか遠くには

飛びません…。「どうやったら遠くまで飛ぶ

んだろう？」と飛行機の折り方ブックを見

ながら、「上向きに投げてみる？」「もっと力

強くかな？」と日々試行錯誤中です。うまく

飛ばせる方法は見つかるでしょうか♪ 

参観日 ありがとうございました 

先日はお忙しい中、参観にお越し頂きありがと

うございました。参観で会話の時間にお話してい

た、「海の中にはどんな町があるんだろう？」の会

話が、その後さらに広がっています。 

海の中には「体操教室があるんだよ。」と教えて

くれたお友達がいました。そこで「体操教室の先生

は誰だろう？」と聞いてみると、「たらこ先生はび

よーんの体操を教えてくれる。」「わかめ先生はく

ねくね体操。」「ポテト先生はでんぐり返しを教え

てくれる。」と面白い空想のお話をたくさん聞かせ

てくれました！子どもたちと月組さんオリジナル

の海の体操を作りたいねとお話しています♪ 

虹の向こうへ 

「虹の向こうへ」という曲を歌ったことをきっ

かけに、虹が大好きになった子どもたち。パステ

ルを使ってオリジナルの色を作り、お部屋を虹色

でいっぱいにしました！ 「絵の具とは色の変わ

り方が違う…。」「予想していた色にならない。」と

驚きつつ、「どんな色になるかな？」と予想できな

い色の変わり方を楽しんでいました♪ 

ピクニック…！？ 

ピクニックごっこが大好きな月組さん。ある

日、「ピクニックでどこに行きたい？」と聞いて

みたところ、「川であいさつ釣りがしたい！」と

いう意見が出ました。さらに「どんなお魚が釣り

たい？」とお話をしていると、「ハンバーグ魚」

「緑色の魚」という個性あふれる答えや「さめ」

「くじら」「マグロ」など海の生き物をあげる子

達が多くいました♪そこで、お部屋に海コーナー

を作ってみることに。サメやイルカが泳ぐ動画を

見て本物さながらにフィギュアを泳がせてみた

り、 「サメは何を食べるんだろう？」と先生に聞

いたり本を見て調べてフィギュアに餌を食べさ

せたり、 「仲間をたくさん増やしたい！」と画用

紙に絵を描いてみたり、海の仲間への興味ととも

に、遊び方もがどんどん広がってきています！ 

 

ご協力ありがとうございます 

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。引き続き、空き箱や不要なタオル等がご

ざいましたら、お持ちいただけますと幸いです。 

 



食虫植物こんにちは☺ 

 

 

  

