
４月９日（木）

・始業式

今日から新学期スタートです。朝登園すると「今日からバッジ変わるんだよね」「先

生だれかな」と楽しみにしていたようでした。始業式で園長先生から担任の先生の発

表があり、「やったー」と言ってくれる子「・・・」という子もいましたが（笑）明

るい楽しいクラスを目指して、元気いっぱい頑張っていきたいと思います。保護者の

皆様には今年度もご協力を頂くこともあるかと思いますが、よろしくお願い致します。

明日も元気なもも組さんをお待ちしています♪



４月１０日（金）

・朝の取り扱い

・春休みの思い出描き

今日は２日目！朝「ゆかせんせーい おはよー」と元気に挨拶してくれました♪

今日は朝幼稚園に登園してからの流れをもう一度おさらいをしました。

しっかり覚えていて、「次はシールをはるんだよ！タオルをなおすんだよ！」と教え

てくれました。洋服のたたみ方、直し方もとっても上手でした！

そして、春休みの思い出を描きました！おばあちゃんのお家へ行った絵を描いたり、

公園で遊んだ事を描いたり、好きな絵を描いたり、カラフルなとっても可愛い絵を描

いてくれました♪

また、お部屋に飾りたいと思います♪

一緒に歌ったりおさんぽゲームをして、素直なかわいいもも組さんの様子を見る事が

出来ました。

又月曜日も元気に来て下さいね！



４月１３日（火）

・ 粘土の取り扱い

今日から新しいお友達も増え、誘って遊んでくれたり、分からない事を教えてくれた

り、とても頼もしいもも組さんの姿が見られました♪まだ少し緊張気味の新しいお友

達でしたが、これからお友達や先生と遊んで、少しずつ慣れていってほしいと思いま

す。

今日は粘土の取り扱いをしました！

粘土でお団子やへびを作って遊びました。「せんせーい！見てみて！」と嬉しそうに

見せてくれました。みんな黙々と真剣に粘土を丸める姿がとっても可愛らしかったで

す♪



４月１４日（火）

・身体測定

・降園指導

今日は身体測定がありました！「パンツマンになるんでしょー？」と喜んで着替えを

していたもも組さんでした♪みんな大きくなったかな？またシール帳にお知らせす

るので、楽しみにされて下さいね！

小さい順のお並びもしたいと思います♪

そして、降園指導では、みんな上手に並んで、トントン前が出来ていました！年少組

さんにもここだよ！と教えてくれる姿も見られます。すっかりお兄さん・お姉さんで

すね！



４月１５日（水）

・のりの取り扱い

・降園指導

今日はのりの取り扱いをしました！

お約束をもう１度復習しました。「のりはたべないんだよ！」「折り紙につけるんだ

よ！」としっかりお約束も覚えてくれていました。「とばないようにしっかりのりを

つけるんだよ」と話をすると、はじにのりをつけて「ふーとしてもとばないよ！」と

嬉しそうにお家の折り紙を貼って持ってきてくれました。

製作にとても真剣なももくみさんです♪



４月１６日（木）

・PTA 保育参観

今日は PTA ありがとうございました！

新しいクラスでの初めての PTA だったので、少し緊張しましたが、係りもスムーズ

に決まり、安心したところでした。たくさんの協力を頂く事があるとおもいますが、

１年間よろしくお願いします♪

子ども達は PTA の間体育館で遊びました！

みんなで仲良く遊べたようです♪また明日もげんきなももくみさん待ってます。



４月１７日（金）

・はさみの取り扱い

今日は、はさみの取り扱いをしました！

まず最初にはさみの使い方、持ち方、きり方のお約束をしました。「刃を持って歩く

んだよ！」「髪の毛は切らない！」笑としっかりお約束してくれました。約束の後は、

実際に切ってみました。アンパンマンの絵に書いてあった線を切って、パズルを作り

ました。はさみの使い方も上手で、「きれたよー」と「パズルできた♪」と嬉しそう

なもも組さんでした。



４月２０日（月）

・園庭の取り扱い

今日は外に出て遊具の取り扱いをしました！

ブランコ、鉄棒、お家それぞれの遊び方のお約束の確認をしました。

少し急いでの取り扱いでしたが、遊びながらまたお約束をしていきたいと思い

ます。

その後はお家と砂場で遊びました♪

久しぶりの外遊び！みんなとっても楽しそうでした♪



４月２１日（火）

・体育館の取り扱い

今日は体育館の取り扱いをしました。滑り台、カラーブロック、フラフープ、ボール

安全に遊べるようにお話をしました！

「滑り台は１人ずつだよね！」「カラーブロック高くつんだらいけないんたよ！」と

遊び方を教えてくれました。滑り台も上手にすべる事が出来ていました！

その後は、体育館で遊びました。ボールや、フラフープを順番に仲良く遊んでいたも

も組さんでした♪



４月２２日（水）

・歓迎式

今日は歓迎式でした！新しいお友達と歌を歌ったり、おゆうぎをしたり、楽しい時間

を過ごしました！

年中組になって、お兄さん、お姉さんになったもも組さん。年少組さんのお手伝いを

してくれたり、新しいお友達に教えてくれたり、優しい面も見られます♪

これからも、小さいお友達にも優しく、色々な事を教えて欲しいと思います♪



４月２３日（木）

・ 誕生会

今日は今年度初めての誕生会でした。子ども達も誕生会だね♪と楽しみにしていまし

た。

今月ははじめの挨拶がもも組さんでした。少し緊張気味の子ども達でしたが、とって

