
  

 あっとい う間に春 が過ぎ、 梅雨の季 節になり ました。 気候の変 化があり ますが、

体 調管理に 気を付け ながら今 月も楽し んで過ご していき たいと思 います。 

 また、今 月から水 遊びが始 まります 。全身で 水や泥の 感触を楽 しみなが ら、その

心 地よさを しっかり と味わっ ていきた いと思い ます。 

 

 梅 雨時の身 近な自然 に興味を 持ち、親 しむ。  

 雨 の日も安 全に遊べ るよう、 約束事を 知る。  

 

 

 

 は をみがき ましょう  ・とけ いのうた    

 す てきなパ パ    ・おは なしゆび さん  など  

                     

 

 

 

6 月の年中だより 
己斐みどり幼稚園 

雨 が降る日 も多いで すが、晴 れた日に は園庭で 積極的に 体を動か しながら

遊 んでいま す。「鬼 ごっこし ようよ～ 」と友達 を誘った り、「鉄 棒するか

ら 見てて！ 」などと 自ら挑戦 したりす る姿も見 られてい ます。鉄 棒では、

尻 上がりや 前回りな ど出来る 技が少し ずつ増え 、自信い っぱいの 子ども 

達 ！遊びの 中でも楽 しんで体 を動かし てしてい きたいと 思います 。 

 

５月の子どもたち 

今月のテーマ 

 「たくさんの不思議を探してみよう！」 

����大きくなあれ ���� 
育 てている 野菜が増 え、野菜 への興味 や関心が 高まって いる子ど も達。4 月

に 植えたい ちごに続 き、とう もろこし とおくら も苗から 育ててい ます。育 ち方

を 知らせる と「花が 咲くんだ ね！いち ごと一緒 ！」「早 く食べた いよ～！ 」と

期 待に胸を 膨らませ ていまし た。 

そ して、ス イカに似 た小さな 実のなる 「沖縄す ずめうり 」の種植 えも行い ま

し た。種を じっくり 見ると… 「尖がっ ている所 と膨らん でいる所 がある！ ！」

と 不思議な 種の形に 興味津々 の様子で した。一 人一つの カップに 種を植え て、

自 分の名札 をさしま した。愛 着を持っ て、毎日 「大きく なってい るかな？ 」と

気 にかけな がら水や りをして 、お世話 をしてい ます。 

今月のうた♪ 



くま組(園庭開放) 
受付 １０：１０～ 

開始 １０：３０～ 
 

 

 

 

 

年少組の頃から音楽遊びが大好きな子ども達。ピアノの音に合わせてリズム良く、前蹴りや後ろ

蹴りをしたり、めだかやあひるになりきって様々な姿勢で表現し、身体を動かしました。「難し

い～」と言葉にしながらも保育者の真似をしながらしっかりとなりきって楽しみました。 

また、「何の楽器使うの？」と楽器を使うことも楽しみにしていた姿も。年少時にも使用した鈴

やタンブリンの持ち方を思い出しながら、リズムに合わせて鳴らしました。最後は友達と一緒に

「おてらのおしょうさん」を行い、じゃんけんで大盛り上がり！！友達との関わりも嬉しい様で

す！音楽遊びが終わると「楽しかった～！」と満足そうな表情を見せる子ども達でした。 

 

 

年 中組にな り、初め ての散歩 へ。鞄に １０種類 の草花 (ア ブチロン 、ビ ワ、梅 、タン 

ポ ポ、モミ ジイチゴ 、ツツジ 、ドクダ ミ草、ア ジサイ、 カタバミ 、ハルジ オン )の 

写 真が載っ たカード を入れて 、道中で 見つけた らシール 貼りをし ました。一番 始 め  

に 見つけた のは、ア ブチロン ！散歩の 途中で何 度も見つ けること ができ、「ア ブ チ  

ロ ン見っけ ！」と難 しい名前 も覚えて 言葉にし たり、「 こんなと ころにも ある ！ 」 

と 子どもな らではの 目線でた くさんの 自然に親 しみなが ら散歩を 楽しむ事 ができ 

ま した。西 町公園に 着くと、「見て見 て！こん なにシー ル貼れた よ」「全 部見 つ け  

た ～！」と 嬉しそう に教えて くれまし た。帰り 道でもカ ード以外 の草花に も興 味 を  

持 ち、「何 ていう名 前かな？ 」「おじ ぎそうに 似てる！ 」などと たくさん の発 見 を  

し た子ども 達でした 。 
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 体操服着用日・・・     お弁当の日・・・     パン給食の日・・・      お弁当給食の日・・・      

  

✿音楽遊び✿  

✿西町散歩✿  

（文責：今中 栞利） 

音楽あそび 
(竹野下) 

 

  6 月生まれの 

お誕生日会（10：20～） 

※デザートにヨーグルト 

が出ますスプーンを 

持ってきてください。 

 

  

   

今月の行事予定 

  

  

  

  

  

パン給食（サンライズ・牛乳） 

パン給食（ミルキーツイスト・牛乳） 

絵本貸し出し 

 

運動あそび 

(竹野下) 

 

絵本貸し出し 

 

父の日 

  

  パン給食（サンライズ・牛乳） 

プール遊び開始 

虫歯予防デー 

時の記念日 

ぱんだ組 

保育参観日(きく) 

 

保育参観日(さくら) 

 

※シールブック回収日 

卒園アルバム配布 

(１５：００～) 

 

パン給食（ミルクフランス・牛乳） 

 パン給食（ミルクフランス・牛乳） 

  


