
５月８日（金）

今日は園外保育♪

金港湾公園に出掛けました。

お天気も良く、バラやポピーがきれいに咲いていて、遠足日和でした。

公園に着くと大勢の人々が!!

こんなに多いのは私も初めてで少し不安だったのですが、みんな約束を守ってくれ

大きな怪我なくおもいきり遊ぶことができました。

5 人くらいで、はないちもんめをしていると、次々にみんな集まり、気付くとほぼ

きくぐみさんみんなに♪

なかなか子ども達とゆっくり遊ぶ時間がなかったので、とても幸せな時間でした。

汗だくになりながらたくさん遊んだにも関わらず、帰りのバスでも元気ピンピンの子

ども達に

笑っちゃい

次回のスケッチ大会も楽しみです♪



5 月 12 日（火）

日曜日は家族ふれあいフェステ

ィバル、お疲れ様でした。

親子の時間がたっぷり持てたのではないでしょうか。

また、これを機に私も子ども達と近くなれたように思います。

たくさんのご参加ありがとうございました。

そして、今日はその思い出描きをしました。

「パパの野球を描こうかなー」というお友達もいて嬉しかったです。

やっぱり人気だったのがバルーン。

久しぶりのバルーンが相当楽しかったのでしょうね。

カラフルなバルーンが描かれていましたよ。

楽しさが伝わってくる絵でした。

鼓隊のパート練習もそれぞれ頑張っていますよ!!

今日太鼓はないの？と毎日楽しみにしています。

完成する日が楽しみです♪

お勉強では、初めてデッサンをしました。

自分の手のひらをじっくり見ながらかいていました。

いつものお絵かきとはちょっと違う感じに、ちょっと照れくさそうにする

子ども達でした。



5 月 13 日（水）

今日は誕生会のレクリェーションに向けて、妖怪ウォッチの時計を手作りで

作ってみました。

みんな大好きな妖怪ウォッチなので、いつもの製作以上にルンルン♪

できなーいという声が全く聞こえず、嬉しそうに作っていました。

これを付けて誕生会頑張ります♪

その後は、久しぶりに外でおもいきり遊びました!!

