
 

 

  

 じりじりとした日差しと共に、本格的な夏がやってきました。うさぎ

組の子どもたちは、プール鞄を持ってきた日から、毎日水遊びの日を心

待ちにしています。 

先日はビデオ参観にお越し頂きありがとうございました。直接の子ど

もたちの姿は見てもらえなかったですが、その分普段の素の表情を見て

頂けたのではないかと思います。これからも少しずつお家の姿と園での

姿を共有させてもらいながら、子どもたちの成長を一緒に見守っていけ

たらと思います。1 学期も残すところわずか…有意義な時間が過ごせる

よう、今月もよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

うさぎくらぶ 

うさぎ組クラス通信 

担任 柴田沙耶 

７月号 

今月の主な遊び・活動 

・コーナー活動などでも、水を使った遊びを取り入れてみます。 

・大きな紙にのびのびとダイナミックに描くことを楽しみます。 

・リズムを言葉に当てはめたりして、まねっこ遊びを楽しみます。 

 

 

見てみて！ちょっとこっち来て～！ 

 先日、びわを食べましたが、園庭には他にもたくさ

んの果実の木があります。お外遊びの時間には、まだ

青いりんごやミニミニサイズのみかんの赤ちゃんを見

つけ、「これはまだ食べられないな～。」と成長を楽し

みにしています。カタツムリの話から、葉っぱにも注

目するようになってきていて、面白い形の葉を見つけ

たときには、大発見！！と嬉しそうに目を輝かせなが

ら先生のことを呼び、見つけた場所に案内してくれま

す。子ども達には「見つけた！」「面白い！」といった

ワクワクする気持ちを、これからも沢山感じてもらえ

ると良いなと思います。 

お返事の仕方はいろいろあるよ 

コーナー活動の時間など、何気ない場面でお友達同士の

関わりが増えてきています。言葉でのやり取りだけでなく、

目と目を合わせてにっこりしたり、表情でのコミュニケー

ションを楽しむ姿も多く見られます。ときには、おもちゃ

などモノの貸し借りが必要な場面もあるのですが、「貸して

～？」と言われて、貸したくないなからいいよとは言えな

い…無視！となってしまう事もあります。「貸して」に対し

てのお返事は、「いいよ」だけではなく「今使ってるよ。」「ち

ょっと待ってね。」と様々な言い方があることを伝えて、や

りとりする練習をしています。 

 

良い雲と悪い雲！？ 

最近の会話の時間では、以前お伝えしてい

たカタツムリの話や、雨の日が続いたことも

重なり、雨を喜ぶ生き物や天気の話題に繋が

ってきています。毎日の天気を確認している

と、「今日は明るいけど、太陽が見えないか

ら曇り。」「暗い色の雲だから雷さんが雨を降

らせたりピカッてなるかもしれない…。」と

子どもなりのいろいろな注目ポイントを教

えてくれています。話を聞いていると、少し

ずつ雲に表情があるように、感じているよう

でした。 

お助けするよ！ 

お当番活動を少しずつ始めていま

す。お片付けのあと、きちんときれい

になったかパトロールをしたり、朝の

会では、日替わりでグループごとに

「先生のお手伝い」ということで、み

んなの前に立って歌ったり挨拶をし

てもらっています。「お手伝い」とい

う言葉の響きが嬉しいようで、「お給

食の時間もお手伝いする？」とこちら

が声を掛ける前から確認してくれる

姿もありますよ(^^) 

お願いします 

いつも素材集めにご協力ありがとうござ

います。特にカップ類と綿などのふわふ

わした素材を集めています。その他、遊

びに使える物があれば募集します。 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・土粘土に触れて遊びます。 

・水遊びや氷の実験をして遊びます。 

 汗ばむような日が続く中、子ども達は暑さに負けず元気いっぱい遊んで

います。先日はビデオ参観にお越し頂きありがとうございました。4月の

入園当初の子ども達の姿がとても懐かしく、またこの２ヶ月での成長を実

感しています。早いもので、1 学期もあと 1 カ月となりました。今月は

水遊びもありますので、熱中症など、体調管理にも気を付けながら、今月

も子ども達のワクワクや「やってみたい！」の気持ちを大切に保育をして

いきたいと思います。今月もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

ひよっこ便り 

ひよこ組クラス通信 

担任 高柴 菜都乃     

７月号 

今月の主な遊び・活動 

・土粘土でダイナミックに

遊びたいと思います。 

・ 

 

