
４月１３日（月）
・登園、降園指導

今日からすみれ組がスタートしました。初めてのバス、初めてのお部屋に少し緊張

気味のすみれ組さん。先生と一緒にシールを貼ったりかばんのお片づけをしたりしま

した。「どうするの？」「出来たよ！！」とたくさんお話ししてくれてとても嬉しかっ

たです。お返事もみんな手を挙げてお返事をしてくれましたよ。

途中園長先生がお部屋に来て、マジックをしてくれました。先生の手から色々な色

のお花が出てくるたび「すごいね！！」ととても楽しそうにするすみれ組さんでした。

明日も楽しく過ごしたいと思います。



４月１４日（火）
・初めてのお絵かき

今日は、初めてクレヨンを使ってお絵描きをしました。クレヨンを食べない・机や

洋服に描かないなどのお約束をした後、画用紙に自由にお絵描きをしました。「先生、

見て!!」「アンパンマン描いたよ！」など、何を描いたのか教えてくれましたよ。色々

な色のクレヨンを使ってカラフルに描いてくれました。早速お部屋に飾りたいと思い

ます。

シールを貼ったり、タオルをかけたりと朝のカバンのお片づけも頑張りました。明

日からも続けて、一人でも出来るように頑張りたいと思います。



４月１６日（木）
・粘土の取り扱い

今日は、粘土の取り扱いがありました。パペットのうさこちゃんからすみれ組のみ

んなに粘土が届き、「粘土だ!!」「私のもある？」と目をキラキラさせるすみれ組さん。

お約束をしっかり確認して、早速粘土で遊びました。まなみ先生が作ったヘビやキャ

ンディーを真似して作ったり、雪だるまやお団子を作ったりと、とても楽しそうでし

たよ。「先生、見てみて!!あのね･･･」と作ったものを見せてくれました。

お片付けの時間になると、「まだやりたかったー」と残念そうにしていました。ま

た自由遊びの時間に遊びたいと思います。



４月２０日（月）
・園内探検

今日は、園内探検がありました。みんなで列車になって、幼稚園のいろいろなお部

屋を見て回りました。おふざけをしない事、お話をしない事などのお約束をしたあと、

早速出発です。お兄ちゃんお姉ちゃんたちのお部屋や、給食室、事務室、絵本のお部

屋などたくさんのお部屋を見ました。時々先生たちに手を振るおともだちもいました

よ。廊下から興味津々にお部屋を見るすみれ組さんでした。お約束もしっかり守って

くれましたよ。とても楽しい探検でした。



４月２１日（火）

・のりの取り扱い

今日は、のりの取り扱いがありました。のりを食べない・洋服につけない・つけす

ぎないなどのお約束をみんなで確認した後、早速自分ののりを取りに行きました。「ち

ちんぷいぷいのぷいっ!!」とみんなで魔法をかけてふたを開けてみました。折り紙の

白い方にのりをつけて、画用紙に貼っていきました。丸・三角・四角を組み合わせて

お家を作りました。みんな少しずつのりをつけて、上手に貼ってくれましたよ。

しっかり乾かしてお部屋に飾りたいと思います。



４月２２日（水）

・歓迎会

今日は、体育館で歓迎会がありました。カラー帽子を被って、入園式のように並ん

で入場しました。待っている間も「早く行きたいなぁ」とそわそわのすみれ組さん。

ニコニコ笑顔で、お兄ちゃんお姉ちゃんたちのいる体育館に入っていってくれました

よ。

園長先生のおはなしを聞いたり、チューリップ・園歌を歌ったりしました。お部屋

で歌っている曲だったので、大きな声で歌ってくれましたよ。その後は、もも組・き

く組のお兄ちゃんお姉ちゃんたちとお遊戯をしました。初めは緊張した様子のすみれ

組さんでしたが、だんだん慣れてくれたのか元気よく踊ってくれましたよ。楽しい歓

迎会でした。



４月２４日（金）

・製作帳「チューリップ」

今日は、製作帳でチューリップを作りました。緑色の台紙に、赤い花と葉っぱを２

枚貼りました。以前やったのりを使うときのお約束もしっかり覚えていてくれて、「こ

うするんだよね!!」とすみれ組さんから教えてくれましたよ。

のりをしっかりつけて、貼っていくすみれ組さん。「できたよー!!」と大きな声で教

えてくれました。のりを紙の端までしっかりつけて、とてもきれいなチューリップが

完成しました。

製作帳は、毎月作っていきます。５月の製作も楽しみです。



４月２７日（月）

・絵本の取り扱い

今日は、絵本の取り扱いをしました。「何それ!!」いつもと違う絵本に目をキラキラ

させるすみれ組さん。前に集まるよう声を掛けると、いそいそと前に来て座ってくれ

ました。動物の写真や、お弁当の写真などを見ながら、鳴き声やものの名前などを質

問していきました。元気良く答えてくれましたよ。

途中、シールを貼るページがあり、自分の絵本をもらって貼っていきました。てん

とう虫や蜂など春の花や虫のシールでした。「貼れたよ!!」とできあがったページを見

せてくれました。その後は、自由に絵本を見る時間にしました。自分の絵本を持てて、

ニコニコのすみれ組さんでした。



４月２８日（火）
・こいのぼり作り

今日は、こいのぼり制作をしました。水色に塗った紙皿に、まずクレヨンで目を描

きました。黒で描いたり、カラフルにしたりと色々な色の目になりましたよ。次に、

うろこをのりで貼っていきました。お約束をしっかり守ってくれながら、真剣に貼っ

ていくすみれ組さん。のりの使い方がとっても上手になりました。色々な色の折り紙

を貼って、カラフルなこいのぼりが完成しました。「見てみて‼」「できたよ！」と完

成したこいのぼりを見せてくれました。

ヒモを通して、１日に持ち帰りたいと思います。「いつ持って帰るの？」と待ちき

れない様子のすみれ組さんでした。



５月１日（金）
・外の取り扱い

・体操あそび

今日は、外の取り扱いをしました。滑り台に砂場、ブランコなど、色々な遊具にそ

わそわするすみれ組さん。みんなで遊ぶ時のお約束を確認したあと、早速遊びました。

砂場でケーキやお山を作ったり、ブランコに乗ったりと自分の好きな遊びをしました。

「けいこせんせーい!!」とお家の上に登って手をふってくれるおともだちもいました

よ。みんなで楽しく遊ぶことができました。

お外のあとは、体育館でしんすけ先生と体操遊びをしました。先生と一緒に体操を