鉄棒をしたり、ブランコをしたり♪

空中逆上がりができる子もいてビックリ！

色々な発見があり私も楽しかったです。

また時間を見つけて外遊びをしたいと思います。



5 月 14 日（木）

今日は、スケジュールいっぱいの一日でした♪

今月の製作帳は「こいのぼりとあやめ」

先月と比べたら少し難しくなりましたが、みんな一生懸命になり！！

折ってくれました。

あやめの花はあまり馴染みがなかったのですが、図鑑を持ってきて

みんなにみせてくれました。

その後は、英語あそび、合唱のおけいこ、お昼からはパート練習と続きましたが、

さいごまで頑張る子ども達！

さすが年長さんだなと感心するところでした。

これから、こういうことが多くなると思いますが、一緒に頑張って行きたいと思いま

す♪



５月 1５日（金）

今日は、５月生まれの誕生会がありました。

きくぐみさんは 4 人のお友達が舞台あがり、上手に自己紹介をしてくれました。

年長さんになると夢も広がりますね。

大工さんやパイロットなど、思わずすごーいと言っちゃいました！

夢をいつまでも持ち続けて欲しいなと思います。

また、きくぐみはレクリェーションの係りで、妖怪ウォッチのダンダンドゥビズバー

を踊りました。みんな大好きな踊りだったので、他の子ども達も楽しんでくれよかっ

たです。

また来週も元気にいきましょう♪

。



５月１８日（月）

今日は体操遊びがありました。

さっそく組体操のおけいこだったのですが、年中さんの時にやったとはいえ

すごく上手でビックリ！

自分達で間隔をとってきれいに並び、しんすけ先生にもたくさん褒められ、

とても嬉しそうでした。

あとは細かいところをゆっくりおけいこしていきたいと思います。

そして、きくぐみさん、なんと韓国デビュー！

韓国のテレビショッピングで納豆を食べているとこるが放送されるみたいです。

国内で放送されることはないみたいで残念ですが・・・

何回か撮り直しもあり、ちょっとお疲れモードのきくぐみさんでしたが、

みんないい食べっぷりで！お部屋はいい香りで！（笑）

いい思い出になりました。

ご協力ありがとうございました。



５月１９日（火）

今日は歯科検診と歯みがき指導がありました。

歯科検診ではひとりずつ終わると、私は何も言っていないのにみんなお礼をしっかり

言っていて、

さすが年長さんだなぁと思うところでした。

歯みがき指導では、噛んだ分だけ色が変わるガムを食べ、３回試し、色の変化にビッ

クリ！

子ども達も噛む大切さを感じているようでした。

また、念入りに歯のみがき方を教えてもらい、いつもはあっという間に歯みがきを終

わらして

しまう子ども達も一生懸命みがいていました。

「１秒ずつじゃだめなんだね」という声も聞かれ嬉しかったです！

ガムを噛んだり、ゲームがあったりと楽しく歯について、噛むことについて学ぶこと

ができ、

いい体験になりました。



５月２０日（水）

今日は、６月に向けてあじさいの共同製作をしました。

共同製作はこれで２回目。

前回はこの色がいいー！あれがよかったー！などの声が聞かれたのですが、

今日はほとんど聞かれず、みんなで折り紙を分け合っていました。

それから、かぶと製作や母の日のプレゼント作りで作ったものと同じ方法で、

切り紙であじさいを作りましたが、切り紙がとーっても上手になっていました！

中には私よりも細かく、どうやって作ったのか分からないくらいのものもあり

「すごい！」と驚いてしまいました。

子ども達の力は想像できませんね。

また、来月体育館に飾りますのでお楽しみに♪

また、今日はヘンリー先生の英語遊びもあり、みんな大笑いで楽しんでいました。

「How are you?」と聞いてみてください。

おもしろい答えが返ってくるかもしれませんよ♪



５月２１日（木）

今日は、おひさま文庫のお母様方によるおはなし会がありました。

同じ絵本でも、お母様方が読んでくださるとまた雰囲気も違い、

子ども達も真剣に見ていました。

二人組を作ってする指あそびもあり、いつもはあまりペアになることのない

お友達との触れ合いも楽しめました。

また、ろうそくを灯しての昔話は緊張感があり、私も聞き入ってしまいました。

なかなかゆっくり絵本を読んだりということができないので、

とってもいい機会でした。

また、次回を楽しみにしています。

合唱も上手になっていますよ！

音程をしっかりとって、ドレミ～♪を歌ってから歌うと、１回目と全然違います。

こいのぼりの歌がすごく上手になりました。

たくさんのことをどんどん吸収していってくれる子どもたちです。



５月２２日（金）

今日は運動会の鼓隊に向けて、隊形のおけいこをしました。

パートごとの並び、入場。それぞれ場所で向きを変え、目的の場所を

目指します。

みんな初めてだったのですが、しっかり前のお友達についていき、

角はキュッと曲がり、とても上手でした。

鼓隊に向けての期待がさらにパワーアップしてくれたことと思います。

その後は、えのぐ遊び。

何色と何色を混ぜたらどんな色ができるのか、グループごとにチューブのえのぐをパ

レットの

小さなお部屋に出し、少しずつ筆ですくって大きなお部屋で混ぜてみる、というのが

今日の課題でした。

「こんな色ができたー」とみんな大はしゃぎ！

できた色で虹を描いたり、空を描いたり、とてもきれいでした。

これからは、クレヨンだけじゃなく、えのぐでのお絵描きも取り入れていきたいと

思います。



５月２5 日（月）

今日は今年度初めてのなかよしあそびがありました。

新しいグループができ、みんな何色かわくわく！

日頃は関わりが少ないお友達とも、この時間を通して仲良くなって欲しいと

思います。

そして、さすが大きい組さん！

小さい組さんの手をひいて教えてあげていました。

なかよしあそびの前に、「みんながもも組さんの時に色々教えてくれた大きい組さん。

今日からみんながその大きい組さんで、教える番だよー」と話したことがしっかり伝

わっていたんだぁと 5

嬉しかったです！。

その後はパート練習でした。

ティンプトンさんは、№1 とイントロ№2 のリズムを覚えました！

形ができてくると子ども達も嬉しいようで、やる気がパワーアップしています。