 

 

遊ぶうちに… 

6 月は紙を丸めたり折ったりと沢山紙での遊びをしました。この日は、半分に折り目をつけた紙を

組み合わせて遊んでいると、あっというまに机の上が紙でいっぱいに。「もっと繋げたい…。」の声に

「床にも繋げていいよ。」と伝えると、子ども達は自分の机の上だけでなく床の空いてるスペースを使

って繋げることに夢中になっていました。遊ぶ中で「ここにももっと繋げない？」など、自分の思いを

友達に伝えたり、子ども同士でやりとりしながら遊びがどんどん広がる様子がとても面白かったです。

最後はお部屋の外まで繋がっていましたよ！ 

       とろみちゃ～ん！！ 

初めてポスターカラー（不透明水彩絵の具）で遊んだひ

よこ組さん。前回遊んだ粉の透明水彩絵の具とは、何かが

違うことに気が付いた様子で「とろとろしてる！」とそこ

から絵の具のことを「とろみちゃん」と呼び愛称もでき、色

の混ざりや感触を楽しんでいました。「とろみちゃんともっ

と遊びたい！」とリクエストを 

受けたので、今月は大きな紙に 

描いて、またとろみちゃんと遊 

びたいと思います。 

    お助けまん参上！ 

最近のひよこ組では、友達が困っ

てそうだなという様子をみつけると

「手伝うよ～！」という声が沢山聞

こえてきます。外遊びでは、三輪車を

後ろから押してあげたり、遊具を登

ろうとしている子のお尻を支えてあ

げたり…そんな姿を見かける機会が

多く、私も嬉しい気持ちになります。 

 

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。今月も引き続き、不要なタオルやペットボト

ル、ボタン、ビーズ、ゼリーカップ、切り開いていない

牛乳パック、蓋つきの箱、他にも造形遊びで 

使えそうなものがあれば、お持ち頂きたいです。 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

アヒルのお話 

今月の主な遊び・活動 

・土粘土で遊びます。 ・水を使った遊びを楽しみます。 

 

 

 

絵の具で遊ぼう 

絵の具遊びを終えた日のこと、「先生もっと絵の具

やりたい！！」という声がたくさんありました。そん

な声をもとに後日、改めて大きな紙にダイナミックに

絵の具を楽しみました。色々な線を描いて楽しむお友

達、色が混ざる様子を楽しみながら大きく塗り広げて

いくお友達、楽しみ方はそれぞれでした☺ 

 

 照りつける日差しに本格的な夏を感じる今日この頃。皆様体調などお

変わりありませんでしょうか。子どもたちは暑さに負けず、お外で元気

に駆け回っています。お外遊びで見つけた生き物や自然物、「○○ちゃ

ん見てー！」と子どもたち同士で見つけたものを見せ合い、発見を喜び

合う姿が増えてきました。見つけたものを誰かにみせたい！発表した

い！そんな気持ちが芽生えてきたようです♪一学期もあと残すところ

わずかですが、そんな小さな発見をみんなで面白がりながら過ごしてま

いりたいと思います。今月もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

繋げて繋げて…！？ 

粘土遊びが大好きな子どもたち。この日は自

分の粘土だけではなく、お友達の粘土とつなぎ

合わせながら遊びました。どんどん繋げて長く

なる様子を面白がり、２股にして繋げてみたり、

丸めたものを並べることでジャンプの道を作っ

たり、色々な「散歩道」とイメージし工夫する姿

がありました。そこへ…色々な昆虫（ペープサー

ト）を遊ばせてあげることに♪今後は、昆虫以外

のものを自分達で描いて作り、遊んでみたいと

考えています。 

アヒル組クラス通信 

担任：長谷川衣里 

７月号 

お願いします 

先月はペットボトルの提供にご協力いただき

ありがとうございました！たくさん集まりまし

た！引き続き、その他の廃材など集めておりま

す。ご協力よろしくお願いいたします。 

 

遠足ごっこ 

初めてのオニギリお弁当にワクワクしな

がら登園してきた子どもたち。この日は、

晴天でまさに遠足ごっこ日和でした。いつ

もとは違い、芝生にブルーシートを敷き、

みんなで囲んでお弁当を食べました。「みん

なで食べるとおいしいね。」そんなやりとり

にとてもほっこりしました☺他にも、初め

てのパラバルーンにも挑戦し、子どもたち

よりもはるかに大きく膨らんで行くパラバ

ルーンの様子に大興奮でした。この日でパ

ラバルーンが大好きになりました。

 

