
５月、じゃがいもの種芋とえだまめの種をまきました！ 

トマトに加え、えだまめ、今年もじゃがいもを育てます。水やりは、グループ活動の中での

仕事です。（じゃがいものみずやりはお泊まり会くらいから開始） 

まずはトマトの苗をお当番グループさんが、毎日気にかけては、食べられる日を楽しみ

に育ててくれています。 

苗のにおいを嗅んで、「トマトの臭いがする～！！！」と言っている子がいて、「え？ほん

と？？？」と鼻をくっつけている姿も。「しないよ～？」「いや、した！」など会話もはずん

でいます。じゃがいも、えだまめもちゃんと発芽しますように。 

 
 
 
 
 

さてここで、グループ活動のお仕事のご紹介です。 

・ 朝の会でお天気のカードを替えます。 

・ 日めくりを替えます。 

・ 何月何日の数字をかく。（そのうち字も書きます） 

・ ご挨拶の時・歌の時は、みんなの前に出て、みんなのお手本 

・ 給食・おやつの配膳           ・ カートの片付け 

・ テーブルを綺麗に拭く 

・ 午睡の準備（大きなゴザを４枚敷く） ・ カーテンの開け閉め 

・ 読み聞かせの絵本選び         ・ 育てている植物の水やり 

・ 先生のお手伝い  など 

親子遠足、奇跡的に雨にあたらずでしたね。前日、飾ったてるてる坊主の向きを「お

空にちゃんと向けて！せんせい！！」と言って手を合わせていました。 近の天気予

報は当たるからな・・・と不安でしたが、子どもたちの想いがちゃんと伝わったと感じま

した。カレンダーに記入して、本当に楽しみにしていた子どもたち。 

寒さのなか保護者のみなさん、シールラリーも全員親子で楽しんでいただき、本当に

ありがとうございました。感謝しています。 

 

すみれだより№２ 

出来ることは何でも、子どもた

ちにさせたく思っています。 

そして、「先生に言われている

からやる。」ではなく「すすんで

やる。考えてやる。」を育てたい

ので、失敗はたくさんあってい

いです。まずはやる気を育て、

自信をもって欲しいです。 

たね芋！！

枝豆種まき。夢中です 

こちらも夢中 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              運動会 体操代表 れんとくん 

                                             応援歌代表 いつきくん 

                                             選手宣誓 もりとくん あおいくん 

                                             おわりのことば しゆうくん あいくちゃん  

                                             得点発表 りくくん あいらくん 

                              マーチング 指揮者 りくとくん トリオ あかりちゃん 

                                             大太鼓 ゆうとくん  

小太鼓 いつきくん もりとくん しゆうくん あいらくん 

あいくちゃん                                           れんとくん あいくちゃん あおいくん りくくん 

シンバル らいとくん まはるくん 

エコー きっぺいくん あいりちゃん 

    