この調子で頑張りたいと思います！



５月２6 日（火）

今日は避難訓練がありました。

始まる前から泣いている女の子達・・・私も昔サイレンの音が怖くて、

火事が怖くて避難訓練と分かっていても泣いていました。なので気持ちはよーく分か

ります！

「大丈夫だよ！今日は訓練だから誰も怪我はしないからね！」と話し、

手をしっかり握って一緒に逃げました。

いつもは冗談ばかり言っている子ども達も、今日は真剣な表情で避難していました。

DVD 鑑賞では、さらに表情は固まり！正座をして見入っているお友達も！

お話し、手あそびをすることなくみんな見ていました。

火事の怖さ、避難の大切さを今日はしっかりと感じてくれたことと思います。

これを機に、防災についてまたご家族でも話されてみてくださいね。



５月２７日（水）

今日は、今年度初めての SI あそびをしました。

年長さんになると急に内容もレベルアップし！

私も少し戸惑うくらいの内容になってきます。

でも、SI あそびは結果を求めるものではないので！

子ども達の気付きや、集中力をたくさん褒めています。

また、手を挙げ前に出て発表する経験を増やし、達成感や自信に繋がってくれたらと

思います。

今日の課題は、4 つのカードを並び替え、ひとつの話を作る「かみしばいつくり」

というものでした。

みんなとても集中して考えて、あっ！と気付きながら作っていました。

集中しすぎて、その後の英語あそびはちょっとお疲れモードでしたが・・・

またしたいとはりきっていました。

また次の課題も楽しくできたらなと思います。

きくぐみさんに、お友達があじさいを持ってきてくれました！

なかなか近くで見て、触ってというのはできないので、嬉しかったです。

子ども達と一緒に季節を感じることでした。



５月２8 日（木）

今日は、動物園にスケッチ大会に行ってきました。

お天気もギリギリもち！デッサンもお弁当も食べる事ができました。

デッサンでは、大きい画板を上手に使い、きりん、サイ、ダチョウ、

フラミンゴの様子を見ながら一生懸命描いていました。

「動かないでー」と言いながら描いているお友達、動物が動くと一緒に移動しながら

描いているお友達。その様子がとてもかわいかったです。

園に帰って来てから絵の具で色塗り！この前の絵の具遊びがよほど楽しかったのか、

みんなとても楽しみにしていました。

特徴をしっかりとらえていて、素敵な絵が出来上がっていましたよ。

また、次回 2 度塗りをするので仕上がりが楽しみです。



５月２9 日（金）

今日は 2 回目の隊形のおけいこがありました。

みんなしっかり前回の移動を覚えていて！

二つ目の移動も難なく覚え、スムーズにおけいこが進みました。

移動した時に、前のお友達にくっつきすぎて後ろの間隔が広すぎてしまうということ

がありがちなのですが、みんな自分のところに着いたら前につめすぎずちゃんと止ま

る事ができ、間隔を均等にとり並ぶことがとても上手です！

この調子だと、あっという間に隊形も完成しそうです。

その後はお部屋で、割れ物などを包装する時に使うプチプチを使って、あじさい製作

をしました。プチプチに油性ペンで色を塗り、キラキラしたあじさいができました。

きれいなあじさいがきくぐみさんにたくさん咲いています！

あっという間に、もう 6 月ですね。

梅雨に負けないよう！元気に過ごしたいと思います！



6 月 1 日（月）

今日から 6 月ですね。

大人にとっては少し憂鬱な梅雨の季節になりました。

でも、子ども達にとってはかえるやかたつむりなど、楽しい触れ合いもたくさんです。

雨に負けず、たくさん遊びたいと思います！

今日は、年長さんみんなで体操あそびをしました。

組体操をみんなでやってみると迫力がありますね！

3 人組の新しい技も教えてもらい、とても楽しそうでした。

お部屋では、6 月の絵本の取り扱いをしました。

形選びのシールを使い、5 角形や 6 角形を知る事ができましたよ。

洋服をたたもう！というページもあり、読んだあとはみんなで脱いだ洋服チェック！

きれいにたたみ、洋服屋さんのようになりました。

またお家でもチェックしてみてくださいね。

お洗濯物をたたんだり、一緒にしてみるのもいいかもしれませんね。



6 月 2 日(火)

今日は、父の日に向けてお父さんの似顔絵を描きました。

「お父さんはみんなのために何をしてくれている？」と聞くと、「お仕事を頑張って

る！」「○○に連れて行ってくれる！」「一緒に遊んでくれる！」「力持ち！」など、

たくさんの声が返ってきました！お母さんの役割とはちょっと違うんだと分かって

いるようでした。お仕事で忙しいお父さんのことも分かっていて、お父さんの愛情も

しっかり感じていましたよ！みんなの似顔絵はとても上手で、メガネをかけていてり、

ひげが生えていたり、髪形はチクチクしていたり！見ていてとても微笑ましかったで

す。持ち帰りを楽しみにしていてくださいね。

2 時からのデッサンでは、スケッチ大会の二度塗りをしました。

前回のものに重ね塗りをすると、また違う色ができ、より鮮やかになりましたよ。

絵が少し苦手なきくぐみさんですが、私も苦手なので・・・

少しずつ一緒に成長していきたいと思います。



6 月 3 日(水)

今日は、時の記念日に向けて時計の製作をしました。

時計を前に持ってきてみんなに見せ、長いはり、短いはりが追いかけっこを

してるんだよと話すとみんな興味津々！

時々合体することもあるから見てみてね、いいことあるかも！？と言うと、

時計をチラチラ！（笑）

これを機に時計を見て、時間を意識していってくれたらと思います。

その時計の土台となる、あじさいをはじき絵で作りましたよ。

いつもは使うことの少ない白のクレヨンが大活躍！

白い画用紙に白のクレヨンで描くともちろん見えず・・・

でも、その上から絵の具の魔法をかけると描いた絵が出てくるのです！

みんな口をポカーンと開け不思議そうに見ていましたよ！

さっそくみんなやってみると「すごーい」と大喜びでした！

とても鮮やかなあじさいができました。

絵の具が乾いてからまた次回、本格的な時計作りをしたいと思います。

牛乳パックのご協力ありがとうございました。



6 月 4 日(木)