     お茶コーナー       

ペットボトルを使い、水と葉っぱを混ぜ合わせて遊ん

でいると、葉っぱによって色の変化があることに気づき

ました。「どんな味がするのかなぁ？」と色から味をイメ

ージして話すと、「おばあちゃんのお茶みたい！」「じゃあ

○○くんは赤色のお茶がいい！」などと面白いお話に広

がりました。味、色に注目すると、お茶だけではなくまだ

まだ面白そうなお話や遊びが広がっていきそうです！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 じりじりと陽射しの厚さを感じる季節となってきました。皆様お変わりあ

りませんか。あっという間に今月で１学期が終了します。自分のことで精一

杯だった４月から、今では友達の名前を覚え、「一緒に遊ぼう。」と、少し恥

ずかしそうにしながらも遊びに誘う姿や、「○○マークの子、お休み？」と

友達を気に掛ける姿など、少しずつ周囲の友達のことにも意識が広がり、関

りが増えてきた様子に成長を感じます。また、先日は動画参観にお越しいた

だき、ありがとうございました。子ども達の成長や、日々の様子を皆様にお

伝えすることができ、嬉しかったです(^^) 

今月も子ども達が夢中になれる遊びをたくさん見つけられるよう、過ごし

ていきたいと思いますので、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       

7 月号 

今月の主な遊び・活動 

・絵具や土粘土で遊びます。 

・水に親しみながら、心地よさや面白さを感じ、

水遊びを楽しみます。 

 