 暑さも日々増して行き、本格的な夏がもうすぐそこまでやってこようとしてい

ます。子どもたちは毎日暑さに負けず、思いっきり走り回っています。外遊びで

は、鬼ごっこに誘われ一緒に遊んでいると、「入れて。」と、沢山の子どもたちが

入ってくるようになりました。ルールはまだよく分かっておらず、タッチされて

もそのまま走り出してしまう事がよくあります。まだ、鬼ごっこの遊びを皆に伝

えていないので、そのまま様子を見ていましたが、「○○ちゃん、タッチされたら

鬼になるねん。交代ってこと。」と、ルールを知っている子が丁寧に教えてあげな

がら遊びを進める姿も出てきました。今月も、子ども同士で相談したりしながら

進める遊びを取り入れていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

当日、天気が危ぶまれていましたが、なんとか晴天に恵まれ、咲くやこの花館に行くことが出来ましたね。少し前

からお花や、葉っぱの写真を見て、「お家でもオジギソウ調べた！」「早く行きたい！」と、ワクワクしている様子で

した。当日、生い茂った草木の下を歩きながら「木のトンネル！」「綺麗！」と、木の隙間から光が差し込む様子にも

気付いたり、細かな所も観察して心を動かす皆の姿に感心しました。館内に入ると、さっそく皆の大好きな食虫植物

が！「ウツボカズラ！」「中に虫入ってる！液体で溶かすんだよ！」と、知っている事を皆に教え合いながら観察して

いました。サボテンエリアでは「めっちゃでかい！先生よりでかいな！」「これなんていう名前？」と、気になったこ

とをその場で聞きながら新しい発見も楽しみました。１時間しっかり楽しんだ後は、おなかもペコペコで、お弁当を

頂きました。いつもは、ゆっくりペースで食べる皆ですが、外で食べる手作りお弁当は格別だったようで、あっとい

う間に食べました☺園に帰って来てからは、おやつを食べたり、コーナー活動でゆっくり過ごしていましたが、「ラフ

レシア描いた！」「これ食虫植物！」と、早速その日に経験した事を 

描く程、心に残る体験だったようです。 

先日の参観の実践発表でお伝えした「蜘蛛の巣コー

ナー」ですが、なかなか本物の蜘蛛が来てくれる事が

無く、自分たちで捕まえては遊ばせていました。する

と、虫探しが楽しくなり、沢山の捕まえた虫を虫かご

に入れていましたが、そのまま放置となり気が付けば

干からびた姿に…小さな虫にも命がある事を知って

欲しいと思い、上手に飼っているクラスの虫かごを見

せてもらいました。「砂こんなにいるんや！ちょっと

湿ってる！」「虫が隠れる場所作ったらなあかん。」と、

少しずつ長く飼える方法を考える様になりました。 

Happy Flower 
７月号 

花組クラス通信 

担任：末吉奏絵 

お願いします 

 今月の主な遊び・活動 

 

 

遠足楽しかったね 

遠足後、子ども達は更に食虫植物が好きになっ

たので、ハエトリグサ、ネペンテス、オジギ草の

３種類を年中組で育てる事となりました。中を覗

き込んで「虫入ってる！」「全然口開かへんなあ。」

と、遠足の時より近くで、じっくり観察する事が

出来、給食の後や、コーナー活動の時間に集まっ

て楽しんで見ています。食べる虫を探したり、土

が湿っているか確認したり、まるでペットを飼い

始めたかの様にお世話に励んでいます。 

いつも素材集めのご協力ありがとうございます。 

・蜘蛛の巣に見立てられるような、フワフワしたものや、黒･白の

色の紐や毛糸など、巻きつけて遊べる素材がありましたら持っ

て来て頂きたいです。 

・引き続き食事のマナーとして、肘をつかない、お皿に手を添え

る、口に入れたまま話さない等、細かい所も意識できるように

伝えていますので、お家でもご協力をお願いいたします。 

虫さんのお家🏠 

・植えたアサガオの芽が出始め、ぐんぐん伸びている

ので植え替えをします。 

・紙に切り込みを入れたり、折ったりして立体的にし

て遊びます。 

・ハンドベルの鳴らし方を知り、楽しんで演奏します。 



7 月号 

 

 

 

 

 

 

 

  

早いもので、１学期も終盤に差し掛かりましたね。皆様お変わりあり

ませんか？先月は参観にお越しいただきありがとうございました。見て

もらう嬉しさを今までにも経験している子ども達は、緊張しながらも楽

しんでいて、時々大好きなお母さんにアピールする姿も、可愛らしかっ

たですね(^^)いつもとは少し違う真剣な子ども達の表情、自分のイメー

ジを持って表現していく姿・・・これからの成長が益々楽しみに感じま

した。 

さて、今月も暑い日が続きます。体調にもしっかり気を配りながら、

一つでも多くの経験が出来るよう過ごしてまいります。 

 

 

 

 

 

 

hatOVER 

鳩組クラス通信 

担任 白岩千春       

今月の主な遊び・活動 

・水に親しみ、流れや気持ちよさを感じて遊びます。 

・ピアノに合わせてベルを鳴らして遊びます。 

 

 