も上手に挨拶してくれました。

そして、４月生まれのお友達と、３月のお誕生日でお休みして出来なかったお友達、

４人のお友達が、舞台にあがりました。「ニンニンジャーになりたいです」「ケーキ屋

さんになりたいです」と自己紹介もとっても上手でした♪

お部屋の誕生会でも質問タイムをしたり、自己紹介したり、楽しく過ごしました。

他のお友達もしっかりお話を聞いて、沢山お祝いしてくれていましたよ♪



４月２７日（月）

・こいのぼり製作

こどもの日に向けてこいのぼりを作りました！

まず、園庭に泳いでいたこいのぼりを見に行って、「楽しそうに泳いでいるねー」と

お話した後、お部屋に戻って製作しました！

こいのぼりが遊びに来てくれて、みんなの分のこいのぼりも用意してくれていました。

子ども達も大喜び！うろこをはさみで切って、目を付けて目を描きました！みんな一

生懸命で、「できたよー」と嬉しそうに見せてくれました。

今日作ったこいのぼりは帽子になるので、楽しみにしていて下さいね！



４月２８日（木）

・母の日似顔絵描き

今日は、小さい順のお並びの練習をしました！昨日お並びの練習をして、今日再度並

んでみると、少し忘れてしまっていたお友達もいましたが、今日もう１度並んで、し

っかりと覚えてくれたようです♪

今日はトントン前の練習もして、バッチリ並ぶ事が出来ました。

その後は５月１０日の母の日に向けて、似顔絵を描きました！

「お母さんは髪ながいよー」としっかり思い出して描いてくれました。とっても上手

でびっくりしました。

カーネーションも折って、とても素敵な絵のプレゼントが出来ました。また、持ち帰

るので楽しみにされてくださいね！



４月３０日（木）

・せんのワーク



５月１日（金）

・母の日のプレゼント作り

・体操あそび

・英語あそび

今日は母の日に向けて、プレゼントを作りました。キラキラのシールを切って貼って、

素敵なプレゼントが出来ました！また持ち帰るので楽しみにされて下さいね！

その後は、もも組になって初めての体操あそび英語あそびでした！今日は体操をしま

した。グリーンピース体操をしたり、かき氷を作ったり、子ども達もとても楽しんで

いました♪その後の英語あそびでは、自己紹介の仕方を教えてもらったり、絵本を読

んでもらいました。午後保育が始まり、ゆっくり過ごす事が出来ました。

そして、みんなお待ちかねの給食！

野菜が苦手な子も少し減らして、全部完食でした。「みてみてー」ととても嬉しそう

に見せてくれたもも組さん。これからも楽しんで食事していきたいと思います♪



５月７日（木）

・絵本の取り扱い

・英語あそび

・自由あそび

今日は５月の絵本の取り扱いをしました！

「わー美味しそうなパンがあるー」という話に子どもたちも興味津々で、「早くみた

ーい」と楽しみにしていました♪本を開いてみると、動物の写真が載っていたり、お

話しが載っていたりと楽しい内容ばかりで、真剣に読んでいたもも組さんでした♪

そして、英語あそび体操あそびも楽しみました。

体育館で自由に遊ぶ時間もあり、たくさん遊んで楽しんだもも組さんでした。



５月８日（金）

・ＳＩあそび

今日は初めてのＳＩあそび！

「どうぶつえんへいこう」といって１枚の絵をバラバラにしてぴったりにあわせるも

のをしました。

年少組のころより少し難しくなって、戸惑う子もいましたが、みんな一生懸命に取り

組んでくれました！

ＳＩあそびの後は、体操でバルーンをしました。すみれ組の時もしていたようで、「や

ったー！バルーンだ！」と大喜びの子ども達。やまとおうちせんたくやなみ久しぶり

でしたが、とっても上手でびっくりしました。これから、沢山の技を教えてもらい、

楽しんでいきたいと思います♪



５月１２日（火）

・ 園内清掃

・ 家族ふれあいフェスティバルの

思い出描き

・ 英語あそび

今日は園内清掃でした！予定では、外の掃除をする予定でしたが、雨の為部屋の掃除

をしました。

お道具箱のお掃除、拭き掃除、「きれいになったよー」と見せてくれたもも組さんで

した。

その後は日曜日の家族ふれあいフェスティバルの思い出描きをしました。家族ふれあ

いフェスティバルありがとうございました！子ども達も「たのしかったよ！」とお話

してくれました。

「何が１番楽しかったかな？」と聞いてみると、「全部たのしかった！」と答えてく

れる子もいました♪みんなカラフルに楽しそうに絵を描いてくれました。また飾りた

いと思いますので、楽しみにされていて下さいね！



５月１３日（水）

・体操あそび

・英語あそび

・健康診断

今日は体操あそびでバルーンをしました！

すみれ組の頃からしていたという事もあって、とっても上手なもも組さん。

やまやおうちはバッチリ！今日は、初めてピラミッド、メリーゴーランドをして、子

ども達もすごーいと喜んでいました。ロケットはなかなかとばず、難しかったのです

が、また練習していきたいと思います♪

その後の英語あそびはスーザン先生と、自己紹介をしました！「Ｍｙ name is～」

と少しはずかしそうでしたが上手に自己紹介することが出来ました。また少しずつ英

語に触れ合っていきたいと思います。



５月１５日（金）

・誕生会

今日は５月生まれの誕生会でした！