運動会に向けて 

練習頑張っています！とても上手だし、意欲的に活動しています。 

４月、５月と自我もしっかり受けとめました。自分はこう思う！こうしたかった！甘え

たい気持ちもしっかり表現できました。その中で、問題もたくさん見えた２ヶ月だった

ように思います。お友だちとの関わりが全体的に苦手で、認めて欲しい気持ちが全

面にでています。認めながらも、乱暴したり、乱暴な言葉にはしっかりと「いけないこ

と！」と、言葉も人の心を傷つける立派な暴力になるのだと、お話しています。 

どうしたらよいのか、ずいぶんと子どもたちも気づいてきていると思います。子ども

たち同士の会話の中でも、気づきがいっぱいあって「育っている。」を実感します！ 

リレーでは足の遅い子がいて、その子がいると、負けちゃうかもしれないと子どもたち

が話していて・・・そう、出来ないお友だちに厳しい言葉炸裂です。じーっと話を聞い

ていても、だめ出しが続きそう。「それってさ、○ちゃんの分もみんなが頑張って走った

ら、勝つんじゃない？」と言うとびっくり「え」の顔。そして「そっか。」の顔。みんな本当

に気持ちの優しい子たちです。なのに気づいてないのです、いろんなことに。「お友だ

ちをカバーする」。運動会はその成長のチャンスです。 

気づきではこんな事も。鬼ごっこ、足の速い子が全然捕まえられない。「挟み撃ちに

したら良いのに。」と合図を送っても、気づけず・・・先生はこうしなさい、より気づいて

欲しいなと思っていたところ、先日卒園生の小学生との鬼ごっこをしていた子が、汗

だくで「せんせ～い。小学生のお兄ちゃん全然捕まえられなくてさ～。あ、でもはあっ

ちとこっちではさんだらいいんだなって！わかったんだ！でもね、○○○（お友だちの

名前）に、そっち側から追いかけて！って（自分の反対側から。の意味）叫んでも全然

わかってくれなかった～」と。でも全然がっかりした顔じゃなくて、「俺分かった！！」と

うれしいすがすがしい顔で報告です。「よく捕まえ方わかったね～！その通り！すごい

ね～！！」と褒めるとますますいい顔。次の鬼ごっこが楽しみな瞬間でした。かと思

えばまだまだ「えった！！」されるのが嫌！でも鬼ごっこはしたい・・・の気持ちの子も

たくさんいて、個人差はあります。お友だちと遊びたい気持ちは一緒です。個々で、

その子なりの成長を大切にしたいと思います。 

今年の運動会遊戯に、悩みましたが

組み体操を選びました。と言っても    

大技などはなく、体育指導で培ったも

のを組み合わせたものを披露したく思

います。悩んだ理由に「お友だちをカ

バーする」 大の演目だからこそ・・・

子どもたちの良い部分を引き出せた

らと思います。怪我に十分気をつけて

練習も開始しています。どうなること

かと思いましたが、すみれさん団結力

が増して上手です！と先に予告してお

きます。担任すでに泣けそうです笑。 

全員全力で練習中です！朝のうちの練習が主に

なりますので、遅刻すると練習に参加できず子ど

もの自信につながりません。 

どうぞご協力お願い致します。 

組体操演技順番 

1 ドミノ   ５ロケット 

2 あざらし ６ふじさん 

３かめ    ７ないあがら 

４ぶりっじ  ８めがねばし 

        ９チョモランマ 



 

さくらぐみだより
平成 30 年５月３１日発行 

６月号 

★かぼちゃのたねをまきました!!★ 

 朝晩はまだ肌寒さを感じるものの、日に日に日中の気温も上がり、確実に夏

へと向かってきています。運動会へ向けた練習も本格的に始まり、毎日お遊戯

やマーチングの練習に元気に参加しています。また、お天気の良い日には、な

るべくお外に出て体を動かし、体力も付けていきたいと思っています。気温に

より調節のしやすい服装、動きやすい服装や靴での登園をお願いします。 

今年のさくらぐみさんは、かぼちゃのたねをまきました!!普通のかぼちゃよりも小

さいサイズの坊ちゃんかぼちゃです。赤い坊ちゃん、白い坊ちゃん、普通の坊ちゃ

んと、３種類まきました。たねの時は、３種類とも見た目は同じ黄色だったこと

に、どの子も驚いていました。いったいどんなかぼちゃが出来るのか、今からとっ

ても楽しみなようで、｢おつゆにいれてたべるの？｣｢かぼちゃだんご？｣と、どう

やって食べるのかを口々に話していました。お当番さんが毎日水をあげ、大切に

育てていきたいと思います。 

★楽しかった動物園♪★ 
♪おおがたバス～にのってます～♪と、毎日元気に歌いながら楽しみにしていた

親子遠足。小雨がぱらつき、とても寒い中でのご参加、ありがとうございました。

子ども達にとっても、楽しい思い出の一つとなったことと思います。今年は初めて

シールラリーも行いました。初めてということで、やり方を模索しながらの開催と

なりましたが、いかがでしたでしょうか？何かお気づきの点などございましたら、 

今後の参考にさせて頂きたく思っておりますので、是非お知らせください!! 