したあと、体操座りやお母さん座りなど、いろいろな座り方をやってみました。まね

っこをしながら楽しそうに体操をすることができました。

明日からゴールデンウィークですね。また連休が終わったあと、元気なすみれ組さ

んに会えるのを楽しみにしています。



５月７日（木）
・体操あそび

・英語あそび

今日は、しんすけ先生と体操あそびがありました。体操をしたあと、片足で立って

カカシになったり、ぐるぐる回ってヘリコプターになったりしました。ニコニコ笑顔

で元気よく体操できましたよ。体操の後は、ゆみ先生と英語遊びがありました。初め

ての英語遊びだったので、先生に「I’m○○」と自己紹介をしました。恥ずかしそう

にしながらも、大きな声で言ってくれましたよ。自己紹介の後は、動物の名前を英語

で言っていきました。これからの英語あそびも楽しみです。

その後は、自由画帳の取り扱いをしました。お約束を確認して、自由にお絵かきを

しました。「お顔描いたよ!!」「先生、見てみて！」と描いた絵を見せてくれましたよ。

楽しくお絵かきができました。



５月１２日（火）

・園内清掃

・思い出描き

今日は、園内清掃がありました。園庭を掃除する予定でしたが、雨が降っていたの

でお部屋の掃除に変更になりました。雑巾で床を拭いたり、自分のお道具箱の中を整

理したりしました。「きれいになったよ‼」とお道具箱をみせてくれましたよ。床も、

みんなのおかげでピカピカになりました。

掃除の後は、１０日にあった家族ふれあいフェスティバルの思い出描きをしました。

「バルーンしたね」「サッカーもあったよ！」「ボールが楽しかった‼」と、日曜日の

ことを思い出しながら描いてくれました。「楽しかったね‼」とニコニコのすみれ組さ

んでした。

お並びのおけいこもしました。床に貼ってあるシールを目印にして、小さい順にな

らんでみました。さっと並べるようにおけいこを続けてみたいと思います。



５月１３日（水）

・英語あそび

・体操あそび

・はさみの取り扱い

今日は、ケン先生が英語あそびにきてくださいました。今日はバナナやリンゴ、パ

イナップルなどの果物の名前を英語で言いました。「Apple!!」と大きな声で言ってく

れましたよ。果物の後は、頭・肩・膝と歌を歌いながら言っていきました。先生の真

似をしながら歌ってくれましたよ。

体操遊びでは、しんすけ先生とボール遊びをしました。頭の上に乗せたり、投げて

キャッチしたりと楽しく体を動かしました。「ありがとうございました!!」と元気よく

挨拶もしてくれました。

はさみの取り扱いもしました。怪我をしないようしっかりお約束をしたあと、緑・

黄色・オレンジ・茶色の折り紙を切って、チャーハンを作りました。慎重にハサミを

使って作ってくれましたよ。最後に味付けもして美味しそうなチャーハンが完成しま

した。



５月１４日（木）

・英語あそび

・製作帳「こいのぼり」

今日の英語遊びも、ケン先生が来てくださいました。果物の名前や、色などを英語

で言っていきました。先生の真似をして大きな声で「Red!!」「Pink!!」と言ってくれ

ましたよ。みんなで楽しく英語遊びができました。

英語遊びのあとは、製作帳でこいのぼりを作りました。青・黄緑・黄色・オレンジ

の４色の中から好きな色の折り紙を２色選んで作りました。見本を見ながら一生懸命

折っていくすみれ組さん。「どうするのー??」と折り方を聞きながら作ってくれまし

たよ。折った後は、製作帳に貼って完成です。のりが乾いてからクレヨンで絵を書き

たいと思います。



５月１５日（金）

・誕生会

今日は、５月生まれの誕生会がありました。すみれ組からは、１人のおともだちがステー

ジに上がり、自己紹介やお遊戯を見せてくれました。少し緊張した様子でしたが、頑張ってく

れましたよ。他のすみれ組のおともだちは、体育館の椅子に座ってお祝いしました。「ハッピ

ーバースデー♪」と大きな声でお歌を歌ってくれましたよ。

お部屋に戻って、もう一度ハッピーバースデーの歌を歌ってお祝いしました。好きな色や、

大きくなったら何になりたいかなど色々質問して、みんなでこいのぼりの歌を歌いました。楽

しいお誕生会でした。



５月１８日（月）
・製作帳「こいのぼり」

・英語あそび

・体操あそび

今日は、金曜日に作った製作帳のこいのぼりに、クレヨンでお絵描きをしました。

こいのぼりに目を描いたり、太陽やお家を描いたりしました。「出来たー!!」とニコニ

コのすみれ組さんでしたよ。終わった後は、粘土で遊びました。車やおすし、お団子

など色々な形を作っていましたよ。まだまだ遊びたかったようで、お片づけの時間に

なると、「まだ遊びたかったー」と名残惜しそうにしていました。

体操あそびは、しんすけ先生と椅子体操をしました。椅子の上で片足で立ったり、

落ちないように気をつけながらぐるぐる回ったりと色々な動きをしました。運動会に

向けて少しずつおけいこしていきたいと思います。



５月１９日（火）
・歯科検診

・歯磨き指導

今日は、歯科検診と歯磨き指導がありました。まず、体育館で歯科検診がありまし

た。待っている時のお約束をして、「しーっ！」とお互いに言い合いながら移動しま

した。待っている間は、少し緊張気味のすみれ組さんでしたが、終わった後に「あり

がとうございました！」としっかりお礼を言うことが出来ましたよ。「すぐ終わった

ね‼」とニコニコのすみれ組さんでした。

お部屋に戻って、歯磨きの仕方を教えてもらいました。どうしたら虫歯にならない

かをみんなで考えて、先生に教えてもらいながら歯磨きをしていきました。

歯磨き指導のあとに、ゲームをしました。ばい菌の模型を息で吹き飛ばしたり、ベ

ロを色々な向きに動かしたりと、みんなで楽しくゲームが出来ました。

しっかり歯磨きをして虫歯にならないように気を付けていきたいと思います。



５月２０日（水）

・英語あそび

・健康診断

今日の英語あそびには、ソビア先生が来てくださいました。歌に合わせて手を頭や

肩、お腹に置いていく歌を歌った後、果物カードを見ながら名前を言っていきました。