もも組さんからは２人のお友達が舞台に立ちました。自己紹介もバッチリで、「ニン

ニンジャーになりたいです」と言ってくれました。プレゼントを嬉しそうもらう表情

がとても可愛かったです。

お部屋の誕生会でも、自己紹介をしたり、質問をしたり、お母さん達のお話をきいた

り、楽しく過ごす事が出来ました。他の子ども達も、歌のプレゼントをしたり、お話

を真剣にきいたり、沢山お祝いしてくれました♪みんな自分の番を心待ちにしている

ようです。



５月１８日（月）

・きりがみのおしごと

・英語あそび

・体操あそび

今日は初めてのきりがみのおしごとをしました！

美容師になって切ってみようということで、「どんな髪型がいいかな？」とワクワク

しながら取り組んでくれました。はさみの持ち方に苦戦している子もいましたが、最

後まで、真剣な子ども達でした。

個性的な髪型が出来ました♪

その後は、英語あそびで果物の名前を英語で教えてもらいました！

知っている単語も多かったようで、どんどん果物の名前が出てきて、びっくりしまし

た。

また、色々な単語を少しずつ覚えていけたらいいなと思います。



５月１９日（木）

・ 歯科検診

・ 歯磨き指導

今日は歯科検診、歯磨き指導がありました！

まずは歯磨き指導！飲み物食べ物にはどの位のお砂糖が入っているかのクイズがあ

り、コーラには約２０個、ハイチュウには約１５個の砂糖が入っていると聞きみんな

びっくりでした。

虫歯イキンが大好きな砂糖の入った飲み物、食べ物を食べた時にはしっかり歯磨きを

していきたいですね。その後は、虫歯がないかの歯科検診がありました。

上手にアーンとして、お医者さんに見ていただいていました。

しっかり歯を磨いて、虫歯ゼロにしていきたいですね♪



５月２０日（水）

・ 体操あそび

・ 視力検査

今日は体操あそびで、バルーンをしました！

座り方やバルーンの持ち方、技もどんどん上手になっています♪

子ども達はバルーンが大好きで、楽しんで練習してくれています。

その後は視力検査がありました！片方の目を隠して指でさされた動物の名前を言っ

てもらうものでしたが、少し難しかったようで、自信がなさそうな様子も見られまし

たが、頑張りました！

待っている時間はお外でも遊んで、汗びっしょりのももくみさんでした！



５月２１日（木）

・園外保育

今日は園外保育でふれあいスポーツランドへ行ってきました！

お天気もとってもよく遠足日和。子ども達もとっても楽しみにしていました。

今回は、触れ合い中心で、みんなでだるまさんがころんだやおにごっこ、サッカーや

しっぽとりゲーム等をして遊びました。芝生での広い場所に思いっきり体を動かして、

みんな楽しんでいました。

お弁当もモリモリ食べて、遊具でも遊んで、楽しい園外保育でした♪

バスのなかでも、元気いっぱい！お話して帰ってきたもも組さんでした。



５月２２日（金）

・園外保育の思い出描き

・英語あそび

・戸外あそび

今日は昨日の園外保育の思い出を描きました。

子ども達に何が１番楽しかったのか話を聞いてみると、「お弁当が楽しかった」「サッ

カー」「やきゅうが面白かったー」と教えてくれました。絵に描くことが少しむずか

しいと戸惑っている子もいましたが、お花の絵やお友達の絵や、とっても上手に描い

てくれました♪

また、お部屋に飾りたいと思います！

そして、その後は外に出て遊びました。砂場や虫探し、お友達とたくさん遊んで楽し

んでいたももくみさんでした♪



５月２５日（月）

・なかよしあそび

・戸外あそび

・たいそうあそび

今日はももくみになってはじめてのなかよしあそびでした！

なかよしあそびは、グループに分かれて、いつもとは違う先生やお友達と交流するも

ので、子ども達は大好き！朝から、今日はなかよしあそびでしょと楽しみにしていま

した。

クラスでグループの発表があり、体育館での集団リズムの後それぞれのグループに分

かれて、自己紹介をしました！次回からは、作り物をしたり、ゲームをしたり、お楽

しみをしたいと思います♪

外でも元気に遊んだももくみさん。

体操あそびでも輪っかを使って、跳び箱の踏み込みの練習をしました。

両足を踏み込むことが少し難しい様子でしたが、また練習していきたいと思います♪



５月２７日（木）

・ 英語あそび

・ 父の日似顔絵描き

今日の英語あそびはスーザン先生と、自己紹介をしました！２回目だったので、しっ

かり自分の名前を英語で話すことができていましたよ！

そして、コープ田上店に飾って頂くお父さんの絵を描きました。昨日、お父さんの顔

をこっそり見てきてね！とお話していたので、「今日お父さんの絵を描くんでしょー」

「お父さんメガネかけてるよ」と教えてくれました。お父さんの顔を思い出しながら、

とってもハンサムなお父さんを描いてくれたももくみさんでした♪明日はプレゼン

トの絵を描きたいと思います。



５月２８日（木）

・父の日思い出描き

・英語あそび

・体操あそび

今日はプレゼント用のおとうさんの似顔絵を描きました！

昨日コープに飾ってもらう絵とばらを折ったので、子ども達もスムーズに取り組んで

くれていたようです。

周りにハートや模様を描いてとっても素敵な絵が出来ました。

お仕事がんばって、いつも遊んでくれる大好きなお父さんに、感謝の気持ちを込めた