 お忙しい中でのご参加、本当にお疲れ様でした!! 

芽が出ました!! 

赤 
白 

緑



 

  ★あじさい＆かたつむり★ 

★運動会に向けて頑張ってます!!★ 
６月１６日の運動会に向け、毎日練習を頑張っている子ども達。クラス人数が１

０名と少なく寂しいのが残念ですが、お遊戯では“パラウェーブ”に挑戦します。

長い布を二人ひと組で持ち動かすのですが、動かす力が強すぎると相手が落と

してしまうなど、お互いに相手のことも考えながら動かさなくてはいけません。

初のうちは何度もポロンポロンと落としていましたが、段々と相手を思いや

り、力の加減をできるようになってきました。どんな出来上がりになるのか楽しみ

にしていてくださいね!! 

折り紙であじさいとかたつむりを折りました。あじさいは色違いで３枚折りまし

た。折り方が簡単だったので、２枚目、３枚目は、思い出しながら何となく折り進

む事が出来ていました。かたつむりは斜めに折る角度が難しかったりしましたが、

｢つぎはどうやるんだっけ？｣とお友だち同士聞き合いながらも上手に折る事が

出来ました。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

平成３０年５月３１日 発行 

６月号 たんぽぽぐみだより 

少しずつ暖かい日が増え、過ごしやすくなってきましたね。天気のいい日は

できるだけ外で過ごし、雨の日はお部屋でごっこあそびをしたり、体育あそ

びなどをして、毎日たくさんの笑顔と笑い声の中、過ごすことができた５

月でした！ 

ゴールデンウイーク明けには、家庭で過ごしたことを自分なりの言葉で、嬉

しそうに、たくさん私たちにお話ししてくれました。「せんせいだいすき」

と、いつも言ってくれる優しいたんぽぽさんですが、やっぱりおうちの方には

勝てません(笑)。 

先日の親子遠足では、寒い中ではありましたが、親子でバスに乗り、親子

で動物園見学を楽しみ、親子でお弁当を食べて…。こども園で過ごしてい

る間、おうちの方と離れて頑張っている子どもたち。たくさんおうちの方に

に甘え、楽しい気持ちを共有できて、とてもいい時間になったと思います。 

お忙しい中参加していただき、本当にありがとうございました。 

さて、いよいよ運動会に向けての準備が本格化します！まずは、基礎体力

をつけるべくお散歩に行ったり、園庭を走り回ったりしています。初めは「疲

れた～」と言っていたたんぽぽさんでしたが、日に日に体力がつき、毎日た

くさん運動しても動き足りないアピールをしてくるほど！さすがです(笑)。 

お遊戯もとってもかわいく踊っていて、本番がとても楽しみです  

そんなたんぽぽさんですが、実は…本当に疲れています。。。食事中に睡

魔と戦い、やっと午睡が来たと思ったら、あっという間におはようの時間。

休息が足りないようです。「夜、なかなか寝なくて・・・」と、よくお話をお聞

きしますが、やはり寝られてない分は、ケガをしやすかったり、躓きやすくな

ったりと、日中の活動に表れてきています。しっかり夕飯を食べ、お風呂に

ゆっくり入って体を休められる環境を作ってあげてください！沢山の笑顔で

運動会に参加できるように、元気な６月を過ごしましょう☆☆☆ 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

春の製作は色とりどりのチョウを、『デカルコマニー』でかわいく作りました。

『デカルコマニー』とは、一枚の紙の半面にポスターカラーを自由に塗り、半

分に折り、ゆっくり開くと対面に同じ模様が写る画法です。決して同じ模様

になることはなく、個性豊かな作品に仕上がりました！この作品は、６月の

玄関展示にて掲示します。おたのしみに・・・☆ 

製作活動 

 

種まき 
５月１７日、枝豆の種をまきました。さやに入った枝豆を知る子どもた
ちは、まん丸の種を見てびっくりした様子。園長先生から種の植え方を
教わり、おいしい枝豆ができるように願いながら植えていました！ 