「I like apple‼」と大きな声で言ってくれましたよ。ソビア先生に「上手だね‼」と褒

めてもらいました。

英語の後は、健康診断がありました。半袖の体操服と肌着を脱いで、準備をしまし

た。少し緊張しながらも診断を受けることが出来ましたよ。「痛いことしない？」と、

昨日に引き続きドキドキするすみれ組さんでした。



５月２１日（木）

・英語あそび

・絵本の取り扱い

今日の英語あそびは、ゆみ先生が来てくださいました。「はらぺこあおむし」のお

話をエプロンシアターでしてくださいました。どんなお話か知っているおともだちも

たくさんいて、「次はこれを食べるよ！」と教えてくれましたよ。「apple」「orange」

とあおむしが食べたものを元気よく英語で言っていきました。とても楽しそうに聞く

すみれ組さんでした。

絵本の取り扱いでは、ケーキにいちごのシールを貼ったり、こいのぼりのお話を読

んだりしました。いちごの絵をこすると匂いがするページもあり、「いい匂い‼」「い

ちごだ！」とニコニコでした。また月末に持ち帰りたいと思います。

お並びの練習も頑張りました。男の子と女の子で手を繋いで、並んだまま歩くおけ

いこです。途中前のおともだちを追い越してしまったり、ついてこられなかったりし

ましたが、最後には並んで歩くことができました。時間を見つけて少しずつ練習して

いきたいと思います。



５月２２日（金）

・父の日似顔絵描き

・英語あそび

・体操あそび

今日は、６月の父の日に向けて、お父さんの似顔絵を描きました。「メガネかけて

るの！」「お髭あるよ」とお父さんのお顔を思い出しながら、クレヨンで一生懸命描

いてくれましたよ。描き終わった絵を見て満足そうにするすみれ組さんでした。

英語遊びは、ケン先生が来て下さり、色の名前を英語で言っていきました。ちょう

どグループ名が色なので、自分のグループの色が出てくると、「ここだよ!!」とケン先

生に教えていましたよ。「Thank you very much!」と大きな声でお礼も言うことが

できました。

体操遊びは、しんすけ先生と椅子体操をしました。先生の真似をしながらさっと立

ったり動きを真似するすみれ組さん。ニコニコ楽しそうに体操することができました。

今日はとても天気が良かったので、みんなでお外に遊びに行きました。砂場や遊具

などでおともだちとたくさん遊びました。

来週も楽しく過ごしたいと思います。



５月２５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。体育館でみんなでお遊戯をした後、黄色・

緑・ピンク・白・水色・黄緑・オレンジ・赤・青の９つのグループに分かれて活動し

ました。いつもと違う先生におともだちと、普段と違う様子にそわそわするすみれ組

さん。今日は、自己紹介だけでおしまいでしたが、次回から製作をしたりゲームをし

たりします。次回からの活動が楽しみです。

英語あそびは、シンシア先生が英語の紙芝居をしてくれました。目や耳、鼻など身

体の部分の英語を交えながら楽しくお話を聞くことができました。

その後、お部屋で人形を隠して、宝探しをしました。目を隠している手の隙間から、

ちらっちらっとのぞくすみれ組さん。それでも「どこかなー？」と言いながら楽しそ

うに探してくれました。



５月２６日（火）

・避難訓練

今日は、避難訓練がありました。まず地震が発生し、その後給食室が火事になるとい

う内容で訓練しました。地震の時にどうしたらいいかきくと、「机の下に隠れるんだ

よ」と教えてくれるおともだちがいました。一度みんなで練習してみましたが、お話

もせずにさっと机の下に隠れてくれましたよ。机の下からさっと出て、並ぶ練習もし

てみましたが、これも１回で並ぶ事ができました。さすがすみれ組さんです。

いよいよ本番。地震発生の放送が流れると、少し不安そうにしながらも、練習のと

きのように隠れてくれました。園庭に避難するときも、口を手で隠しながら並んでく

れましたよ。お外に行くと、かっこいい消防車があり、目をキラキラさせるすみれ組

さん。「かっこいいね!!」と大興奮でした。

消防士の方から大切なお話を聞き、たくさん勉強になりました。



５月２７日（水）
・時計作り

・英語遊び

今日は、６月１０日の時の記念日にちなんで、時計作りをしました。紙皿に折り紙

をちぎって貼り、かえるの時計に変身させます。今日は、折り紙をちぎって紙皿に貼

る活動をしました。３色の折り紙の中から好きな色を選んで、ちぎっていきました。

「このぐらい？」と何度も確認しながらちぎってくれました。

ちぎり終わったら、のりでペタペタ貼っていきました。真ん中から貼っていったり、

端から貼っていったりと色々な貼り方をするすみれ組さん。一生懸命ペタペタ貼って

くれましたよ。

次は、目を描いたり、文字盤の数字をはったりします。完成が楽しみです。

英語遊びは、ケン先生と動物の名前を英語で言っていきました。お部屋の色々な場

所に動物カードを置いて、先生が言った動物の所へ行くゲームをしました。お部屋を

キョロキョロ探し、笑顔でタッチしに行ってくれましたよ。みんなで楽しく活動でき

ました。



５月２８日（木）
・外あそび

・体操あそび

今日は、お外にみんなで遊びに行きました。お家の遊具に登ったり、砂場でケーキ

やプリンを作ったり、滑り台をしたりと楽しく遊びました。曇だったので、暑すぎず

過ごしやすかったです。

お部屋に戻って、椅子体操をしました。片足を上げてかかしになったり、クルクル

回ってヘリコプターになったりしました。「はいっ」と元気よく返事をしてくれまし

たよ。また時間を見つけておけいこしたいと思います。

体操のあとは、みんなが大好きな粘土で遊びました。棒の粘土ベラに丸い粘土をさ

して串団子を作ったり、平らにしてハンバーガーを作ったりしていました。「まだや

りたかったのにな･･･」と言うくらい粘土が好きなすみれ組さんでした。



５月２９日（金）
・おはなし会

・視力検査

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。「何かな？」とそわ