似顔絵を楽しみにされて下さいね！

はやと先生との英語あそび、体操あそびを楽しんだもも組さんでした♪



５月２９日（金）

・おはなしかい

・英語あそび

・体操あそび

今日で５月も最後になりました。今日は灰がすごかったですね！外で遊べず子ども達

も残念そうでした。

今日は、おひさま文庫のお母様方のおはなし会がありました。絵本が大好きなもも組

さんは楽しみにしていたようで、お母様方のお話をよく聞いていました。「どろんこ」

や「やさいのおなか」など、楽しいお話ばかりで、みんな楽しんでいました。おひさ

ま文庫のお母様がたありがとうございました！

そして、今日の英語あそびは隼人先生と果物と野菜の名前を教えてもらいました。知

っている野菜も多かったようです。英語で言われた絵を叩くゲームをしました！間違

えずにたたく事が出来ていてびっくりしました！とても楽しんでいたももくみさん

でした♪



６月１日（金）

・製作帳「あじさい」

・体操あそび

今日から６月ですね！

今日は製作帳をしました。６月は「あじさい」を作りました！

最初にあじさいの花を実際に見ました。「きれいだね！」「花びら４枚ある！」「さわ

っていい？」「いいにおいがする！」とイメージも膨らんだようです。

折り方が今までより少し難しく、「できないよー」と苦戦する子もいました。

折り方をゆっくり説明する事で、苦戦しながらもあじさいが出来ました。

かえるやカタツムリも上手に描いていました♪

そして、体操あそびでは、跳び箱の手のつきかたの練習をしました。初めてだったの

で、なかなか上手に出来ない子もいましたが、練習していきたいと思います♪



６月２日（火）

・体操あそび

・英語あそび

・あじさい共同製作

今日の英語あそびはアルファベットの A を書きました！

初めてだったので、「むずかしー」という子もいましたが、スーザン先生のお話をし

っかりきいて、上手に描くことができました。

今日はお部屋に飾る壁面をグループのお友達と一緒に製作しました！

ちぎった折り紙を一緒に仲良く使って製作を楽しんだもも組さん。

中には、「のりもみんなで仲良く使うのー？」という子もいました！

とっても素敵なあじさいが出来ました。また飾りたいと思います♪



６月４日（木）

・体操遊び

・七夕飾りつくり

今日の体操あそびはバルーンをしました！

新しい技にも挑戦！少し難しかったようです（笑）

ですが、バルーンにも慣れて、楽しんで取り組んでくれているもも組さんです♪

お部屋に戻って七夕の飾りをつくりました！

わっかを繋げ、かざりを作りました。上手に出来るかな！？と少し心配でしたが、み

んなすごく上手で、「みてー」「ながくなったよ」と見せてくれました。

七夕の飾りつけまで、飾りや短冊を作って準備をしていきたいと思います♪



６月５日（金）

・せんのワーク

・英語あそび

・絵本の取り扱い

今日はせんのワークをしました！

えんぴつの持ち方も姿勢も大分慣れてきました。ゆっくり丁寧になぞっていたもも組

さんでした♪

そして、英語あそびではスーザン先生に、「I want～」の使い方を教えてもらいま

した。

最初は恥ずかしそうな子ども達でしたが、少しずつ慣れて、上手に言えることが出来

るようになっていました♪その後は絵本の取り扱いをしました！

シールを貼ったり、物語を読んだり、楽しんでいたもも組さんでした♪



６月８日（月）

・七夕飾り作り

・体操

今日は七夕の短冊に一緒につける飾りを作りました！

魚の目を描いて、うろこをはさみで切って貼って、素敵な飾りが出来ました。

みんなはさみの使い方も上手になったなと成長を感じました。お願い事もまた聞いて

みたいと思います♪

そして、体操では、ブリッジの練習で、足を上げたり手をあげたりする事にも挑戦！

頭をつけないでブリッジする事はとっても上手になったので、また練習していきたい

と思います♪



６月９日（火）

・なかよしあそび

・時計あそび

今日はみんなの大好きななかよしあそびでした！

幼稚園の水族館に飾るお魚を作りました！たこやかにお魚やくじらそれぞれのグル

ープで作った作品を嬉しそうに持ってお部屋に帰ってきました♪

また飾りたいと思います。

そして、この前作ったかたつむりの時計で遊びました！

「起きた時間は…」「お昼ごはんは…」「おやつは…」と話しながら、時間の大切さも

感じてもらえたと思います♪また明日持ち帰りますので、一緒に遊んでみてください

ね！



６月１０日（水）

・誕生会

今日は、６月生まれの誕生会でした！もも組さんからは２人のお友達が舞台に立ちま

した。

「ケーキやさんになりたいです」「デザイナーになりたいです。」と素敵な夢を教えて

くれました♪

自己紹介もお遊戯もとっても上手でした。

お部屋の誕生会では、質問をしたり、お母様方にお話をして頂いたり、とても楽しい

誕生会でした。

他の子ども達もしっかりお話を聞いていました。自分の番を心待ちにしているもも組

さんです♪



６月１１日（木）

・ 英語あそび

・ 体操あそび

今日ははやと先生と英語あそびで、お店屋さんごっこをしました。

お店屋さんとお客さんに分かれて「Please～」「hear you are」の練習をしまし

た！

最初は少し緊張していましたが、徐々に慣れて上手に言うことが出来ました!

