
 

 運動会が延期になり、大変残念な気持ちでいっぱいです。保護者の方々にもご迷惑をおかけすることになっ
てしまって申し訳ありませんでした。一生懸命に練習を頑張ってきた子どもたちにも、申し訳ない気持ちでい
っぱいです。９月までどうか楽しみながら練習に取り組んでくれるよう、日々働きかけて参ります。今度こそ
は、お父さんお母さんにみてもらう事ができますように…。😂 
 さて、運動会が延期になり遊びに没頭できる時間が増え、夏の遊びに触れ始めています！遊びだけでなく、
お勉強も始まりました！まずは文字数ドリル！「お勉強しまーす！」と言うと「いえーーーーーい！」とお勉強
にも意欲的💖急激に文字が読めるようになった子もいて、みんな得意気になりながら集中して頑張ってくれて
いますよ！ 

他にも、色混ぜ遊びも行いました。チームに分かれ、お題の色に一番近い色を作ったチームが勝ち！という
ゲーム。ポケモンチームは即決型！上手に３人で意見を出し合いながら進めていました。ミユウチームは、色
混ぜがわかっている子が多かったのですが複雑になっていくうちに、みんなのいうままに色を足していき、エ
メラルドグリーンを生み出していました（笑）キティチームは、どの色も妥協は許せないようで、最後の最後ま
で粘っていました。くすみブルーや薄灰色など今流行りの色を作り出していました✨そして、ぶりぶりざえも
んチームは、なんとはじめは揉めてました。勝負には真剣に挑みたい様子で、うまく意見を聞き入れ難い様子
でしたが、「お友達を信じてみなよ！」の保育士の一声で、何か絆が生まれたようで、なんと２勝し、見事優勝
しました。 

また、このチームはお当番のチーム分けで、お当番活動も本格的に行っています。朝の挨拶当番の他に、配膳
やテーブル拭き、食器下げ、畑の水やり、お手紙の郵便など、色んな場面でお手伝いをしてくれています！どの
活動にも積極的に喜んで取り組み、お味噌汁の配膳には少々苦戦しながらも、頑張ってくれていますよ！ 
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 かえるちゃんと傘をつくりました！ 

傘の折り紙は、お互いお友達を助け合いながら上手にお
る事ができました！先読みをする子もいて、さすがだな
と感じました✨ 
かえるちゃんも、難なく作る事が出来、作業工程も覚え
て黙々と進めていました！そして予想以上に、かえるち
ゃんの表情が個性豊かになり、とっても可愛くできまし
た〜    思わず壁面にも力が入りました        

シャボン玉で、絵の具遊びをしました 

みんな大好きなシャボン玉に絵の具をつけると、どうな
るのか、みんな興味津々でした✨繊細に、少しずつシャ
ボン玉の跡をつけていく子もいれば、シャボン玉タワー
を作っていく子もいて、それぞれに楽しむことができて
いたのですごくよかったです！好きな色２色も自分で選
んで、個性豊かな作品が出来上がりましたよ💖 
 

プール遊びが始まります！ 
園の方で保管いたしますので、 
・水着 
・バスタオル 
・プールバッグ 
全てに記名し、準備が出来たご家庭から 
持ってきてください！ 
 
これから毎日の洗濯をお願いすることに 
なると思いますが、よろしくお願いいたします 

 ティッシュハンカチを持ち歩く練習をします！ 
 
毎日ポケットにティッシュとハンカチを入れて持
ってきて頂きますようお願いします！ 
ズボンに取り付ける、テッシュポーチでも構いま
せんが、自分で管理できるものをご用意くださ
い！記名も忘れずにお願いします！ 
 
よろしくお願いいたします！ 

お し ら せ 



さくらぐみだより

★ ７月号 ★

かぼちゃと朝顔の花が咲いたよ！

暑さも日々増していき、本格的な夏の季節もすぐそこまで来ているようですね！

５月に毎日運動会の練習を頑張っていた子どもたち。コロナウイルスが流行し、大変残念ではありますが運動

会が９月に延期になりましたね。きっとその分、更にパワーアップした姿が見れる事と思っています(^^♪

マーチングのポンポンとカラーガードの練習、ポケモンのお遊戯は週に１度練習をしているところです。

本番まではまだまだ日にちがあるので、忘れてしまわないよう飽きてしまわないよう、緩急をつけながら取り

組んでいきたいと思います。保護者の皆さんに見てもらえる日が来ることを願っています(*^▽^*)

楽しみにしていてくださいね★

みんなが大切に育てているかぼちゃのお花が咲きました！

「かぼちゃのお花って何色なんだろう？」と楽しみにしていました。

咲いてみると、、、、こんなに可愛いお花が！！(*^▽^*)