えだまめ だいすき  

 真剣です(笑) 

枝豆の種 

お散歩♪ 

お天気の日は、運動会練習の合間にお散歩に行きました！一生懸命練

習した後の公園では、素敵な笑顔がたくさん見られましたよ☆ 

たんぽぽさんは、運動会に向けて毎日一生懸命頑張っています！当日のお楽しみとして、あ
えて今月号には写真を載せませんでしたが、練習を重ねるごとに競技内容だけではなく、ク
ラスの団結力が深まり、お友だちを思いやる心も育ってきています。過度にならぬよう練習を
進めてまいります。ご家庭ではたくさん褒めてあげてくださいね！当日に乞うご期待



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

6 月号 

先日の親子遠足では、天気の悪い中にもかかわらずご参加いただき、ありがとうございました！ 

暖かい日も多くなり、外あそびが本格的に始まりました！今月は外あそびを中心に活動しました！ 

子どもたちは外あそびが大好きで、「外に行きまーす！」と言うと声を揃えて、「やったー！」と大喜びで

す。必死にジャンパーを自分で着ようと、頑張る姿も見られます。外あそびと聞くと、なんでも頑張れてしま

うばら２さいくみさんでした。 

 公園は、こども園の近くの、つばめ公園やも

ず公園へ行っています。ありを見つけると、子ど

もたちは大興奮です。みんなで触ってみたり、砂

をかけてみたり、とても楽しく遊んでいます！ 

 すべり台も順番守って上手に遊ぶことが出来

ていて、成長を感じました！ 

少しの空いている時間でも絵本を手に取り、楽

しそうなおもちゃが出ていても、「絵本読みた

い！」と、言うほど毎日絵本を読んでいます。

言葉もだんだんとわかるようになり、「これな

～んだ！」と言葉遊びも、楽しんでいます。 

外あそび 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

絵の具を楽しんでもらえるよう、絵の具の作業をたくさん取り

入れました。 

絵の具の感触に、とても嬉しそうに作業をしていて、「つめた

ーい！」とお話しながら作業する子や、黙々と作業を進める子が

いて、それぞれに楽しみながら作業を進めていました。 

のり使いも、だいぶ上手になり、端っこまで丁寧に塗っていた

り、お母さん指で塗るお約束もばっちりです！ 

一人一人の個性が溢れる、おいしそうないちごが完成しまし

たよ！ 

 お遊戯の練習も、いよいよ始まりました！パンダをモチ

ーフとした踊りをします。 

 初めは、熱唱しながら踊る保育士に、ポカーンと見つめ

る子どもたち‥。でも、２日目からは、笑顔で踊ってくれ

ていました！恥ずかしがりながらも踊っている姿に感動し

ています。この調子で楽しく頑張りたいと思います  

 キリン・カバ・サル・ペンギンの４つ

の動物の中から好きな動物を選び、塗り

絵をしました！ 

 動物園を思い出し、動物の色を丁寧に

描く子や、雨を描き、点々をつけるのが

だんだん楽しくなり、色んな色の雨がで

きあがったりして、とても楽しく活動し

ていました♪  

とても素敵な動物たちが描けましたよ！



              ばら１歳くみだより 

                         ６月号 
 

ようやく外遊びが気持ち良い季節になりましたね。朝・夕方の外遊びでは、大きいお兄

ちゃんお姉ちゃん達に負けないくらい元気いっぱいに遊ぶ姿が見られます！５月と言えば

ゴールデンウィークがありましたね。連休明けの子ども達の姿を見ると、楽しく充実したお

休みになったのではないでしょうか！また、１９日には親子遠足がありました！とても寒い

中でしたが、沢山の動物を見ることができ子ども達も大喜びでしたね♪保護者の方々に

は、忙しい中参加していただきありがとうございました！！ 

暑くなったり寒くなったりとまだまだ気温差が激しく、風邪も流行っているので、 

子ども達の体調の変化には気を付けていきたいと思っています。ご家庭でも気になること

があればいつでもお知らせ下さいね！ 

 