種にパワー！ 

先月のクラス通信でもお伝えしましたが、お外遊びで見つけた種を植えてみた子ども達。毎日水やりをして

いたのですが、水を入れすぎてしまい、大洪水…！種が行方不明になってしまいました。子ども達は水やりが

したくてしかたなかった様子。そこで、「種さん、お水を飲みすぎたら、お腹痛くなっちゃうんだよ。」、「種さ

んもみんなと一緒でお水を飲むとおしっこしたくなるの。」と、あふれた水の様子を見ながら伝えると、「お水

飲みすぎちゃったね。」「種さんのトイレも作ってあげなあかんなぁ。」、「お水はちょっとずつにしてあげよう。」

など、感じたことを話していました。種がなくなってしまい、何だかしょんぼりした様子だった子ども達に、

「先生、魔法の種を持ってるよ。」と新しく種を見せると、「魔法の種！？」と、子ども達は目をキラキラさせ、

「さくらんぼになるかな？」、「リンゴになるかな？」、「おじさん(!?)が出てきたらどうしよう。」など、想像を

膨らませる姿がありました。今は、この魔法の種(アサガオの種ですが、子ども達にはまだ 

秘密です。)がどんな風に育つのか、毎日観察している子ども達。「お空まで大きくなっ 

たらいいなぁ。」と、話しながら水やりをする子や、「パワー！」と種に手をかざしなが 

ら、早く大きくなるように、種にパワーを注いでいる子がたくさんいます♪ 

蝶々さん、またね～！ 

子ども達が見つけた小さな（アゲハ蝶の）青虫。初めは黒

色だったのですが、数日経つと、緑色に変身し、子ども達は

びっくり！虫かごの隣に貼っていた黒い青虫の写真と、変身

した青虫を見比べ、「え？えぇ！？」と声を出し、「変身した

ね！」と目を丸くさせて夢中になって青虫を見つめていまし

た。毎日手に乗せ、「可愛い。」、「ふわふわしてる…。」と、

大切にしていた青虫ですが、先日さなぎになり、子ども達の

目の前で蝶々に変身！「びっくりしたー！」、「変身したー！」

と大興奮で教えに来てくれました。嬉しそうに蝶々を見つめ

る中、「お空に逃がしてあげよう。」と話す子もいて、みんな

に相談し、逃がしてあげることにしました。芝生に虫かごを

持っていき、蓋を開けると、子どもの帽子に止まった後、空

へと飛んでいきました。帽子に止まった様子を見て、「蝶々

さん、みんなのこと好きって言ってたね。」、「セブンパーク

にお花を買いに行ったのかな。」と話す子もいて、なんだか

ほっこりしました(^^)それ以来、蝶々を見かけると、「パンダ

組の蝶々だ！」と嬉しそうに話す子ども達です♪ 

お当番活動♪ 

お給食を食べ終わり、食器を直しに行こう

とすると、「一緒に行く！」、「お手伝いする！」

と話してくれていた子ども達。そこで、お給

食を直すお当番や、小さな先生に変身して朝

のご挨拶をしてくれるお当番など、お当番活

動の内容を増やすことにしました！子ども達

は小さな先生に変身すると、やる気満々♪「格

好良いですね～！」と声を掛けると、自信た

っぷりな表情になっていました(^^)これから

もいろんなことに挑戦して、「できる！」とい

う自信に繋がれば良いなと思っています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 日差しがどんどん強くなり、暑い日が続く季節となりました。皆様、

体調などお変わりなくお過ごしでしょうか。先日はビデオ参観にお越し

下さりありがとうございまし。ほんの一部しか映像でお伝えできません

でしたが、今後も子ども達の素敵な姿を見つけた時は、保護者の皆様と

共有できたらと思っています。最近のコアラ組さんは、少しずつお友達

を意識するようになってきました。泣いている子がいると、ティッシュ

を渡してあげたり、絵本を届けてあげたり優しい姿も沢山見られます。

そんな姿を大切にしながら、今月もみんなで楽しみたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

こあらスマイル 

コアラ組クラス通信 

担任：中井 奈津実       

７月号 

今月の主な遊び・活動 

  ・絵の具や土粘土を使って遊びます。 

  ・色々な「音」を探して遊びます。 

  ・水に親しみを持ち、様々な遊びに取り入れて 

   楽しみます。 

 

 

遠足ごっこ楽しかったね♪ 

 「先生♪今日は何するの？」と、朝からワクワク

でいっぱいのコアラ組さん。まずは、３クラス一緒

に「からだダンダン」という曲でリズム体操をしま

した。曲を知っている子が多く、みんなノリノリで

楽しんでいました。次は、初めてのパラバルーンに

挑戦！パラバルーンが大きく膨らむと、大歓声が上

がり「もう一回やりたい！！」と、夢中になってい

ました。そして、メインイベントのおにぎりタイム。

芝生に大きなシートを敷いてみんなで食べました

よ。「おいしいね～！」とお友達と笑顔で頬張る姿が、

とても微笑ましかったです。おいしいおにぎりを、

ありがとうございました。 

雨水遊び 

梅雨になり、雨の日も増えましたが、雨も楽しんでもらおうと、雨を使

った遊びを行いました。カップにマーカーで色を塗り、水を入れると綺麗

な色水ができます。その水を、雨水に変えて作ってみました。カップに色

を塗り外に出ると、屋根から雨水がおち、小さな滝のようになっていると

ころがありました。そこにカップを持っていくとパッっと一瞬で綺麗な色

水が完成♪子ども達は、カップだけでなく手で雨水を集めると「パシャパ

シャ言ってる！」と、音を言葉に変えて伝えてくれるお友達が出てきまし

た。他にも、違う入れ物で雨水を受けると「ボタボタ言ってる。」、水たま

りのところで足踏みすると「バシャバシャ言ってる。」、などいろんな音が

みつかりました。他にも、面白い音が見つかるかもしれないので、また雨

の日に探しに行こうという話になっています。 

大好き メダカさん 

 先月号で、メダカを捕まえようと頑張る姿をお伝

えしましたが、ビオトープにいるメダカさんの数が

少ないことや、少し元気がないこと等を、子ども達と

会話していくうちに、「ビオトープでメダカさんを育

てて、元気にしてあげよう。」というお話になりまし

た。どうすればメダカさんが元気になるのかみんな

で考えていると、「餌をあげたらいいんじゃない？」

といいアイディアを出してくれました。 

餌の準備ができてから、毎日順番にお当番さんが

餌をあげてくれています。すると…メダカさんが卵

を産み、小さな赤ちゃんメダカが沢山見られるよう

になりました。「メッチャちっちゃいな～。」と、嬉し

そうに覗き込んでいました。 

大人気！造形コーナー 

素材集めにご協力頂き集まったも

のを、造形コーナーに出しています。

様々な素材に色を塗ってみたり、動物

に見立てて、耳や目を付けたり、思い

思いの作品作りを楽しんでいます。手

提げかばんの中に、小さな紙だけ入れ

て持ち帰っている日もあるかと思い

ますが、そんな小さな紙にも子ども達

の思いがギュッと詰まっているので、

何をして遊んできたのか、おうちでも

お話を聞いてみて下さいね。 

お願いします 

・再度持ち物に名前が記入されているか確認お願いし

ます。（マスクや、靴下にもお願いします。） 

・素材集めのご協力、ありがとうございます。引き続き 

 よろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

  