そわのすみれ組さん。雨の絵本やホットケーキを作る絵本、果物の絵本などを読んで

もらいました。「この絵本知ってる‼」と言いながらじっと絵本を見ていましたよ。途

中、指遊びでこちょこちょをする指遊びがあり、「やってやって‼」とニコニコしなが

ら手を差し出していました。次のおはなし会が楽しみです。

おはなし会のあとは、視力検査をしました。ちょうちょ・犬・魚・鳥の絵が描いて

あるボードを見て何の絵か答えてもらいながら検査しました。めずらしかったのか

「順番まだ？」と持ちきれない様子のすみれ組さんでした。



６月１日（月）
・父の日プレゼント作り

・体操あそび

・英語あそび

今日は、父の日のプレゼント作りをしました。３色の折り紙をちぎって、丸い台紙

に貼っていきました。何度もしている活動なので、「小さくちぎらないんだよね!!」と

すみれ組さん。バラバラにならないよう粘土のふたにしっかりと入れてくれましたよ。

のりでペタペタ貼って、とてもカラフルな台紙が完成しました。ラミネートして、

鍵かけにする予定です。完成が楽しみです。

体操あそびは、椅子体操をしました。新しくウルトラマンやロケット、力もちなど

を練習しました。「はいっ」と大きな声で返事をして、やる気満々のすみれ組さんで

した。

英語あそびは、ゆみ先生にハチやバッタ、トンボなどの虫の名前を英語で教えても

らいました。おともだちのマークに使われている虫が出てくると、「○○くんのマー

クだよ!!」と言っていました。たくさん英語を覚えていきたいと思います。



６月２日（火）
・園外保育

今日は、初めての園外保育がありました。予定を変更して、水族館に出掛けました。

初めてのバス、初めての遠足にウキウキのすみれ組さん。「楽しみだね!!」とお友達同

士楽しそうにお話していましたよ。

水族館に到着して、早速イルカプールに行きました。たくさんのジャンプを見たり、

飼育員さんのまねをしてイルカに合図を送ったりと楽しい時間を過ごせました。イル

カの後は、大水槽を見に行きました。「サメがいるよ!!」「エイだ！」とたくさんの魚

達に大興奮でした。ガラスにぴったり張り付いて見ているすみれ組さん。とても可愛

かったです。

雨がやんでいたので、お外でお弁当を食べました。おともだちや先生と見せ合いっ

こをしながらみんなで楽しくお弁当を食べる事ができましたよ。

帰りのバスでは、疲れたのか寝てしまうおともだちがいましたが、どんなお魚がい

たかや、イルカについてなど、楽しくお話ししながら帰りました。とても楽しい園外

保育でした。



６月３日（水）
・英語あそび

・体操あそび

・園外保育思い出描き

今日は、昨日の園外保育の思い出描きをしました。「イルカいたよね！」「バスに乗

った!!」と楽しかった事をたくさん思い出してくれましたよ。楽しかったことをクレ

ヨンで画用紙いっぱいに描いてくれました。何を描いたのかもニコニコ笑顔で教えて

くれました。

体操遊びは、しんすけ先生と椅子体操をしました。前回までの動きも覚えていて、

先生の号令に合わせてかっこよく体操してくれましたよ。上手だね、と先生に褒めて

もらいました。次回の体操遊びも頑張りたいと思います。

英語遊びは、ゆみ先生と虫の名前を覚えていきました。大きな声で「Ant!!」「Bee!!」

と言ってくれました。英語あそびにも慣れてきてくれて、自分から進んで英語で言っ

てくれるおともだちもいますよ。みんなで楽しく活動することができました。



６月４日（木）

・時計作り

・英語あそび

・体操あそび

今日は、きりん組のおともだちと一緒に、時計作りの続きをしました。まず、クレ

ヨンで目を描きました。ニコニコの目だったり、ハートの目だったりといろいろな目

を描いてくれましたよ。 次に、口と文字盤の数字をのりで貼っていきました。１２・

３・６・９の４つの数字を貼りました。黒板にある見本をよく見ながら、貼ってくれ

ましたよ。「ここで大丈夫？」と何度も確認するすみれ組さんでした。目を描いて、

文字盤を貼ってかえるの時計が完成しました。とてもかわいい時計になりましたよ。

体操遊びは、体育館で椅子体操をしました。初めて入場もしてみました。「おー!!」

と掛け声をかけながら椅子の所まで行きます。しんすけ先生の号令に合わせて上手に

体操してくれました。



６月５日（金）

・七夕飾り作り

・英語あそび

今日は、みんなで七夕の飾りを作りました。水色の細い折紙を輪っかにして、どん

どん繋げていきました。最初は、「難しいー」と言っていたすみれ組さんでしたが、

先生達に手伝ってもらい、少しずつ出来るようになりました。少し長くなったら、グ

ループのおともだちと繋げて、１つの飾りにしました。「すごい！長くなったよ!!」と

ニコニコのすみれ組さんでした。

英語あそびは、シンシア先生が来て下さいました。バターやヨーグルトなど食べ物

の名前を英語で言っていきました。先生がおままごとのおもちゃを持ってきて、先生

が言ったものを選ぶ活動もしました。シンシア先生に「Very good!!」と褒められて

とても嬉しそうでしたよ。最後の挨拶も大きな声で言うことができました。

今日の朝の活動は、実習生の先生が指あそびをしてくれたり、ピアノを弾いてくれ

たりしてくれました。いつもより大きな声で歌うすみれ組さん。朝からやる気まんま

んでした。



６月８日（月）
・英語あそび

・製作帳「あじさい」

今日は、製作帳であじさいを作りました。本物のお花を見て「それ見た事ある！」

と教えてくれたおともだちもいました。３色の折紙をちぎって花びらにして、お花に

していきました。丸い円の中にどんどん貼っていくすみれ組さん。きれいなあじさい

の花が完成しましたよ。貼った後は、クレヨンでかえるやかたつむりを描いたり、雨

を描いたりしました。

英語あそびでは、シンシア先生と食べ物の名前を英語で言っていきました。元気よ

く言ってくれましたよ。絵本は、こんなとき何ていう？という絵本で、寝るときは

「Good night」、お礼を言うときは「Thank you」などいろいろな挨拶を一緒にし

ながら見ました。みんなで楽しく活動できました。