今日は、きくぐみに実習に来ている先生の 1 日保育がありました。

昨日から、おたのしみがあるよと聞いていた子ども達はそわそわ！

何か何かと楽しみにしていました。

そのおたのしみはかえるのおもちゃ作り！

紙コップを使い、ぴょんとロケットのようにかえるが跳ぶというもの。

手足をジャバラに折ったり、目を描いたり、体を貼ったり！

出来上がったかえるさんに大喜び！

点数板の上で跳ばして楽しんでいました。

なかなかおもちゃを作ってゆっくり遊ぶ時間がないので、いい機会でした。

私も初心に戻り、とても勉強になりました。



6 月 5 日(金)

今日は、隊形のおけいこがあり、退場前の隊形まで出来上がりました！

1 度で覚えてくれるのでとても立派です！

最初から 3 つの移動を覚え、あとは細かいところをおけいこしていきていと

思います。

太鼓を持ってやってみるのが楽しみです。

そのあとは、時計作りの数字貼りをしましたよ。

1 から 12 のシールを、子ども達が自分達でどこに貼ればいいのか時計を見ながら、

一生懸命考えて貼っていました。

数のお勉強にもなったかなと思います。

「1、2、3、・・・」と数えながら貼る子ども達！とっても可愛かったです。

素敵な時計ができました。仕上がりを楽しみにしていてくださいね！

今日で、実習の先生が最後でした。

最後にプレゼントをもらい、ギューっとすると涙を流すお友達も！

その涙に実習生ももらい泣き・・・

ひとつの出会いに感謝ですね！

さて、また来週からも実習の先生がきくぐみに来られます！

よろしくお願いします。



6 月 8 日(月)

今日は、体操あそびがあり、組体操の新しい技、

ピラミッドとドミノを教えてもらいました。

6 人組のピラミッドは、1 番下のお友達が頑張ってくれました！

初めてだったのですがとても上手でしたよ。

ドミノは、1 列に並び、子ども達自身がドミノの駒になり後ろから順に倒れるのです

が、やっぱり楽しすぎて！なかなか待てずに、ついつい押してしまうんですよね。

色々なところから倒れていました。

少しずつ練習していきたいと思います！

時計が完成しました！

みんな腕にはめて、針を動かしたりととても楽しそうに遊んでいました。

時計の針が合体するところを、まだかまだかと待っている子ども達が

とてもかわいいです！

だんだんと梅雨らしくなってきましたね・・・

元気に乗り越えましょう！



6 月 9 日(火)

今日はなかよしあそびがありました。

水道の横に飾る、水族館の仲間たちを作りましたよ。

私の黄色グループは、くらげ作り！

画用紙にお顔を描いて、ひらひら手足はキラキラの折り紙を使って♪

なかなかキラキラの折り紙を使う事がないので、みんな目もキラキラさせながら

作っていました。

とっても可愛いくらげが出来ましたよ♪

他のグループさんも、かにやラッコ、たこやヒトデなど、

素敵な仲間がたくさん出来ていました！

園に来た際にはぜひのぞいてみてくださいね！



6 月 10 日(水)

今日は、6 月生まれの誕生会がありました。

きくぐみからは、6 人のお友達が舞台にあがりましたよ。

舞台にあがるといつも以上にテンションもあがり、にこにこでした。

年長さんらしく、立派に自己紹介もでき、かっこよかったです♪

お部屋では、そばにお母さんが来るとデレデレ、クネクネ！（笑）

やっぱり、お母さんの前では甘えちゃいますよね。

質問クイズゲームをして、楽しい時間となりました。

これからも元気いっぱい！すくすくと大きくなって欲しいと思います！



6 月 11 日(木)

今日は、プラ板を使って父の日のプレゼント作りをしました。

みんな透明の板に興味津々！

そこに、お父さんのお顔とメッセージを油性ペンで描いて、オーブントースターでチ

ン！

プラ板の変化を子ども達にどうしても見せたくて、私オーブントースター、持参しま

した（笑）

子ども達はもう釘付けで！

「すごーい！」「なんでー！」「もういっかいしてー」と大好評でした。

年長さんはいろいろなことが出来るので、私自身も楽しませてもらっています。

素敵なプレゼント、楽しみにしていてくださいね！



6 月 12 日(金)

今日は、6 月の製作帳「あじさいとかたつむり」をしました。

あじさいの折り方はちょっと難しく・・・

「できなーい」、「どうするの？」という声がたくさん聞かれました。

でも、教えてあげると「自分でする！」「なんかできそうになってきた」という声が

♪

難しいからやらない、できないからやりたくないというお友達は 1 人もおらず、

やってみよう！という姿勢がとても嬉しかったです。

少しずつ、手先も器用になっていくことでしょう♪

できたあじさいにかえるも遊びにきていてかわいかったです。

年長さんでは、今毎朝跳び箱、平均台、前転のおけいこをしています。

そこで、平均台の苦手なお友達の手を引いて、一緒におけいこしてくれるお友達がい

たのです！

見ていてとってもあたたかい気持ちになりました。

これからも、優しい気持ちを大切に大きくなって欲しいです！



6 月 15 日(月)