その後の体操あそびでは、今日はリリークラスさんとの合同でバルーンをしました！

はやと先生の号令でするのは初めてでしたが、とっても上手でした♪

また練習頑張っていきたいと思います。



６月１２日（金）

・実習の先生のお楽しみ

今日は実習に来ている先生のお楽しみがありました。

「何を作るんだろう」と子ども達もワクワク。絵本を読んでもらい、カエルさんが出

てくると子ども達もびっくり！「早く作りたーい」と説明にもしっかり耳を傾けて、

キラキラの洋服を貼って、カエルの顔を描いて、紙皿に貼りました。とっても嬉しそ

うで、「せんせいみてー」と見せてくれました♪

そして、みんなでカスタネットを使ってお散歩ゲームとカエルの合唱をしました。

みんな夢中で、お楽しみがたのしかったんだなと感じました。子ども達の嬉しそうな

表情が見れて、とても嬉しかったです。

今日で、実習の先生が最後でした。子ども達も「え～またくる～？」と少し寂しそう

でした。

また遊びに来て欲しいですね！



６月１５日（月）

・父の日のプレゼントつくり

・英語あそび

今日は大好きなお父さんにプレゼントを作りました！

まずはシャツにスタンプをしました。スポンジ、プチプチ、ダンボールと色々な種類

のスタンプがあったので、子ども達も「どれにしようかなー」と迷いながらも、自分

の好きなスタンプと好きな色を選んで、楽しく取り組んでいました！

その後は、ネクタイにカラフルな模様を折紙で、つくりました。みんなとってもカラ

フルで素敵なネクタイが出来ました。「いつもって帰るのー？」と楽しみにしていた

子もいました♪

今週持ち帰りますので楽しみにしていて下さいね！



６月１６日（火）

・きりがみのおしごと

・英語あそび

今日はきりがみのおしごとをしました。

はさみを使っての製作で今日はくだものを切りました！直線だったので、子ども達も

上手に切る事が出来ていて、とってもスムーズでした♪果物をしっかり並べて貼る事

もとっても上手でした！

そして、英語あそびでは、スーザン先生とゲームあそびをしました。黒板に書いた絵

にボールをあてるゲームで子ども達も楽しんでいました！



６月１７日（水）

・体操あそび

・鍵盤ハーモニカ

今日は体操あそびでバルーンをしました！

技を続けて練習しスムーズに流れる事が出来ました。どんどん上手になっています

よ！

そして、鍵盤ハーモニカをしました。年少組さんの時にしていた「ドドド～」の練習

をしてみると、しっかり覚えていて、とっても上手でした♪姿勢を格好良く座る練習

も頑張っています！

また練習頑張っていきたいと思います！

少し時間があったので、ハンカチ落としゲームをしました。

初めてしたので最初はみんな戸惑いながらでしたが、少しずつルールも理解して、「ま

たやりたい！」と言ってくれました♪また、遊びたいと思います。



６月１９日（金）

・七夕の飾り作り

・英語あそび

・体操

今日は七夕の短冊に一緒に飾る飾りの製作をしました！

幼稚園の短冊には浮き輪を一緒に飾ります♪まずは白の浮き輪に模様を描いて、絵の

具ではじき絵をしました！どんな模様にしようかなー？とハートや星水玉などの模

様を描いて、３色の絵の具から１つを自分で選んで色を塗りました。はじき絵は始め

てで、子ども達もすごーい！ととっても喜んでいました♪とっても可愛い浮き輪が出

来ました。幼稚園の飾りつけがとっても楽しみです。



６月２２日（月）

・なかよしあそび

・自由あそび

今日はなかよしあそびでした！！今日のなかよしあそびは動物がテーマでした。

それぞれのグループで、パンダやうさぎ、きりん、へびなどかわいい動物を作ってい

ました！

子ども達もとっても嬉しそうでした♪またお部屋の入り口に飾りたいと思います。

その後はお部屋で粘土をしたり、絵を描いたりして遊びました。

みんなそれぞれの遊びを楽しんでいました♪



６月２３日（火）

・芋堀

今日は水遊びお予定でしたが、お天気が曇りで、先日行けなかった芋掘りに行く事に

なりました！

水遊びを楽しみにしていた子ども達も、「金曜日にするんだったらいいよー」と芋掘

りを楽しみにしていました♪「モグラのてで掘る！」と気合満々で畑について芋掘り

始め！！続いた雨で、畑の土は固く、みんな「ほれないよー」と悪戦苦闘していまし

た。それでも一生懸命掘って、「掘れたー」「みてみて！」と大喜び！先生達にも手伝

って貰い、みんな袋いっぱいジャガイモをいれていました。

今日のお料理は何かな？と楽しみにしていたももくみさんでした。またお話を聞いて

みたいと思います♪



６月２４日（水）

・SI あそび

・英語あそび

今日は SI あそびをしました。今回は、おはなししましょうという教材で、先生が読

むお話しにぴったりの絵を置くあそびでした。最初は「これでいいのー？」と聞く姿

が見られましたが、慣れていくと、しっかり話しを聞いて、自分なりに絵を探して置

いていた子ども達でした。