先月はみんなで並んで歩くことが難しかった子ども達ですが、少しずつ前のお友だちに繋

がって「しゅっしゅっぽっぽ♪」と上手に歩く事が出来るようになってきました！！言葉も増え、

「せんせ～」「〇〇ちゃん」とお友だちの名前を呼び合ったり、沢山お話してくれる姿も見ら

れますよ。時には、保育者の言葉を真似て「あっぷ！」と注意する姿も（笑）子どもの変化に

驚かされる毎日です！ 

 

おさんぽ 

    今年に入って初のお散歩に出かけました！お散歩ロープに捕まって一人で歩けるよ

うになってきた子どもたち。ロープにしっかりと捕まって一生懸命歩く姿は、とても可愛らし

いですよ♪まだ、近くの公園に行くのが精いっぱいな子どもたちですが、少しずつ色んなと

ころにお散歩に行き楽しめたらなと思っています。公園内では、滑り台を滑ったりシーソー

に乗ったり！笑顔いっぱいに楽しむ姿が沢山見られましたよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  せいさく   ５月の製作は、あおむしを作りました！ 

            花紙をクシャクシャッと丸めるのがとっても上手でしたよ。 

          他のお友達が作っていると、興味津々で「私も！僕も！」と 

花紙を欲しがる子ども達でした。（笑） 

初めてののり付けに少し固まっていた子ども達でしたが、 

        慣れてくると、自分からのりをつけて上手に貼る事が出来て  かわいいあおむし 

いました。 後まで集中して頑張って作っていましたよ！！   になったよ！！  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ばら１歳さんは絵本やお絵描きが大好きで、おもちゃを出して遊んでいても「お絵描きす

る人－！」と声を掛けるとみんな集まってきます（笑）１歳で長い時間座ってお絵描き出来

るのって凄いですよね！アンパンマンやバイキンマンを描いてあげると大喜びな子ども達

です。ボール遊びやトランポリンも大好きで、楽しく遊んでいますよ！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

＊外遊びや運動会の練習がしやすい 

靴をはいてきて下さい！ 

                                              ＊着替えの衣替えをお願いします！ 



 
 
 
 

つ ぼ み ぐ み だ よ り
６月号

布積み木で遊びました！はじめは大きくて少し 

怖がっていた子も、遊んでいるうちに段々と慣れ

てきました。後半では怪獣のように積み木を沢山

倒してあそびました。保育士が高く積むと、 

「ニヤニヤ」と笑って少しずつ近づいてくる 

子どもたち。高く積んだ積み木を目の前に、 

「チラッ」と保育士を見て「エイ！」と嬉し 

そうに倒していました。 

積み木に隠れて「いないいないばぁ」をしてい

る子もいてニコニコの子どもたちでした。 

 

子どもたちも段々と園生活になれてきました。お友だちとお話ししていたり、つかまり立ちでお部屋中を歩いたり元気

いっぱいのつぼみ組のお友だち。出来ることも段々と増えてきました！これからどんなことが出来るようになるか楽し

みですね。6 月に入りお外も暖かくなり少しずつ夏が近づいてきましたね。今月も沢山お外遊びやお散歩へ行きたい

と思います！ 

 
ワ
ー
イ
♪ 

暖かい日にはお散歩にも行きました！まだ公園に雪が積もっていて公園で遊ぶことは出来ませんでしたがこど

も園の周りをぐるっとお散歩してきました。鳥やつくしを見つけて子どもたちも興味津々でしたよ。中には日の

光が気持ちよく寝てしまう子も・・・笑 気持ち良さそうなつぼみ組さんのお友だちでしたよ。タンポポを摘ん

で手に持ってみたり、飛んでいた虫を見てみたり色々な物を発見しながらお散歩をしました。もっと暖かくなっ

て色々な生き物が出てくるのが楽しみですね。 