今日は、体操あそびがありました。

前回よりピラミッドが上手になっていてびっくり！

組体操中のおしゃべりも減り、ビシッと決まるようになりましたよ。

ドミノは、もう少しかな？前のお友達をついつい押したくなる気持ちも、後ろが気に

ってキョロキョロしたくなる気持ちも、よーく分かります！

でも、その気持ちをぐっと我慢して、見事なドミノが仕上がるよう！

頑張っていきたいと思いますその後は、父の日のプレゼント作り 2 回目。出来上が

ったプラ板にビーズをつなげてストラップが完成しましたよ。ビーズを紐に通す作業

もなかなか珍しく、みんな真剣に頑張っていました。その姿がおもしろく、かわいか

ったです。今週末の持ち帰りを楽しみにしていてくださいね。

日曜日はバレー大会、お疲れ様でした。

とても楽しかったです！優勝はできませんでしたが、1 勝はできたので！いい思い出

になりました。ありがとうございました。



6 月 16 日(火)

今日は、園外保育でした。

急遽水族館に行くことになり、みんなイェーイと大喜びでした。

大水槽では、ガラスに張り付いて見る子ども達！

目の前にくると「うわぁ！」と後ずさりしたり、魚の名前をひとつひとつ聞いてきた

りと大興奮でした。

その次にみんなが興味をもったのはなぜかチンアナゴ！（笑）

チンアナゴいたー！これこれ！と大人気でした。

そして、今水族館ではなまこ展をやっていてみんな興味津々！

下からなまこを覗ける水槽では、ちょっとゾッとしてしまった私でした。

お弁当を食べた後は、待ちに待ったタッチプール！

大きなヒトデを持ってみたり、なまこをわし掴み！

「気持ちわるーい」と言いながら触る子ども達がおもしろかったです。

イルカのショーも見ることができ、ゆっくりとたっぷりと水族館を楽しむことができ

ました。帰ってきたあとは、おてて絵本を読んでもらいましたよ。

お家でもやってみてくださいね。





6 月 17 日(水)

今日は、昨日の園外保育の思い出描きをしました。

みんないるかのショーがとっても印象的だったようで！いるかを描いているお友達

が多かったです。なまこを触ったり、なまこ展があったりと結構なまこ尽くしだった

のですが、なまこを描いているお友達はおらず・・・でも、いるかの隅にはしっかり

チンアナゴはいたのです！！（笑）いるかの次にランクインしたのは、なんとチンア

ナゴでした。おもしろいですよね！

今度みんなでチンアナゴになって表現あそびをしたいと思います！

その後は、七夕の短冊書きをしました。

「先生のお願い事は、さかあがりができるようになりますようになんだけど・・・」

と話すと、みんな大笑い！めぐみ先生にまで、「え？一度もできた事ないの？」と聞

かれてしまいました。さて、叶うのでしょうか・・・余談でした、すみません。

子ども達の願い事は、足が速くなりますように跳び箱が上手になりますようにサッカ

ーがうまくなりますように将来の夢がかないますように・・・  素敵なものばかり

でした。願いを込めて飾りつけしたいと思います。



6 月 18 日(木)

今日は、実習の先生の 1 日保育がありました。

6 月にちなんだ、かえる、かたつむり、あじさい、かさのお面を作り、

そのお面をかぶってフルーツバスケットのゲームをしましたよ。

お面は、ちぎり絵で作ったのですが、貼り方やのりの使い方も子どもたち自身がコツ

を見つけて、

工夫して作っていてビックリ！

年長さんになるとこんなことまで気付いて出来るようになるんだなと、成長を感じる

ことでした。

出来上がると、体育館でゲームスタート！

ルールの理解も早く、たくさんゲームを楽しむことができました。

また 1 つゲームを覚えたので、時間を見つけてやってみたいと思います。



6 月 22 日(月)

今日は延期していたじゃがいもほりの予定だったのですが、

雨で今日も行けませんでした。

でも、その代わりになかよしあそびがありました。

今日は、動物園作り。

私のオレンジチームは、はりねずみを作りました。

手形を体に見立て、指の部分がはりねずみのはりに変身！

その手形にクレヨンではりを書き足し、立派なはりねずみができました。

他にも、ひげの長いヤギや、鮮やかなくじゃくなど、たくさんの動物さんができあが

って

いました。

また、飾りますので楽しみにしていてくださいね。



6 月 24 日(水)

今日は、またもや雨だったのでじゃがいもほりには行けず・・・

さすがに子ども達も、「いつになったら行けるの！」と少々ご立腹。

月曜日こそ行けることを願いたいと思います。

ということで、今日は SI あそび。

私のグループはれっしゃのしていせきという単元をしました。

指定された動物の数だけ列車に乗せてあげるというもの。

なかなか難しく・・・珍しく苦戦している子ども達でした。

合唱では、輪唱がとっても上手になりました。

先生たちがついていなくても子ども達だけで歌えるように！

音程は・・・。（笑）

でも、年長さんで輪唱が出来るんだ！と驚いてしまいました。

親子でぜひやってみてくださいね。



6 月 25 日(木)