みんなで一斉に取り組む活動だったので、少し難しかったようでしたが、一生懸命に

考えて取り組んでくれていたもも組さんでした。

その後の英語あそびでは、はやと先生に絵本を読んで頂きました。英語の絵本にも興

味を持ってくれています♪



６月２５日（木）

・園外保育

今日はみんなが楽しみにしていた園外保育で、水族館に行ってきました！

まずは大水槽を見て、みんな「のこぎりざめがいるー」「大きいさかなだー」と大興

奮！

その後にチンアナゴや他の魚を見て、イルカショーへ！

クイズに答えたり、実験をしたり、子ども達も一緒に合図をするなど、楽しい時間で

した。

愛情込めて作って頂いたお弁当もとっても嬉しそうにおいしそうに食べていました

♪

帰る前にはタッチプールで、なまこやヒトデを見に行きました！恐る恐るなまこに触

る子、

見てみてーと積極的に触る子それぞれの表情でとっても可愛かったです♪

今日はたくさん遊んで、楽しんでいた子ども達。今日は疲れたと思うので、ゆっくり

休んで下さいね！



６月２６日（金）
・みずあそび

・英語あそび

今日は子ども達が心待ちにしていたみずあそびでした！朝から「今日はみずあそびで

しょー」と楽しみにしていました。雨も降っていましたが、じめじめしていたので、

水にはいると、気持ちが良く、子ども達も大喜びでした！今日は初めてだったので、

汽車に変身してお散歩と、足をばたばたする練習と軽く水浴び程度でしたが、とても

楽しんでいました♪また次回のみずあそびを楽しみにしていて下さいね！

その後の英語あそびはスーザン先生と歌をうたったり、ゲームをしたり、楽しんでい

たもも組さんでした。



６月２９日（月）

・かえる王国

今日は、カエルに変身して、カエル王国に遊びに行きました！

まずはお部屋でカエルのお面を作って、頭につけると子ども達は「けろけろ」とかえ

るになりきってお散歩していまいした。その姿がとってもかわいかったです♪体育館

に出てみると、トンネルやトランポリン、池などのお楽しみがたくさんあって、子ど

も達も大喜び。遊んだらシールをもらい、色々な遊びに挑戦！

時間が過ぎるのがとっても早く感じました♪子ども達も「たのしかった」と言ってい

ました。

カエル王子からのお手紙ももらって、子ども達も大満足の様子でした♪



６月３０日（火）

・おはなし会

・英語あそび

・体操

今日はおひさま文庫のお母様がたによる、おはなし会がありました！

絵本や指あそびに子ども達も目をキラキラさせて聞いていました。楽しいお話をあり

がとうございました！

その後の英語あそびや体操も楽しみました。体操では、大きなトランポリンをしまし

た！

思いっきりジャンプしていたので、少し疲れた子もいたようでしたが、転んでも立ち

上がり、とっても楽しんでいたもも組さんでした♪



７月１日（月）

・みずあそび

・席替え

今日は子ども達が楽しみにしていた水遊びでした！

風が強く寒くないかな！？と少し心配でしたが、入ってみると最初は冷たく子ども達

も「つめたーい」という声も聞こえましたが、慣れていくとみんな大はしゃぎで、楽

しんでいました。

早くお天気がいい中で水遊びがやりたいですね。また次回を楽しみにしていてくださ

いね。

その後は席替えをしました！新しい席にみんな大喜びでした♪グループの名前も子

ども達が「果物がいい♪」とのことだったので果物の名前になりました。友達としっ

かり相談して決めていたももくみさんでした。



７月２日（火）

・七夕飾りつけ

・絵本の取り扱い

今日は七夕の飾りつけをしました！願い事が叶いますようにと心を込めて飾りまし

た。飾りを付けて、「自分の短冊はどこー？」と探して、「あったよ！見てみてー」と

嬉しそうなもも組さんでした♪

写真も撮って…願いを込めました。みんなの願い事が叶いますように。

その後は絵本の取り扱いをしました！ちょうど七夕のお話もあり、飾りつけをした後

だったので、「さっき飾ったよね！」と話をしながら…イメージも膨らみ、楽しく絵

本を見て、聞くことが出来ました。

シールのお楽しみも楽しんでいたもも組さんでした！



７月３日（金）

・英語あそび

・せんのワーク

今日はせんのワークをしました！今日は曲線に挑戦！今まで直線だけだったので少

し苦戦する子もいて、線や枠からはみ出てしまう子もいました。でも、みんな真剣に

取り組んでくれていて、ゆっくり丁寧に最後まで頑張ってくれました。鉛筆の持ち方

姿勢も少しずつ上手になっています♪せんのワークの後は、絵本の部屋から自分の好

きな絵本を選んで読みました！

「絵本がいっぱいあるねー」「先生これ読んで！」と喜んでいました♪その後は子ど

も達の選んだ絵本を読みました！みんな真剣にお話しを聞いてくれていました。これ

からも、絵本を読んであげる時間をたくさん作っていきたいと思います♪



７月６日（月）

・なかよしあそび

・英語あそび

今日はなかよしあそびがありました！

今日はそれぞれのグループに分かれて、グループの先生達が用意したお楽しみをしま