６月９日（火）

・なかよしあそび

・英語あそび

・体操あそび

今日は、なかよしあそびがありました。各色ごとに分かれて海の生き物をテーマに

製作をしました。のりやクレヨンを使って、カニや魚、クラゲなどいろいろな作品を

作って戻ってきてくれました。「これ作ったの‼」「見て見て！」とニコニコのすみれ

組さんでした。

英語あそびは、ゆみ先生がカエルが出てくる絵本を読んでくださいました。カエル

がジャンプする場面で「Jump!!」と言っていきました。大きな声で言ってくれまし

たよ。

体操あそびは、椅子体操をしました。動きもだいぶ覚えてくれて、「次はロケット

だよね‼」と教えてくれます。元気よく「はいっ」と返事をして体操してくれました。



６月１０日（水）

・誕生会

今日は、６月生まれの誕生会がありました。すみれ組からは、３人のおともだちが

ステージに上がり、自己紹介と大きくなったら何になりたいかを発表してくれたり、

おゆうぎをしてくれたりしました。お父さんやお母さん、おともだちの前で少し緊張

した様子の３人でしたが、上手に発表してくれましたよ。他のすみれ組さんは、体育

館の椅子に座ってお祝いしました。

お部屋に戻って、すみれ組の誕生会をしました。３人のおともだちに好きなものを

質問したり、ハッピーバースデーの歌を歌ったりしました。今月も楽しい誕生会でし

た。



６月１１日（木）

・実習生のお楽しみ

今日は、すみれ組に実習に来ている先生のお楽しみがありました。みんなで、かた

つむりとあじさいの飾りを作りました。最初にかたつむりに顔を描きました。「見て

みて!!」と先生に自分のかたつむりを見てもらうすみれ組さん。いつもと違う活動に

違う先生ということで、ウキウキのすみれ組さんでしたよ。

次に折り紙をちぎって、あじさいの花を作りました。ちぎった折り紙を真剣に貼る

すみれ組さん。いつもより集中していたのでは…と思うくらい上手に貼ってくれまし

た。

完成したかたつむりを連れて、園内に探検にも行きました。途中、先生が用意して

くれていたあじさいやカエルの飾りを見たり、葉っぱの上を歩いたりしました。「楽

しかったね!!」とニコニコでお部屋に戻ってきてくれましたよ。楽しい一日でした。



６月１２日（金）
・SI あそび

今日は、きりん組のおともだちと一緒に SI あそびをしました。「やまとうみ」とい

う題材で、ボードに描かれている形と同じカードを選んで貼っていく活動でした。

導入では、何人か前に出てどんな活動なのかやってもらいました。「ぼくもやりた

い‼」とやる気満々のすみれ組さんでした。その後は、自分のボードとカードをそれ

ぞれもらって自分で活動しました。「出来たよ‼」「分からなーい」と言いながら一生

懸命考えてくれましたよ。

終わった後、「またやりたいね」とお話してくれました。楽しく活動することがで

きました。

今日ですみれ組に実習に来ている先生が来るのが最後でした。みんなで椅子取りゲ

ームで遊んだあと、みんなの写真と先生の似顔絵をプレゼントしました。「ありがと

うございました！」と大きな声でお礼を言ってくれました。たくさん遊んでもらい、

とても楽しい２週間でした。



６月１５日（月）
・英語あそび

・体操あそび

・七夕飾り作り

今日は、ケン先生と英語あそびをしました。Jump や Fly など、いろいろな動きを

先生の英語を聞きながらしていきました。身振りも交えながら楽しく活動する事がで

きましたよ。

体操あそびは、椅子体操をしました。「先生、見て!!」とかっこよく座って待ってい

るすみれ組さん。さっと準備して、やる気満々でした。先生の笛に合わせてカカシや、

フラミンゴ、橋などの色々な動きをしてくれましたよ。「かっこいいね!!」とまなみ先

生に褒められて、ニコニコ嬉しそうにするすみれ組さんでした。

七夕飾り作りは、短冊の上につける夏にちなんだ飾りを作りました。今日は、アイ

スの飾りを作りました。「何味にしようかなー」とクレヨンの色を見ながら色々なア

イスを作ってくれましたよ。飾るのが楽しみです。



６月１６日（火）
・体操あそび

・英語あそび

・七夕飾り作り

今日の椅子体操は、体育館でしました。先生の号令に「おーっ!!」と返事をして椅

子のところへ移動しました。場所が変わってもいつものようにかっこよく体操してく

れましたよ。

体操の後は、だるまさんが転んだをして遊びました。ときどきふらっとしながらも、

止まってくれましたよ。ニコニコ笑顔で楽しく遊びました。

英語あそびは、シンシア先生に食べ物の英語を教えてもらいました。「バター」「マ

フィン」「トースト」とたくさんの英語を教えてくれました。大きな声で先生の真似

をして言ってくれましたよ。

七夕飾りは、夏にちなんだ飾り作りで、２つ目はおばけを作りました。クレヨンで

顔を描いた後、絵の具を使ってはじき絵をしました。「クレヨンが消えないね!!」と初

めてのはじき絵に興味しんしんのすみれ組さん。「順番まだ？」「はやくやりたいよ！」

と待ちきれない様子でした。色々な色のお化けが完成しました。



６月１７日（水）
・体操あそび

・絵本の取り扱い

・英語あそび

今日の英語遊びは、ソビア先生が来てくださいました。大きな絵本を読みながら、

消しゴムや鉛筆、ノートなど、文房具の英語を教えてもらいました。いつもより難し

かったからか、ついつい日本語で言ってしまうすみれ組さん。新しい英語も頑張って

覚えたいと思います。

体操遊びは、しんすけ先生とマット遊びをしました。先生に支えてもらいながら、

前転に挑戦しました。初めての活動にニコニコで、とても楽しそうに活動することが

できました。

６月の新しい絵本が届き、みんなで読みました。カエルやかたつむり、あじさいな

ど季節の写真がたくさん載っていました。シールのページもあり、美味しそうな卵料

理をテーブルに貼っていきました。「先生も食べていいよ!!」と料理をすすめてくれま

したよ。また月末に持ち帰りたいと思います。



６月１８日（木）
・体操あそび

・英語あそび

・七夕飾り作り

今日は、七夕の飾りを作りました。前回は、輪っかの飾りでしたが、今回は、四角