ビックモンスターと遊ぼう！ 

皆が大好きなパラバルーン♪今、はまっている

『モンスター』と結び付けてみました。「モンスタ

ーと遊ぼう！」と伝えると、「その色はパラバルー

ンじゃないの？」「本当にモンスター？」と半信半

疑でしたが、いざ広げてみると・・・「やっぱりパ

ラバルーンやん！」と大盛り上がり☆「お山モンス

ター」「バタバタ大暴れモンスター」「トンネルモン

スター」と技のすべてがモンスターに変身です。最

後は「モンスターのお腹に入ってみよう！」とパラ

バルーンの中に入ると「お腹大きい～。」「うわ、モ

ンスターのよだれでべとべと (-_-;)」と、自分の汗

をよだれに例える子も(笑)中に入ることが楽しか

ったようでその後３回も入りました(笑)皆で力を

合わす事で成功するパラバルーン。協力する難しさ

や面白さを今後も経験していきたいです。 

どんな匂い？香水できた！ 

「化粧コーナーに香水作った！」と画用紙とカッ

プで見立てる姿がありました。そこで、アロマオ

イルを皆で匂ってみることにしました。ぺパーミ

ントとローズマリーとユーカリのブレンドでは

「歯磨き粉！」「ガム！」と知っているものとリ

ンクする子ども達。「この匂いに色をつけるな

ら、何色になりそう？」と尋ねると、「スーッと

するから青。」「ガムは緑やったから緑！」と大人

でも納得のイメージでした。その後、コーナーで

は瓶の中に自分で選んだアロマオイルを垂らした

ティッシュと、イメージに合う画用紙を入れて香

水作り♪じっくりと匂いを確認し、どれを混ぜる

か悩みながら作っています。「はじめ（一種類だ

け入れた状態）は、いい匂いなのに、混ぜたら臭

くなった(-_-;)」「これはママのシャンプーみた

い！」と変化も楽しんで（！？）いる小さなアロ

マブレンダー達です。 

お顔にお絵描き！？お化粧コーナー 

顔の違いへの気づきから、絵の具とスポン

ジ・メイクブラシなどを用いて、顔のイラス

トにお化粧をして遊んでいます。自分なりに

メイクツールを使い分け、筆やスポンジの型

の跡を上手く使いながらアートな顔が出来上

がっていました！又、そこには鏡やヘアブラ

シを置いているので、給食後にエプロンの帽

子で乱れた前髪を整えたり、口の周りの汚れ

をきれいにしたり、身だしなみのチェックが

習慣になりつつある鳩組さんでした(^^) 

トゲ（きつい）言葉とフワ(優しい）言葉 

言葉を沢山覚えてきている子ども達ですが、まだ

まだ伝え方は難しく、どうしても口調がきつくなる

姿があります。そこで、きつい口調を針、優しい口

調を綿棒、心を風船に見立て、刺すと割れる様子か

ら、悲しい気持ちになることを伝えてみました。い

つになく真剣な様子で聞いていた鳩組さん。難しい

話だとは思いますが、何か感じてくれていたら嬉し

いです。言葉の言い換え、伝え方、相手を思う気持

ちを今後も一緒に考えていきたいと思います。 



 

 

  

こんなロケットに乗ってみたい！ 

 前回の魔女のお話から、話題はロケットに。 

そこから乗り物や宇宙の絵本を読んだり、会話をし

て興味は広がってきました。その中でもロケットの

図鑑をみんなで読んだとき、「ロケットにもトイレあ

るの！?」「え、立ったまま寝るのは無理～。」と興味

津々。そこでみんなだったらどんなロケットに乗っ

てみたいか、子どもたちなりに思いを膨らませて描

いて遊んでみました。 

お当番活動でのエピソード 

 年中になり、年少から少しグレードアップした

お当番活動の内容。そのひとつが、「お水やりお当

番」です。クラスや学年で育てている食中植物に、

毎日お水をあげるお当番さん。ある日のお当番活

動で、「早く大きくなってね。いっぱいお水飲んで

ね。」と植物たちに優しく語りかけるように、声を

掛けながら水やりをする姿が。そんな優しい気持

ちに触れ、一緒にいた私まで温かい気持ちになり、 

植物への愛情を沢山感じた 

瞬間でした。 

ロケットづくりに試行錯誤・・・ 

 ロケットのお話から今、空組ではロケッ

トづくりが大ブーム。いろんな形のスポン

ジ積み木を組み立てて、ロケットに見立て

遊ぶことに夢中です。そこに、椅子やおまま

ごとのご飯を持ってきて「宇宙ごっこ」をし

て遊ぶ姿も。「ここ、空いてるから座ってい

いよ～。」「今から発射します！！」と、お友

達との関わりも充実してきて、遊びを広げ

て楽しんでいます！ 

 

いろんな顔で遊んでみよう 

魔女のお話から・・・ 

「魔女ってな、めっちゃ怖い顔してる。」と会話

や絵本を読んでいるときによく話していた子

どもたち。そこで「面白い顔」「優しい顔」「怖

い顔」「びっくりした顔」といろんな表情を作っ

て遊んでみました。 

 鏡で自分の顔を覗いて見たり、お友達と見合

いっこをしたりといろんな「表情」に注目して

遊んでいます。ぜひおうちでも「いろんな顔」

をして遊んでみて下さいね！ 

お願いします 

いつも素材集めにご協力頂きありがとうございます。引き続き、

タオル・空き箱・空きカップ・ボタンなどを集めています。 

また、この時期は、水筒のお茶を多めに持たせてあげて下さい。 

 

どれみふぁそらいろ 
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空組クラス通信 

担任：葛木裕子 

大きくなってね！ 

 夏らしい陽射しを感じる今日この頃。先日はお忙しい中保育参観にお

越し頂きありがとうございました。空組の子どもたちは日頃から歌が大

好きで｢早く、ママ達にこの歌を聴かせてあげたい！！｣と参観日前から

みんなでどの歌を聴いてもらうかの相談もして張切っていました。参観

後も、｢ママが歌上手やったって褒めてくれた！！｣と、満面の笑みで教

えてくれたり、｢次の参観日はこの歌にしような！！｣と、もう次の参観

日に向けて気合い十分の子どもたち。また、是非お家でも沢山子どもた

ちの素敵な歌声に耳を傾けてあげて下さいね♪ 

今月も宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・水あそびを通して水に親しみを持ち遊びます。 

・ベルなどいろんな楽器に触れて遊びます。 

 

 