今日は、お母様方による、おはなし会がありました。

電気を消して、ろうそくを灯してのお話はみんな大好きです。

真剣に聞いていました。

今日はたくさんの動物が出てきて、かっぱまで出てきて！

とても、おもしろかったです。

個人的には、よるのようちえんのすっとさんがなぜだか好きです！（笑）

その後は、体操あそび。

まだ出来ないだろうなと思いながら、なんとなく挑んだドミノがなんと 1 回目で成

功し！

あれ！？今できたよね？と職員同士顔を合わせたところでした。

子ども達をたくさん褒めてあげました。

今日の感覚をぜひ覚えていて欲しいです。



6 月 26 日(金)

今日は山形屋へ、七夕の飾り付けに出掛けました。

大きな笹の葉に短冊や飾りをしっかり結び付けてきましたよ。

一生懸命結ぼうとする子ども達の姿がとてもかわいかったです。

おもちゃ屋さんのすぐ横に飾られているので、ぜひ足を運んでみて下さいね。

おもちゃ屋さんのすぐ横・・・

「○○が欲しいです」「メダルが 100 個集まりますように」と書いたお友達・・・

願いが叶うかもしれませんね！（笑）

色とりどりの鮮やかな七夕の風景。とても素敵でした。

みんなの願いが叶いますように・・・！



6 月 29 日(月)

今日は、待ちに待ちに待ったじゃがいもほりにやっと行くことが出来ました。

今日を逃したらもう行けないだろうというラストチャンスに、

見事に晴れてくれました。

子ども達も大喜び。私も大喜び。

子ども達にまだかまだかと迫られ、やっと肩の荷がおりました（笑）

合図とともに、早速掘り出す子ども達。

さすが年長さん！次から次に見つけていました。

自分のスペースが終わると、また新たな場所へ。

くわを持っている先生の後をついてまわり、出てきたじゃがいもを

すぐ自分の袋へ。

袋に入れる姿はとっても早くて笑ってしまいました。

重たいくらいのじゃがいもを採り大満足。

明日、どんな料理に変身したのか教えてくれるかな？

楽しみです。



6 月 30 日(火)

今日は水遊び。

でも、天気が悪く、なかなか気温が上がらず・・・

ここ最近、体調を崩すお友達が多かったきくぐみさんだったので、見学のお友達も

多くなってしまいました。

出来たお友達はもちろん大はしゃぎ！

バケツリレーをしたり、貝殻さがしゲームをしたりと楽しんでいましたよ。

見学のお友達も、足だけチャプチャプしながら、空容器で水鉄砲あそびを

楽しみました。

やっぱり梅雨明けが待ち遠しいですね・・・

ギラギラと輝く太陽の下で思い切り水遊びがしたいです！



7 月 1 日(水)

今日は、園外保育で科学館に行ってきました。

着くなり、電気の実験ショーを見学。

静電気を起こしたり、どんなものが電気を通すのか折り紙で試したり！「折り紙の銀

色も電気を通すでしょうか？」のクイズに、みんな「通すー！」と・・・通さないで

しょう、可愛いなぁと思っていると、なんと！通りました！私がビックリでした！

子ども達の方が物知りですね。その後は、地震を体験したり、40 度の部屋とマイナ

ス 20 度の部屋に入ったり、風速 20 メートルを体験したりと、たくさんの体験がで

き、とてもおもしろかったです！工作コーナーもあり、かざぐるまを作ってきました。

お土産があるとやっぱり嬉しいですよね。子ども達にはちょっと難しいかなぁと思っ

ていましたが、 思った以上に楽しんでくれてよかったです！1 学期最後の園

外保育、また思い出になりました。



7 月 2 日(木)

今日は、幼稚園の七夕の飾り付けをしました。

飾り付けは 2 回目ということもあり、結び方が上手になっていてビックリ！

今日は、特にお手伝いをすることなく、子ども達が自分達で飾ってくれました。

体育館に見事な七夕が飾られていますよ！

子ども達の、この時期しか聞くことのできない、素直な願い事。

とてもかわいいです。

素敵な七夕の日になりますように・・・

その後は、科学館の思い出描きをしました。

いつも、描くものが同じだったり、似ていたりするのですが、今日はみんな様々！

たくさんのことが楽しかったんだなぁと嬉しくなりました。

科学館、私もまた行ってみようと思います。



7 月 3 日(金)