と三角の折り紙を使って作ります。どちらも縦にどんどんつなげて、長い飾りにしま

した。「出来たよ!!」「見て見て、先生!!」と長くつなげた飾りを見せてくれました。グ

ループごとに合体して、1 つの飾りにもしました。「長くなったね！」と自分達の作

った飾りを見て、ニコニコのすみれ組さんでした。

英語あそびは、ケン先生が大きな絵本を読んでくれました。雨の日のお話で、レイ

ンコートや傘、雨靴など雨の日に使うものの名前を英語で教えてもらいました。今日

の天気にぴったりの絵本でした。



６月２２日（月）
・なかよしあそび

今日は、なかよしあそびがありました。今回のテーマは動物で、各グループごとに

分かれて動物を製作しました。「先生これ作ったの‼」とクジャクやウサギ、シマウマ

など色々な動物を作って持ってきてくれました。教室の入り口に飾りたいと思います。

英語あそびでは、１から１０までの数字を線でむすんで、絵を完成させました。ク

レヨンで数えながら描いてくれましたよ。「できたよ‼」とニコニコのすみれ組さんで

した。

体操あそびは、体育館でマット遊びをしました。先生と一緒に前転をしました。し

っかり手をついてまわってくれましたよ。楽しく体操あそびができました。



６月２３日（火）
・じゃがいもほり

今日は、予定を変更してじゃがいもほりに出掛けました。雨が降っていない合間を

見計らって、みんなでバスに乗って出掛けました。「たくさん掘るよ!!」とやる気満々

のすみれ組さん。カラー帽子を被って袋を持って出発です。

畑に着くと、周りをきょろきょろ見ながら進み、てつろう先生に教えてもらいなが

ら掘りました。やる気満々のすみれ組さんでしたが、予想より深く掘らなければなら

なかったようで「ないよー」と困った様子でした。先生達に手伝ってもらいながら一

生懸命掘り、たくさんじゃがいもを見つけることが出来ましたよ。「たくさんとれた!!」

と満足した様子で幼稚園に帰りました。

今日のじゃがいもが何の料理に変身したのかお話を聞くのが楽しみです。



６月２４日（水）
・SI あそび

今日は、きりん組のみなみ先生と SI あそびをしました。いつもと違う先生に少し

驚いた様子のすみれ組さんでしたが、いつものようにかっこよくお座りをしてお話を

聞いてくれましたよ。

今日の SI あそびは、「ものあてカルタ」という題材で、先生が出した問題の答えに

なる絵を探す遊びでした。「鼻の長い動物はなんだ？」と先生が言うと、自分のカー

ドの中からゾウのカードを探してくれました。みんなで楽しく SI あそびをすること

ができました。

SI のあとは、粘土やお絵かきをして遊びました。カタツムリやおせんべい、キャン

ディなど色々な形を作っていましたよ。



６月２５日（木）
・水あそび

今日は、初めての水あそびがありました。「今日プールだよね‼」と朝からウキウキ

のすみれ組さん。いつもはなかなか行かないトイレにもさっと行ってくれましたよ。

水あそびのおかげですね‼

水着に着替えてグリーンマットに行き、準備体操をしました。ケガをしないようお

約束をしっかりして、プールにいきました。水に入った瞬間「きゃー‼」と大興奮の

すみれ組さんで、水をかけあったり、中をぐるぐる歩いてみたりと楽しく遊びました。

あまり長い時間は入ることが出来ませんでしたが、とても楽しかったです。次回の水

あそびは晴れますように…



６月２９日（月）
・カエル王国

今日は、お楽しみでカエル王国がありました。カエル王子からすみれ組さんに手紙

が届き、カエルに変身するお面の道具が入っていました。クレヨンで顔を描いて、み

んなでカエルに変身です。一緒に入っていたカードを持ってカエル王国に出発しまし

た。体育館がカエル王国に変身していて、トランポリンやマット、平均台などいつも

と違う遊び道具にウキウキのすみれ組さん。６つの遊具を回り、先生からカードにシ

ールをもらいました。「たくさんもらったよ!!」とたくさんシールを貼ったカードを見

せに来てくれましたよ。

お部屋に戻ると、カエル王子から一人一枚ずつメッセージカードが届いていました。

「先生、はやくちょうだい!!」と待ちきれない様子のすみれ組さんでした。とても楽

しいカエル王国でした。



６月３０日（火）
・おはなし会

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。最初にかたつむりが

出てくる詩をよんでくださいました。手でかたつむりを一緒につくりながら聞きまし

た。絵本は、ゾウが雨の中散歩するお話と、水の入ったコップの後ろにものを置いた

らどんな風に見えるかの絵本でした。イチゴが潰れて見えたり、フォークが２本ある

ように見えたりと、とても面白い絵本でしたよ。その後、虫がおすもうをする絵本も

読んでくださいました。「カブトムシ強いんだよ!!」「カマキリだ！」とかっこいい虫

たちに釘付けのすみれ組さんでした。

体操遊びでは、しんすけ先生と大きなトランポリンで遊びました。順番を守って並

び、ぴょんぴょん楽しそうにジャンプしていましたよ。楽しく身体を動かすことがで

きました。



７月１日（水）

・英語あそび

・体操あそび

今日の体操あそびでは、椅子体操のおけいこをした後ボールを使ってゲームをしま

した。一列に並んで後ろのおともだちにパスしていくゲームです。すみれの男の子・

女の子・きりん組と３つのチームに分かれて対戦しました。みんなしっかり前を見て

ボールが来るのを見ていましたよ。それぞれ１回ずつ勝ち、引き分けになりました。

またやりたいとおもいます。

英語あそびは、ケン先生から果物や動物のカードをもらい、先生が言ったカードを

持っていく遊びをしました。「Here you are!!」と言って渡す事ができました。

活動のあとは、後ろの壁面に飾るアイスクリームを作りました。色々な味のアイス

クリームが完成しました。アイスクリームがたくさんになり、賑やかでおいしそうな

壁面になりました。



７月２日（木）
・水遊び

・七夕飾りつけ

今日は、２回目の水あそびがありました。「プールだ!!」とウキウキのすみれ組さん。