した！

手裏剣をつくったり、剣玉を作ったりみんな楽しかったようで、お部屋に帰ってくる

と「先生みてー」「つくったよ！」と作ったものを見せてくれました♪給食の後も、「遊

んでいい？」とお気に入りになったようです♪またお家でも遊んでみて下さいね！



７月７日（火）

・体操あそび

・英語あそび

今日は体操あそびでバルーンをしました！

技の後の忍者座りもとっても上手になり、スムーズに流れる事ができました♪

今日は少しボールもとび、子ども達も「とんだー」と喜んでいました。

次は音楽でやってみたいと思います♪

そして、英語あそびでは、家族の顔を描きました！「お父さんと、お母さんとぼくとお姉ちゃん！」

としっかり家族構成を理解して、描いていました。終わった後、「先生みてみてー」と描いた絵を

嬉しそうに見せてくれたもも組さんでした。



７月８日（水）

・誕生会

今日は７月生まれの誕生会でした！

もも組さんからは２人のお友達が舞台に立ちました。「ケーキ屋さんになりたいです。」「プリンセ

スプリキュアになりたいです」と少し緊張しながらも自己紹介してくれました。

おゆうぎも上手に可愛く踊ってくれました♪

お部屋の誕生会でも、自己紹介をしたり、質問をしたり、お母さん方のお話を聞いたり、楽しい

時間を過ごす事が出来ました。

他の子ども達もお話を聞いて、たくさんお祝いをしてくれていました！



７月９日（木）

・みずあそび

今日は子ども達が大好きなみずあそびでした！今日はとってもいい天気でみずあそび日和。

水は少し冷たかったのですが、遊んでいるうちに水の冷たさに慣れてとってもいい気持ちでし

た！みんなで汽車になってお散歩してみたり、ワニに変身したり、みんなで楽しんだ後に、自由

遊びで水を掛け合って遊んだりバケツを使っておままごとをしてみたりして遊びました。

久しぶりのいい天気でたくさん遊んだもも組さんでした♪



７月１０日（金）

・ボディペインティング

今日は子ども達が楽しみにしていたボディペインティングでした。

朝から楽しみにしていたもも組さん。「楽しむぞ！」と気合満々！！だったのです

が…手を入れてみると「…」「ヌルヌルする－」と表情が固まる子もいました！慣

れていくうちに、少しずつ

自分の体につけたり、お友達につけたり、楽しむ姿も見られました！

色を落として、プールに入ると、子ども達は大喜びでした♪

普段はあまり触れない感触に戸惑う子もいましたが、いい経験になったと思います。



７月１３日（月）

・ＳＩあそび

・体操あそび

・鍵盤ハーモニカ

今日はＳＩあそびでした３回目ということで少しずつ慣れてきたようで、導入にも積

極的に手を挙げる子が沢山いました♪集中して取り組んでいて終わると「できたー」

と嬉しそうに教えてくれました！

難しい…という子もいましたが最後まで一生懸命がんばってくれました。

そして、鍵盤ハーモニカは「ちいさなせかい」の曲に挑戦しました！少しずつ音が聞

こえてくるようになり、花丸をもらってとっても嬉しそうなもも組さんでした！



７月１４日（火）

・水あそび

・英語あそび

今日は子ども達が大好きな水あそびでした！

「最後のみずあそびでしょー」と楽しみにしていたもも組さん。水着に着替えてプー

ルへ！！

汽車やワニに変身した後、今日は最後の日だったので、自由の時間をたくさんとって

遊びました。

いっぱい遊びましたが、「まだ遊びたかったなー」とまだまだ遊びたかったようでし

た。

また夏休みご家族で、遊びに行かれてくださいね♪

その後はスーザン先生との英語あそびでした。絵本を読んでもらったり、ゲームをし

たり、楽しんでいたもも組さんでした。



７月１５日（水）

・PTA

・保育参観

製作帳「ヨットとうみ」

きょうの保育参観・PTA 有り難うございました！

保育参観では製作帳でヨットの折り紙をしました。お母様方が見ていたこともあって、

少し緊張していたようでしたが、話しをよく聞いて、取り組んでくれました♪途中か

らはお母様方の力と一緒に製作帳に貼ったり、絵を描いたりしました。子ども達の製

作の様子を見て、また成長を感じて頂けたことと思います！本当にありがとうござい

ました。



７月１６日（木）

・体操あそび

今日は１学期最後の体操あそびでバルーンをしました！初めて音楽に合わせました。

初めてだったのでバタバタしながらでしたが…初めてでとっても上手でした♪また

２学期も楽しく取り組んでいきたいと思います。

その後は、年中組さんで、しっぽとりゲームをしたり、爆弾ゲームをしたり、お遊戯

をしたり、お楽しみをしました。しっぽとりゲームでは、しっぽを取られてしまい、

涙を流してしまうお友達もいましたが、みんな楽しんでくれていたようでした！

明日は１学期最後です！全員元気で幼稚園に来て欲しいです♪



７月１７日（金）

・終業式

今日は 1 学期最後！終業式でした。

「もう明日から夏休みだね！」と楽しみにしているもも組さん。終業式で園長先生と