今日は、水あそび！

思ったよりも水が溜まっていていてビックリ！子ども達は大喜びでした。

今日は、ちょっと顔をつけることにチャレンジ！ジャンケンをして、負けた方はごめ

んなさいとお水に顔をつけるゲーム。みんな負けじと気合が入っていました。

浮き棒も使ってあそび、みんな大はしゃぎ！あっという間の時間でした。

お昼からは、音合わせ。

3,4,5,6、シンバル 7 というリズム打ちをしました。ばっちりそろい、上手すぎて早

くなってしまうほどでした。音合わせをすると、子ども達もすごーいと感じるようで、

次回へのやる気にも

繋がっています。この調子で頑張っていきたいと思います！



7月 7日(水)
今日は、園外保育で科学館に行ってきました。

着くなり、電気の実験ショーを見学。

静電気を起こしたり、どんなものが電気を通すのか折り紙で試したり！

「折り紙の銀色も電気を通すでしょうか？」のクイズに、

みんな「通すー！」と・・・

通さないでしょう、可愛いなぁと思っていると、なんと！

通りました！私がビックリでした！

子ども達の方が物知りですね。

その後は、地震を体験したり、40度の部屋とマイナス 20度の部屋に入ったり、

風速 20メートルを体験したりと、たくさんの体験ができ、とてもおもしろかったです！

工作コーナーもあり、かざぐるまを作ってきました。

お土産があるとやっぱり嬉しいですよね。

子ども達にはちょっと難しいかなぁと思っていましたが、

思った以上に楽しんでくれてよかったです！

1学期最後の園外保育、また思い出になりました。





7 月 8 日(水)

今日は、7 月生まれの誕生会がありました。

きくぐみさんは二人のお友達が舞台に上がり、立派に発表してくれました。

ふたりとも、夢はサッカー選手。

毎日、汗を流しながらサッカーを頑張っています！

いつまでも夢を持ち続けて欲しいと思います。



7 月 8 日(木)

今日は、ふれスポに鼓隊の練習に行ってきました。太鼓は持たずに、隊形のおけいこ

を頑張ってきましたよ。

みんな、はじめはいつもと違う場所に、広さに戸惑い、

並ぶ場所さえ分からず・・・でも、1 度やってみるとすぐにいつもの感覚を思い出し

隣のお友達との間隔も自分たちで気付いてくれました。気温も高く、暑い中よく頑張

ってくれました。

次、この広さでするのは 2 学期ですが、覚えていて欲しいと思います。



7 月 10 日(金)