さっとトイレに行って着替えてくれました。準備運動をしっかりして、プールの中に

入りました。今日は、バケツやおもちゃを使って自由に遊びました。水をすくったり、

お互いにかけあったり、楽しく遊びました。

水あそびのあとは、七夕の飾り付けをしました。２人で１つの飾りを笹につけてて

飾り付けをしました。「お願いが叶いますように…」と願いを込めて飾ることができ

ましたよ。昼休みに男の先生達がギャラリーに笹をつけてくれました。「先生、七夕

が持ち上がってるよ!!」教えてくれましたよ。体育館に行くのが楽しみになりました。



７月３日（金）

・鍵盤ハーモニカ

今日は、すみれ組さんが待ちに待った鍵盤ハーモニカの取り扱いがありました。「今

日ピアノするんだよね!!」「はやくはやく！」と自分の鍵盤ハーモニカを触りたくてう

ずうずしていましたよ。

まず、座り方や、ハーモニカの置き方などのお約束をしました。やる気満々のすみ

れ組さん、今日もかっこよかったです。お話を１回で聞いてくれて、さっとお約束を

お話することができました。自由に演奏する時間もニコニコ楽しそうに吹いていまし

たよ。

お片付けもさっとしてくれて、最後までかっこいいすみれ組さんでした。月曜日か

らは、ドレミファソのおけいこを少しずつしていきたいと思います。



７月６日（月）

・なかよしあそび

・鍵盤ハーモニカ

・英語あそび

今日は、なかよしあそびがありました。それぞれの色ごとに分かれて、活動をして

いきました。飛行機を作ったり、けん玉を作ったり、体操遊びをしたりといろいろな

活動をしました。「先生、これ作ったんだよ!!」と作ったものを見せてくれたり、おと

もだち同士見せ合ったりしていましたよ。楽しい活動だったようです。

なかよしあそびの後は、鍵盤ハーモニカのおけいこをしました。今日は、ドの音を

練習しました。お父さん指で押して「ド～♪」と上手に演奏してくれましたよ。次の

おけいこも頑張りたいと思います。

英語あそびは、ケン先生と歌を歌ったり、絵本を読んでもらったりしました。歌は、

すみれ組さんもお気に入りの曲で、身振りを交えながらニコニコで歌いました。



７月７日（火）

・園外保育

今日は、園外保育で都市農業センターに出かけました。天気が少し心配でしたが、

曇りのお天気になり、出かけることができました。どこに行くのか聞くと、「お花畑!!」

「動物のところ！」と答えてくれました。バスの中では、野菜のクイズを出したりど

んなお花があるか考えてみたりと、楽しく過ごしました。

バスを降りると、広い畑にびっくりのすみれ組さん。「ちょうちょがいる!!」「あの

野菜何？」と周りをきょろきょろ見渡していましたよ。きゅうりやピーマン、なすな

どの野菜を見ながらお弁当を食べる広場に移動しました。広場にいたヤギやウサギ、

にわとりに目をキラキラさせるすみれ組さん。「動いた!!」「あっちにもいる！」とと

ても楽しそうにお話してくれました。

みんなでシートを広げてお弁当を食べました。みんなで食べるお弁当は、とても美

味しかったです。たくさん歩いて少し疲れた様子のすみれ組さんでしたが、「楽しか

った!!」とニコニコ笑顔でお話してくれました。



７月８日（水）
・誕生会

今日は、７月生まれの誕生会がありました。すみれ組からは、２人のおともだちが

ステージに上がり、自己紹介をしてくれました。少し緊張している様子でしたが、し

っかりと名前や大きくなったら何になりたいか発表してくれましたよ。そして、誕生

会の終わりの挨拶をすみれ組が担当することになり、代表で５人のおともだちが挨拶

をしてくれました。恥ずかしそうにしながらも、しっかり挨拶をしてくれましたよ。

大きな拍手ももらいました。

お部屋に戻って、クラスの誕生会もしました。来月もどんな誕生会になるのか楽し

みです。



７月１３日（月）
・英語あそび

・体操あそび

・鍵盤ハーモニカ

今日の英語遊びは、シンシア先生がしてくださいました。色の名前を言いながら手

を叩いたり、足踏みしたりする歌を歌ったあと、ズボンやシャツなどの洋服の名前を

英語で教えてもらいました。新しい英語も少しずつ覚えていきたいです。

体操あそびは、しんすけ先生とブリッジやアザラシをしました。しっかり準備体操

をして、先生の合図で身体を持ち上げたり、腕を伸ばしたりしました。「先生、見て

ー」とかっこいいブリッジやアザラシを見せてくれましたよ。

鍵盤ハーモニカは、前回練習した「ド」の音を復習したあと、「レ」の音を練習し

ました。人差し指でおして、「レ～♪」と音を出しました。とても上手に演奏してく

れましたよ。準備も片付けもしっかりしてくれるすみれ組さんでした。



７月１４日（火）
・製作帳「ヨットとうみ」

今日は、保育参観がありました。椅子に座りながらも、廊下にいるお父さんお母さ

んが気になるすみれ組さん。お部屋に入ってきてくれた時には、ニコニコ笑顔で手を

振っていました。一緒に制作帳の「ヨットとうみ」を作ることになりました。青い折

り紙を破いて海を作り、三角の折り紙を折ってヨットを作りました。「できたよー!!」

とできあがったヨットを見せてくれるすみれ組さん。お母さん達と一緒だったので、

いつも以上にやる気満々でしたよ。

PTA の間は、体育館で遊びました。ボールにカラーブロック、滑り台と楽しく遊

んでいました。



７月１７日（金）
・終業式

今日で１学期が終わり、明日から夏休みになります。入園してから４ヶ月すぎまし

たが、はじめは泣いていたおともだちも今ではニコニコで登園してくれるようになり

ました。毎日のお着替えや給食、英語あそび、体操あそびなどいろいろな活動があり、

みんなで楽しく過ごすことができました。

終業式も並んでしっかりとお話を聞くことができましたよ。お部屋に戻って夏休み

のお約束カレンダーをもらいました。どんな夏休みだったのかお話を聞くのが楽しみ

です。

楽しい夏休みを過ごしてくださいね。



９月１日（火）

・始業式

今日から２学期が始まりました。ニコニコ元気いっぱいで登園してきてくれたすみ

れ組さん。「あのね、海に行ったんだよ！」「ホテルにお泊りしたの！」と楽しかった