黄色くてお星さまみたいでした！「すごーい！！」と大興奮の子ども達。

畑のすぐ側で「絵」を描きました。初めてお外で描いたので、

とても新鮮！！一生懸命描いている姿が、みんな可愛かったです！

かぼちゃの実が出来るのが、とっても楽しみですね★

朝顔も綺麗なお花が咲きました★

毎朝さくら組の部屋に入ってくると

「朝顔咲いてるかな！？」と

楽しみにしていました。楽しみにし

ていた第一号の朝顔の色は「薄紫

色」でした(*^▽^*)今度は何色か、

楽しみですね！！



お天気の日にはちょっと足を延ばして、遠い公園に遊びにいって思い切り体を動かして遊びました。お友達と一

緒に手を繋いで歩く事がとっても上手になりましたよ(*^▽^*)楽しくおしゃべりをしながら歩いている姿に成長

を感じます！内容は好きな物の話やお家での出来事など・・・こっそり聞いていると面白くてついつい笑ってしま

います★（笑）カエルの折り紙にも挑戦！とても上手に出来ました★サインペンで可愛いお顔も描きました！だれ

が一番跳ばせるかを競ったり、ペットのように可愛がったり、カエルを使ってごっこ遊びを楽しんだりしていまし

た！指先を使う活動もスムーズになってきました(^^)今度はみんなで、何を作ろうかな？

★水遊びが始まります

気温が高く、暑いにはプールや遊びを楽

しみたいと思います。

プールバック、タオル、水着の用意をして

頂き、持ち物全てに記名をするようお願

いします(*^▽^*)

★色水遊び★水に絵の具を溶かして、赤・黄・ピンク・

オレンジ、青などの綺麗な色水を作りました。それを紙コップに入

れてジュース屋さんごっこをしたり、透明なポリ袋に、３色の色水を

入れて、お団子のように結び、可愛い飾りを作ったりしました

(*^▽^*)この日はとても日差しが強く、暑い日だったので、冷たい

お水に触れて「気持ちいい～！」と、子ども達はニコニコでした★２

色を混ぜて「マンゴー色になった！」「紫みたい！」と、色の変化も

楽しむ事が」出来ました★これから夏本番！！夏にしか楽しめない

遊びを、たくさん経験して欲しい！楽しんで欲しいと思います★



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

令和４年６月３０日発行 

７月号 たんぽぽぐみくらすだより 

 

たくさん我慢した５月の分まで、思いっきり楽しんで６月を過ごしたたんぽぽさん。

運動あそびや外あそび、お散歩、製作と、色々な活動をしました！延期となった

運動会に向けた取り組みは、保育の中で継続しています。頑張った時にもらう

「ご褒美シール」の力は、とてもすごいです☆以上児さんとなった今年からは、「食

育」の一環として、野菜を育てることに挑戦！普段当たり前のようにお店で売ら

れているものが、実際どのようにして育つのか。種をまく前はあまり興味がなかっ

た…というより、知る経験が少なくてハテナ顔(・・?)でした。緑の丸い種を初めて

手にし、自分で土に植えて、お水をあげて・・・。変化なし。。。ちょっと忘れかけて

きた数日後、『ポコッ』!! みんなが確認したその３日後に『パカッ』 !!!( ﾟДﾟ)!!! 

その姿を確認した子どもたちの第一声「やば～っ!!!!!」笑笑。お当番さんが毎日水

をあげてくれていますが、今では、見るたびに大きくなっていく枝豆に興味津々に

なり、生長が楽しみな様子です。枝豆を育てる経験から、食べ物を大切にするこ

と、命を大切にすることなどを学び、子どもたちに何か感じてもらえたら嬉しいな

と思います。今後の枝豆の生長と共に成長する子どもたちの姿が、とても楽しみ

です。 

ひばり公園に遊びに行きました   ☆3・2・1 ハイ、ポーズ☆ 



 

枝豆を植えました。まる

い小さな種から芽が出て、葉

っぱがついて…「明日枝豆な

るね！」と、期待大な子ども

たちです笑 

水あそびが始まります
☆暖かくなってきたので、たく

さん水遊びをしたいと思いま

す。タオル・水着・濡れ物を入

れる袋をプールバックに入れ

て持ってきてください！持ち

物全てに名前を書いてくださ

いね(^▽^)/ 

６月の製作は折り紙

でカエルを作りました。

どの作業も真剣に取り

組んでいました。 

笑顔いっぱいであそんでいますが、あそびがハードにな

ると、靴が脱げて転んだり、お友だちと転んだりするこ

とがあります。怪我の無いように注意を払ってあそびを

進めていきたいと思います。 

たくさんお散歩に行き
ました☆先月行けなかった

分、今月はたくさん公園に行

ってきました！たくさんの笑顔

が見られ、楽しく体力もつける

ことができました！ 



 

ばら２歳くみだより 

令和４年６月２８日発行 

７月号 

子どもたちの大好きな夏がやってきました!!  コロナの流行により運動会が延期

になってしまったり、夏祭りが中止となるなど、まだまだ不安な中での保育が続いてい

ます・・・。でも、その分沢山お外遊びやお散歩に出かけ楽しみました。汗や泥んこで

お着替えをすることも増えるかもしれませんが、よろしくお願い致します!!  