 梅雨明けの知らせが待ち遠しい今日この頃、皆様いかがお過ご

しでしょうか。先日は、ビデオ参観にお越し頂き、ありがとうござ

いました。短い動画でしたが、子ども達の様子をお伝えする事が出

来て、嬉しかったです。最近のひばり組さんは、すっかり緊張も解

けた様子で、沢山お話をしたり、素敵な笑顔で過ごしています。出

来る事もどんどん増えて、「先生、見て～！」「こんなんも出来た！」

など、一つ一つの経験が子ども達の「自信」に 

繋がっています。時には失敗もしつつ、そこから「またやってみよ

う！」に思えるように、私もサポートさせて頂きます。今月もどう

ぞ、宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

ゆかいな 
ひばりーズ！ 

ひばり組クラス通信  

担任 山岡桜子       

７月号 

今月の主な遊び・活動 

・初めての土粘土で遊びます。 

・水に触れて遊ぶことを楽しみ

ます。 

 

 

 

忍者にへーんしん！ 

 入園当初から、静かに移動したい時に「忍者さ

んに変身♪」と遊びながら静かな動きを表現して

いたのですが、最近は普段の生活の中でも忍者に

変身するお友達がちらほら…。そこで「忍者さ

ん」について、子ども達と話してみました。「忍

者さんは木に変身する。」「手裏剣持っててな、シ

ュって飛ばすねん。」等、次々に知っていること

を話してくれました。特に、手裏剣に興味がある

ようで、造形コーナーで手裏剣（丸く切った紙）

を作って遊ぶ子もいました。「忍者さん」からど

んどんお話が広がって、子ども達も楽しんでお話

をしてくれています♪ 

忍者さんのご飯を作ろう！ 
 忍者さんの話の続きで、「忍者さんは何を食べ

るの？」というお話をしていました。「何も食べ

ないよ。」という子がいたり、「白ご飯！」と言う

子がいたり…。そこで今までの会話が繋がった子

が「たこ焼き！」と言いました。その瞬間、皆の

顔が笑顔になり、「忍者さんたこ焼き、好きやも

んな～。」と話し始めました。「でも熱かったらす

ぐ食べられへんから、冷たいやつやな。」などと

会話が広がりました。そして、実際に粘土を使

い、丸めい形を作り、忍者さんのご飯を作ってみ

ました。「まるまるちゃんに似てるご飯。」の話も

していたので、丸める中でたこ焼き以外にもお団

子等、子どもそれぞれで連想しながら作る様子が

見られました。今はそのご飯を窓辺に飾って、忍

者さんがくるのを待っています♪ 

あれ、まるまるちゃんと似てる！？ 

 お外遊びで石を「たこ焼き」に見立てて遊ぶ

子ども達。そこから、たこ焼きにも興味を持ち

始めました。「たこ焼きって？」というお話か

ら、「中にタコが入ってる。」「うちはウインナ

ー入ってるけどな。」「ソースもかかってるね

ん。」等、それぞれが「たこ焼き」のイメージ

を伝え合いました。そこである子が「丸いね

ん。」と言った所から、「たこ焼きってまるまる

ちゃん（絵本『くろまるちゃんとあかまるちゃ

ん』から）に似てるね。」というお話に。子ど

も達の興味が繋がる広がる瞬間でした。 

まるまるちゃんと 

似てる食べ物って？ 

「たこ焼き」がまるまるちゃんに似て

ると知った子ども達。他にも似ている

食べ物がないか、話してみました。「ラ

ーメンに入ってる卵」「メロン」「すい

か」「きゅうり切ったら丸。」「お団子」

等、普段の生活から「丸い物」を子ど

も達自身で探して、発表する姿が見ら

れました。毎日、積極的に手を挙げて

発言しています(^^) 

お願いします 
 いつもご協力ありがとうござ 

います。お店屋さんごっこができ

そうな空き箱や素材がありまし

たら、お持ちいただけると嬉しい

です！ 