今日は、7 月の製作帳「きんぎょ」を作りました。

途中まではカブトの作り方と同じだったので、そこまでは教えなくても

どんどん折っていく子ども達でした。

きんぎょのしっぽははさみを使ったので少し難しかったのですが、

かわいいきんぎょが出来上がりました。

クレヨンで他の魚や、生き物も描いたりして、きんぎょも気持ちよさそうに

泳いでいましたよ。



7 月 15 日(水）

今日は、1 学期最後の水遊びでした。

（あとお泊り保育と登園日があります♪）

ひとつひとつが幼稚園最後になっていきますね。

今日はお天気も良く、温かく！最高の水遊び日和でした。

少しずつ顔に水がかかっても動じず、その倍返ってくるほどです。

今日も大はしゃぎ！ぐっすり眠ってくれることでしょうね。

お昼からは音あわせ。

1 回目と比べると、すごくボリュームも出ていて自信がついてきたんだなぁと

嬉しく思いました。

夏休みもぜひ口ずさんでいてほしいです。



7 月 16 日(木）

今日は、保育参観、PTA がありました。

お忙しい中ありがとうございました。

保育参観では、日頃のお勉強風景を見てもらいました。

みんなとても集中して、いつもの様子で頑張っていましたね。

参観して、こんなきれいに書けるんだ！こんな風に教えたらいいんだ！と

お母様方も発見だったのではないでしょうか。

また 2 学期もこの調子で頑張っていきたいと思います。

午後からは初めて太鼓を持って隊形のおけいこ。

最初から最後までやってみると、さすがに「重たい・・・」との声も。

でも、とても上手にできました。

2 学期まで覚えていてほしいなぁと思います！



7 月 17 日(金）

今日で 1 学期最後。園では終業式がありました。

あっという間でしたね。

4 月は私の方が緊張していて、子ども達も戸惑いや不安があったと思います。

今ではお互いすっかり慣れ合って！

本音でぶつかり合えるようになりました。

この 3 ヶ月間で立派な年長さんに成長し、たくさんの思い出ができました。

年長さんてやっぱり楽しいな、すごいなと私も毎日が充実していました。

2 学期はまた大きな行事があるので成長が楽しみです！

1 学期はたくさんのご協力ありがとうございました。

2 学期のよろしくお願いします。

夏休み、ケガや病気のないよう、元気にお過ごしくださいね。

お泊り保育も楽しみにしています。



9 月 2 日(水）

2 学期が始まりましたね。夏休みはたくさんの思い出ができたようで、楽しかったお

話をいっぱい聞かせてくれました。2 学期はたくさんの行事が待っています。

おけいこなど楽しく頑張っていきたいと思います。2 学期もよろしくお願いします。

今日は、さっそく組体操、太鼓の練習。みんなよく覚えていてビックリしました。

久しぶりの給食も大喜びで、勢いよく食べていましたよ。お外には図鑑を持って出か

け、虫を見つけたりと、久しぶりのお友達との関わりがとても嬉しそうでした。

なんだかいいスタートがきれた 2 学期。これからがまた楽しみです。



9 月３日(木）

今日は、アマゾン展に出掛けてきました。

入るなり実物大のワニの置物にびくっり！

怖い・・・という子も。

中にはサルやオウム、ヘビにカエル、ピラルクやエイなどたくさんの生き物の

剥製があり、動き出しそうで私もちょっと近くまでは行けませんでした。

本物だけど動かない、剥製って何？と少し子ども達には難しかったようですが、

ヘラクレスオオカブトなど身近なものも見ることができ、楽しかったようです。

始めは怖がっていた子ども達も、動かないと分かると積極的に見ていましたよ。

また思い出がひとつ増えました。



9 月４日（金）

今日は、ふれスポに太鼓のおけいこに行ってきました。

初めて太鼓を持って実際の広さでやってみたのですが、

音が広がってしまうのでリズム打ちは難しそうでした。

でも、その１回でどんな感じなのか分かったのか、2 回目は

上手にたたくことができましたよ。

子ども達の吸収力は早いですね。

今日はちょっとお疲れモードの子ども達でしたが、少しずつ体力をつけて

頑張っていきたいと思います。



9 月 7 日（月）

今日は、夏休みの思い出描きをしました。

ちょっと間が開いてしまったので、「何があったっけー？」となかなか

描き出せないお友達もいましたが、

「そうめん流しに行った！プールに行った！おばあちゃんちに行った！」

などと思い出し、上手に描いていましたよ。

運動会のおけいこが本格的に始まり、先週まで夏休みだったのが随分前のような

気がするのは私だけでしょうか（笑）

明日は早速運動会の全体練習！

頑張ります。



9 月 8 日（火）

今日は、9 月の製作帳で「つきとうさぎ」を作りました。

折り紙で、ピンクと水色のうさぎを作りましたが、折り方を聞く前に

黒板に貼ってある折り方を見てやってみる子ども達が増えていました。

はさみも使い、2 つの耳も上手に作っていましたよ。

その 2 匹のうさぎを貼り、お団子を描いてみたりと十五夜を感じさせる

作品でした。

その後は、運動会の全体練習。

開会式、きくぐみさんは 1 番端のお客さん側なので、かっこよくねーと

話をしたところでした。

きっと立派な姿を見せてくれることでしょう。

午後は、かけっこの組み分け発表。

早くやってみたーいととても楽しみにしているようです。



9 月 9 日（水）

今日は、久しぶりに合唱のおけいこをしました。

始業式で園歌を歌った時には、ん？歌詞が・・・と思ったのですが、

さすが年長さん！上手に歌えました。

運動会のうたも頑張ります！

その後は、おじいちゃん、おばあちゃんに手紙を書きました。

「また温泉に行こうね」「また泊まりに行っていい？」

「おもちゃ買ってくれてありがとう」「カレーを作ってくれてありがとう」

など、みんなそれぞれのメッセージを一生懸命書いていました。

1 学期よりも上手に書けるようになっていてビックリ！

今回は、みんなが一生懸命書いた可愛い文字。

反対になっていたり、点が足りなかったりありましたが、そのままに

してあります。

楽しみにしていてくださいね。



9 月 11 日（金）

今日は、祖父母参観がありました。

おじいちゃん、おばあちゃんに見られ恥ずかしそうにしているお友達も。

いすとりゲームはみんな必死でしたね。

おじいちゃん、おばあちゃんのお膝に抱かれ嬉しそうな子ども達。

年長さんになると抱かれる機会も少なくなり、大きくなったなぁと感じたのではない

でしょうか。

万国旗作りでは、切り紙になるとみなさん真剣になり！

子ども達よりも一生懸命になってしまいましたね。

絵もとても上手で素敵な万国旗ができていました。

運動会で飾りますので楽しみにしていてくださいね。

たくさんの方に参加して頂き、とても楽しい時間となりました。

ありがとうございました。



9 月 14 日（月）

今日は、初めて外で組体操の練習をしました。

みんな、砂まみれになることが嫌なようでちょっと嬉しかったり。

いっぱい汚れた人がいいんだよー！きれいな人は負けー！

なんて言っていると、パタパタ掃うお友達は少なく、みんな思いきり寝転がって

組体操に取り組んでくれました。

また、外でのおけいこも増やしていきたいと思います。

その後は、おじいちゃん、おばあちゃんへプレゼント作り。

紙粘土で上手に小物入れを作ることが出来ました。

色々な形があっておもしろかったです。

楽しみにしていてくださいね。