夏の陽ざしのもと元気いっぱいあそんだ子どもたちは、給食中にうとうとしてしま

うことも・・・。暑さで体力を消耗しやすいので、いつもよりお昼寝タイムを長めにする

など、子どもたちの様子を見ながら休息をしっかり取るようにしています。また、ヘル

パンギーナ、プール熱などの感染症が流行る時期にもなりました。規則正しい生活を

心がけて元気に夏を楽しみたいですね!! 

★落ちないようにおっとっと!!★ 

風船はお花紙をくしゃくしゃ丸めてのりで貼り付けました。ことりはクーピーで色ぬりしました

よ!! 赤い風船にはピンクのお花紙、黄色い風船には黄緑か黄色のお花紙を選んで貼りました。 

自分で色を選べるのも嬉しかったようで、「どっちの色にする？」と聞くと、ニコニコ笑顔で「こっ

ち!!」と答えてくれました。色の名前をわかっている子もたくさんいてびっくりしました!! 

１０歳までにバランス感覚を鍛えると、その後の発達によいと言われています。バランスは体の

器官と脳の連携でもあり、これがスムーズにできるようになっている子は脳の働きもよく、スポーツ

はもちろん、勉強などさまざまな面で伸びやすいのだそうです。今月はそんなバランス感覚に重

点を置き楽しみました。半円型の平均台や、ラインの上から落ちないようにゆっくりゆっくり進みま

す。最初はおっかなびっくり腰が引けていた子も、２回目には自信がついてスムーズに進めるように

なりました。 

しっかりと 

足裏の感覚 

に集中し、 

手を広げて 

バランスを 

取りながら 

歩いていま 

したよ!!  

★“風船とことり”の製作をしたよ!!★ 



 
  

★公園遊びだぁい好き!!★ 

★お水遊びも始まりました!!★ 

お天気のよい日には、園庭遊びやお散歩、公園遊びなど戸外で沢山遊びました。お友達と手を

つないで歩くことにも慣れてきて、避難車を使わないでみんなで歩いてお出かけできるようになり

ました。きじばと公園、末広中央児童遊園、つばめ公園、もず公園などなど・・・、近くには公園が

沢山あるので、これからもいろんな公園に遊びに行きたいと思います!! 

そして、お絵描きは絵の具と筆を使って描くことに挑戦しました!! 

“あめふり”と題して、傘を持ったクマさんの周りに水色の絵の具で雨を描き入れました。 

みんなとっても集中し、真剣なまなざしで描いていました。 

筆も上手に持つことが出来ていましたよ!! 

気温が高い日には、ピチャピチャとお水に触って楽しみました。プールやおけにお水を入れて手

足を浸し、とても気持ちよさそうでした!! 水鉄砲でピュンピュンとお水をかけあったり、ジョーロで

ジャーッと先生の足にかけたり・・・。キャキャキャッ!!と嬉しい声が響き渡っていましたよ!! 

７月には本格的に水あそびが始まります。水着(水あそび用オムツ)、バスタオル

をプールバッグに入れて持ってきて下さい。使用後は持ち帰りますので、洗濯して

また持ってきてくださいね。※全ての物に大きく記名をおねがいします!!  

体調が優れず、遊べない時には玄関に置いてあります、健康状態お知らせ票 

に記入し、保育者までお知らせください。よろしくお願いします!! 
 



ばら 1 歳組だより  7 月号 

 

運動会が延期になり残念でしたね。。。6 月は天気が良い日が多く、ばら 1 歳さんの子たちは 

毎日お外遊びや、お散歩を楽しむ事ができました♪ 

●園庭遊び お散歩● 
固定遊具の使い方を覚えよう！と園庭に出て、まずは砂場やカースライダー(車の滑り台)、てんとう虫の

滑り台から遊び始めました。毎日繰り返し遊んでいるうちに、滑り台の階段を上って上手に滑ったり、砂場

でスコップやお皿を使って、山を作ったりお料理をしたりと集中して遊ぶ姿が増えてきました。 

お散歩もいろいろな公園に行き、園庭より少し高い滑り台も階段を慎重に登ったり、鉄棒にもぶら下がっ

たりして、たくさん体を使って遊ぶ事が増えました☆体力もつき、お散歩の行き帰り、避難車に乗ってるだ

けはイヤ！歩きたい！！という子が増えてきましたよ♪ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



▲ シール貼り・お絵描き・製作▲ 

クレヨンでグルグルお絵描きして、スパゲティーを描きました。 
そして初めての「のりづけ｣に挑戦しました！ 

シールもクレヨンものりも、指先をたくさん使い、貼ったり、描いたりする作業をみんな真剣に 

取り組んでくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■摸倣遊び■ 
ピアノの音に合わせて、歩く・走る・寝転がる・止まる・ジャンプなど色々な動きをしました。 