も「ケガしない！お母さんおとうさんのお話聞く！」と約束してくれました。

そして、もも組さんから１人引っ越しのため、転園するお友達の紹介がありました。

みんな寂しそうでしたが、また違う幼稚園でも頑張って欲しいと思います♪

１学期はたくさんのご協力有り難うございました！楽しい元気いっぱい過ごす事が

出来たのも、保護者の皆様のおかげです！有り難うございました。また２学期もご協

力を頂くことがあると思いますが、ご協力よろしくお願いします。



９月１日（火）

・始業式

久しぶりの幼稚園！みんな元気に登園してくれました。子ども達に会えてとっても嬉

しかったです。真っ黒に日焼けして楽しい夏休みが過ごせたのだなと感じるところで

した。「海いったよー」「プールたのしかった」とお話をたくさん教えてくれました。

始業式では、園長先生の話を聞いて、２学期も頑張ると約束してくれました♪

２学期も元気に過ごしていきたいと思います２学期もよろしくお願いします。



９月２日（水）

・夏休みの思い出書き

・身体測定

今日は、夏休みの思い出を描きました！

昨日もお話してくれたのですが、いっぱいあった中から 1 つ選ぶのに「何を描こうか

なー」と悩んでいたもも組さん。「花火みたよ」「海にいったよ」と楽しかった思い出

を描いてくれました。

夏休み明けて、また上手になったなと感じたところでした。お部屋に飾ってあります

ので、是非見られてくださいね！そして、身体測定もしました。パンツレンジャーに

なって、「大きくなっているかな？」とドキドキ。みんな大きくなっていましたよ♪

またお知らせしますね♪



９月３日（木）

・製作帳「つきとうさぎ」

・かけっこの並ぶ練習

今日は製作帳をしました！

９月は十五夜という事で、ウサギを折り紙で折りました！初めは「かんたんだね」と

折り進めていましたが、はさみを使うところで、「むずかしいよー」「どこきるのー？」

と苦戦する子もいました。

でしたが、先生にききながら、みんな完成しました！周りの飾りはまた描きたいと思

います♪

そして、その後はかけっこの並ぶ練習をしました！まずは並んで隣のお友達を覚えて、

シャッフル！

分からなくなる子もいるだろうなとおもっていましたが、みんな「ここだよ！」と教

えあいながら、スムーズに並ぶ事が出来ました♪明日走ってみたいと思います♪お楽

しみにー



９月４日（金）

・体育館壁面つくり

・運動会のおけいこ

   バルーン

今日は、体育館の壁面でコスモスをつくりました！

折り紙を重ねて花びらを作っていきました。みんなニコニコの顔を描いて、とっても

かわいいコスモスの花が出来ましたよ♪

その後はバルーンをしました！久しぶりのバルーンに少し忘れているところもあり

ましたが、

また少しずつ思い出してもらえたらいいなと思います♪



９月７日（月）

・きりがみのお仕事

・バルーン

・かけっこ

今日はきりがみのおしごとをしました！２学期初めてのきりがみのおしごとでした

が、はさみの使い方が上手になったなと関心したところでした！みんなしっかり話し

を聞いて一生懸命取り組む姿に、夏休みを終えて成長を感じました。直線だったので、

みんなとってもスムーズでした♪

その後はバルーンの練習をしました。少し復習をして、音楽に合わせました！戸惑う

姿もありましたが、楽しんでいたもも組さんでした。そして、かっけっこも頑張りま

した！運動会の練習も頑張っていきたいと思います♪



９月８日（火）

・製作帳

・絵本の取り扱い

・運動会全体練習

今日は、先日した製作帳の続きをしました。

うさぎの顔とお月さまの顔を描いて、「星も描こう」「お団子も描く」と周りのお友達

と話しをしながら楽しく絵を描いていました♪その後は９月の絵本の取り扱いをし

ました！今日はみんなが大好きなシールを貼りました。どんぐり２個、栗を１個ずつ

お皿にのせていくものだったのですが、数の数え方に苦戦する子が多かったです。繰

り返し話しをすると、「見てー！はれたよ！」と

嬉しそうに教えてくれました♪

そして、運動会の全体練習もありました！初めてだったのですが、お部屋や朝の体力

作りの時間に練習していたこともあって、並び方や体操、歌とっても上手でした！ま

た練習を頑張っていきたいと思います♪



９月１０日（木）

・祖父母参観

祖父母参観ありがとうございました！

大好きなおじいちゃん・おばあちゃん達との触れ合いでは、ギューをしたり、ほっぺ

とほっぺをくっつけたり、少し恥ずかしそうでしたが、とっても嬉しそうでした。ゲ

ームでは、赤白合戦をしました！子ども達はやっぱり素早く、２回とも子ども達の勝

ち！子ども達はとっても喜んでいました♪

その後の万国旗製作では、おじいちゃんおばあちゃん達と一緒に運動会に飾る万国旗

に絵を描いたり、折り紙をちぎって貼ったりしました。一緒に製作が出来て、子ども

達も楽しんでくれていた様です。今日は本当に有り難うございました！