夏休みの思い出をたくさんお話してくれましたよ。今日から新しいおともだちも１人

加わって２４名のすみれ組さんになりました。これから運動会や音楽会に向けてみん

なでおけいこを頑張りたいと思います。

始業式では、おゆうぎをして、園長先生のお話を聞きました。かっこよく体操座り

をしてお話を聞くことが出来ましたよ。

明日からは給食も始まります。毎日楽しく過ごしていきたいと思います。



９月２日（水）

・夏休みの思い出描き

今日からきりん組さんと一緒に活動することになり、席替えをしました。９つのテ

ーブルになり、とてもお部屋が賑やかになりました。楽しく活動していきたいと思い

ます。

席替えの後は、夏休みの思い出描きをしました。夏祭りに行ったこと、船に乗った

こと、動物園に行った事など、クレヨンを使ってカラフルに描いてくれましたよ。後

ろの壁面がとても賑やかになりました。

運動会のおけいこも始まり、体育館でかけっこのおけいこをしました。「位置につ

いて、ようい、とん！」の合図で走りました。ニコニコ笑顔で走るすみれ組さん。「楽

しかった!!」と言ってくれましたよ。時間を見つけておけいこ頑張りたいと思います。



９月３日（木）
・敬老の日似顔絵描き

・身体測定

今日は、コープ田上店に飾る敬老の日の似顔絵描きをしました。おじいちゃんおば

あちゃんの顔を思い浮かべながら、クレヨンで一生懸命描いてくれましたよ。絵と一

緒にメッセージも考えました。展示されるのが楽しみです。

似顔絵描きの後は、身体測定がありました。朝から気になっていたようで、「今日

おっきくなったか調べるんだよね？」と何度も聞いてくるすみれ組さんでした。パン

ツマンに変身して、身長・座高・体重をはかってもらいました。みんなどのくらい大

きくなったかな？並ぶ順番も変わってくるので、また並ぶおけいこを頑張りたいと思

います。



９月４日（金）
・運動会おけいこ

・敬老の日プレゼント作り

今日は、体育館で運動会のおけいこをしました。最初に大きい順に並んで、行進の

おけいこをしました。笛の合図で足踏みをして、進んでいきました。初めての行進だ

ったからか「難しいね」とすみれ組さん。腕をふったり足を上げたりのおけいこをし

たいと思います。行進の後は、かけっこのおけいこです。本番と同じように並んで、

走りました。走る前のポーズもだんだん上手になってきたすみれ組さんです。今日も

楽しく走ることができました。

お部屋に戻って、敬老の日のプレゼント作りをしました。画用紙にクレヨンで絵を

描いて、その後から絵の具を塗ってはじき絵をします。ハートやお花、丸など色々な

形を描いたり、色を塗ったりしていました。完成が楽しみです。



９月７日（月）
・運動会のおけいこ

・敬老の日プレゼント作り

今日は、チェリークラスのおともだちと一緒に、体育館で椅子体操をしました。の

ぶあき先生の号令をよく聞きながら「えいえいおー！」と掛け声をかけたり、体操を

したりしました。姿勢もお並びも、とってもかっこよかったすみれ組さん。先生に褒

めてもらいました。またおけいこを頑張りたいと思います。

お部屋に戻って、敬老の日のプレゼント作りをしました。前回クレヨンで絵を描い

た上に、絵の具ではじき絵をしました。筆を上手に使って塗ってくれましたよ。これ

で１つの部品が完成です。あと１つ頑張りたいと思います。



９月８日（火）

・運動会のおけいこ

今日は、運動会の全体練習がありました。カラー帽子をかぶってやる気まんまんの

すみれ組さん。大きい順にお並びをして、かっこよく体操座りをして待っていてくれ

ましたよ。

最初に礼のおけいこです。前に立つ先生をしっかり見て、礼をしてくれました。そ

して、お遊戯のおけいこ。はとぽっぽ体操に手と手をつなごうを、先生の真似をしな

がら一生懸命お遊戯をしてくれました。周りのお兄ちゃんお姉ちゃんたちに負けない

くらい、かっこいいすみれ組さんでした。次回の全体練習も頑張りたいです。



９月９日（水）
・祖父母参観

今日は、祖父母参観がありました。お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃん

の姿を見てそわそわニコニコのすみれ組さん。一緒に体育館で、玉いれゲームをした

り、万国旗を作ったりしました。玉入れは、川路先生が持っているかごをめがけて、

一生懸命ボールを投げました。結果は、１勝１敗で引き分けでとても楽しいゲームで

した。

万国旗は、運動会でテントに飾ります。お顔を描いたり、ハートやお花、星などの

形を描いたりと、お話をしながら楽しそうに描いてくれました。「これはねー、恐竜

と、星と…」と何を描いたのか教えてくれるおともだちもいましたよ。当日飾るのが

楽しみです。



９月１１日（金）
・鍵盤ハーモニカ

・運動会のおけいこ

今日は、鍵盤ハーモニカの「ファ」の音を練習しました。薬指で鍵盤を押さえ

るので、少し難しそうにするすみれ組さん。一生懸命指で押さえて音を出して

くれましたよ。ドから始まり、ファまでおけいこしました。いよいよ最後の音

「ソ」です。頑張りたいと思います。

鍵盤ハーモニカの後は、運動会のおけいこです。今日は、リレーのバトンパ

スのおけいこをしました。水色・黄色の２チームに分かれてバトンパスの競争

をしました。１勝１敗ずつで、引き分けになりました。今度は、走りながらバ

トンパスのおけいこをしてみたいと思います。

製作帳のクレヨン描きもしました。うさぎに目を描いたり、星を描いたりと

楽しくお絵描きができました。



９月１４日（月）
・鍵盤ハーモニカ

・英語あそび

・イス体操

今日は、最初に鍵盤ハーモニカのおけいこをしました。最後の音「ソ」です。水色

のテープを貼ってもらい、練習しました。小指で上手に鍵盤をおしてくれましたよ。

次回からは、「♪ドドド～」のおけいこをしていきたいと思います。

イス体操は、のぶあき先生と一緒にしました。号令に合わせて、さっとポーズをと

ってくれるすみれ組さん。今日もかっこよくできました。新しく２つの動きも加わり、

ポーズがたくさんになってきました。本番までにしっかり覚えたいと思います。