初めてだったので、もっとワァーっとなるかと思ったのですが、みんなピアノの音をよく聞いて動いていてビッ

クリしました♪ 

ウサギやちょうちょう・くまなどいろいろな動物の真似をしながら歩くのも楽しめました♪ 

絵本や紙芝居を見る時、お話を聞くときなど｢しっかり座って見る・聞く｣が少しずつできるようになってき

ています。 

 

お話が少しずつ出来るようになったり、自分のことを自分でしようとしたりと、日々成長する姿が見られて

嬉しいです♪ばら 1 歳の年齢は、自我の芽生えが強くなる時期です。 

何でも｢自分でしたい！｣という気持ちが増えてきます。園でも、そんな子ども達の気持ちを大切にしな

がら身の周りの事や、お手伝いなど、やってみたいこと興味のあることなどをできるだけ体験させてあげ

たいなと思っています。 

☆7 月も暖かい日は園庭で遊んだり、お散歩に出かける予定です。その日の気温に合った服装で登園お

願いします。また、月齢が小さい子も歩きたいという気持ちが強くなっています。靴が大きすぎないか

な？小さくなってないかな？というのも確認お願いしますね。 

名前の記入も忘れずにお願いします！ 

♪水遊びが始まります♪ 

 

水あそび用紙パンツ・水着・バスタオルをプールバッグ 

に入れて持ってきてください。全ての持ち物に名前を 

大きく記入して持ってきてくださいね! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お天気のよい日は積極的にお散歩や園庭であそぶことができた 6 月。 

お友だち同士で顔と顔を近づけて笑い合ったり、ずり這いやハイハイで保育者の後ろを追い 

かけて「抱っこしてー」とアピールしたりと保育者やお友だちとの仲良しが深まってきています。 

＊今月はお休みのお友だちが多かったので、活動によっては全員が写っていない場合もありま

すので、ご了承ください(>_<) 

☆新しいお友だちを 

紹介します☆ 
6／7 よりつぼみ組に新しいお友だちが

増えました。 

お名前は「くどうそらちゃん」です。 

1 歳になったばかりの女の子です。 

つかまり立ちとハイハイがとても 

上手です。入園当初は大きな声で 

泣いていましたが、すこしずつ泣かない

時間が増えてきましたよ。 

これから、たくさんあそぼうね❤ 

☆初めての製作☆ 

つぼみ組初めての製作は「てるてるぼうず」 全員手型と足型をとりました。 

1 歳児はシールでてるてるぼうずの目・口・ほっぺのシールはりをしました。 

嫌がらずに足型をとれたお友だちもいますが、やっぱり泣いてしまうお友だちも・・・ 

1 歳なったお友だちは保育者と一緒にシールをつまんで、はることができました。 

お部屋に展示中なのでぜひ見てくださいね。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆残念なお知らせ☆ 

こんどうはるやくんがお引っ越しのため退園すること

になりました。動き回るのが大好きで歩くのも上手、 

テントウムシの滑り台も大好きでした。お昼寝も 

ぐっすり眠れるようになり、お友だちや保育者とも 

仲良くなれたところだったのでとても残念です。 

新しい保育園でも元気いっぱい 

頑張ってくれると思います。 

旭川に来たときには 

あそびにきてくださいね。 

待っていますよ✨ 

☆水あそびが始まります☆ 
水あそびの準備をお願いします。 

水あそび用パンツ・水着・ 

バスタオルをプールバックに入れて 

7 月 11 日（月）までに持ってきて 

下さいね。 

すべての物に名前の記入を 

お願いします。 

☆お散歩☆ 

大きな公園「ひばり公園」にいってきました。築山にのぼったり、保育者と一緒にお尻滑りをした

りとゆったりとあそぶことができましたよ。たくさん日差しを浴びて帰りは眠気との戦いでした笑 

☆新聞紙あそび☆ 

初めての新聞あそびでは、保育者が「ビリビリ」と紙を破く音に驚いたり、 

笑ったり、泣いたりでしたが、興味津々。新聞を味見するお友だちも・・・ 

お部屋中が新聞紙でいっぱいになりましたよ。 


