
つぼみ組・つくし組だより 

 

蒸し蒸しとした暑さにしんどさを感じる毎日になってきました。新型コロナウイルス

感染で、長い間全員がそろうことがなかったのですが、やっと 6月からみんなが元気に

登園してくれるようになり、うれしく思っています。 

つくし組は制服での登園となり、部屋に入ると着替える、カバンからコップ・お便り

袋・絵本を提出し、おトイレに行きます。少しずつ自分でできることが増えていってい

ます。つぼみ組は最初から泣かずにお母さんとバイバイができ、早く慣れてくれました。 

 

 

 

新しいお友達 

6月からつぼみ組に土手佑真（どてゆうしん）君。 

つくし組に松浦勇人（まつうらゆうと）君が入園されました。 

これからよろしくお願いします。 

 

製作つぼみ組  

母の日にお母さんへのプレゼントをお渡しすることができなかったので、父の日の 

お父さんと一緒にお渡ししたいと思い作りました。 

手形をとるのに絵の具をつけるのですが、誰も嫌がったりせず楽しそうに絵の具のつい

た手を見ていました。 

 6 月の作品は足形を使いました。手も足も小さくて、ほんとにかわいいです。指に絵

の具を付けてのフィンガーペインティングもしました。 

先日持って帰ったニワトリの時計は、タンポに絵の具を付け模様を描きました。 

「コケコッコー、朝ですよー」と言いながら遊んでいただけたらと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製作つくし組 

つぼみ組と同様の思いで、家族へのプレゼントを作りました。指でつまめるボールを、

「イチゴみた～い」と楽しみながら、1個づつフォトフレームに装飾していきました。 

6月の作品は、タンポで葉っぱを、手形でカエルを、そしてフィンガーペインティン

グで雨を描き、６月の季節を表現しました。 

先日持って帰った紫陽花の時計は、レゴブロックをスタンプにして紫陽花の色合いを

表現しました。てるてる坊主も子どもたちが自分で色を選んで丸めて作りました。 

園外保育 

御所・梅小路公園と、６月に入りつぼみ組つくし組合同で、毎週木曜日に園外保育を

楽しんできました。木々の木漏れ日の下で暖かな自然を感じ、気持ちよさそうなつぼみ

組。「よーいドン」のかけ声で、保育者めがけてどこまでも走っていくつくし組。 

太陽と共感するかのような子どもたちの笑顔を見て、あらためて戸外で遊ぶことがい

かに大切かを実感しました。週に一度の園外保育、これからも一つ一つを大切に取り組

んでいこうと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

お願い 

日々の保育の中での、降園時の持ち物の入れ違いや忘れ物。保護者の皆様方には迷惑を

お掛けし、日々、申し訳なく思っております。このようなことがなくなる様、今まで以

上に注意を払っていこうと思います。 

つきましては、衣服や個人の持ち物等に、分かりやすいよう、目につきやすいように、

名前の記入のご協力をお願いいたします。 

手拭きタオルを毎日入れてもらってる子どもたちが多いのですが、今年はコロナ感染

症のこともあり、リースのおしぼりを使っていきますのでお家に置いておいてください。 

   

 

 

６月１５日発行 林屋・吉本・高木・藤澤 

 

☆こちらから他クラスのお便

りをご覧いただけます！ 



ゆり組だより       ６月１５日発行 青山洋子・亀田亜希子・寺井麻梨  

        

梅雨明けが待ち遠しい頃、むしむしとした日が続きます。            

６月に入り、クラス全員が揃うことができたゆり組！一気に室内に子どもたちの 

元気な声が響くようになりました。保護者の皆様には、長期間、家庭保育にご協力 

いただきましてありがとうございました。慣れ親しんだ１階での園生活から、２階で

の生活に変わり、周りの環境が大きく変わった子どもたち。初めは、新しい部屋に「こ

こで遊ぶの(?_?)」と、考えている可愛い表情を浮かべる様子が見られましたが、すぐ

に慣れ、目の前に有る大きな遊具で毎日他学年とも遊べることや、大きなリュックを

背負って階段をあがること、上靴を履いて生活すること等に、「先生！またお家の遊

具で遊ぼうね！」「もうゆり組になったから、●●ちゃん出来るよ！先生見て♪」と、

お兄さん・お姉さんになった喜びを感じている様子が見られます。子どもたちが「自

分で出来る」「出来るようになって嬉しい」という気持ちを持てるよう、ゆり組では

“自分で出来たね！”を大切に、一人一人が身の回りのことを自分で行っていけるよ

うに一緒に取り組んで行きたいと思います。そしてその中で、『みんなと一緒に動く』

『決められた時間の中で行動する』が身につくようにしていきたいと思います。 

 

体操 

安田先生による、体操が始まりました。歩く、進む、赤い線で止まるなどの指示行

動に加え、後ろ歩き、横歩き、鉄棒での足抜き回りなどに挑戦しています。 

次は「僕がやりたい！」と順を待つ間も 

ワクワクが止まらない様子の子どもたち。 

鉄棒にぶら下がる子どもたちの逆さまの顔は 

緊張の顔や笑顔など様々です。はやる気持ち 

を受け止めながらも、待っている時間も大切 

に『三角座りで待つ』・『順に並ぶ』が今の 

時期から出来るようにしていきたいと思います。 

 

 

 

 

※こちらから他クラスのクラス便りもご覧いただけます ➡ 

 

スプーンうつし 

スプーンを正しく持ち使えるように、知育玩具の一つとして取り組んでいます。 

親指・人差し指・中指の３点でしっかりスプーンを支え、それから左手をお皿やカッ

プに添えながら、ゆっくり入れていきます。すくいやすい豆から始め、お皿からお皿

へうつす事、そして、子どもたちの大好きなキラキラ光るビー玉を穴の開いた入れ物

に入れるなどです。「私はピンクのスプーンがいい！」「見て！上手だよ♡」など口々

に言いながらも、すくう顔は真剣そのもの。そして、ビー玉が穴の上でくるくる回り

ながらおちていく様子をみると飛び切りの 

笑顔の子どもたちです。 

 

 

ゆり組でのお願いとお知らせ 

  

★タオル 

・体操ズボンのポケットに手拭き用のハンカチ（タオル）を毎日必ず入れて来て

下さい。 

・たくさん汗をかく季節になってきましたので、汗拭き用としてつくし組時の、

手拭きタオルをリュックの前ポケットに入れて毎日持ってきて下さい。 

★着替え 

 ・夏服になりましたので、登園時はブラウスの下にアンダーシャツを着てきて 

下さい。 

★水筒 

・暑い季節になりましたので、水分補給をしやすいよう毎日水筒を持って来て下さ

い。ご協力よろしくお願い致します。 

★おはようブック  

・１ページ目の氏名や住所の欄の記入がない方がおられます。必ず記入しておい

て下さい。 

★歯ブラシ  

・給食袋に歯ブラシのない方が多くおられます。毎日入れておいて下さい。また、

その際必ず名前の記入をお願いします。（キャップが有る方はキャップにも） 

※１本落とし物をお預かりしています。お心当たりのある方はお知らせ下さい。 



たんぽぽ組だより 

 

梅雨の季節になり、やっとたんぽぽ組 12 名がそろいました。二ヶ月遅れのスタート

です。 登園した子ども達の表情はにこやかで、家にいた時のお話しをたくさんしてく

れました。 

ゆり組の時より大きいサイズになった机や椅子、その中に自分の持ち物を入れ、メロ

ディオンやそろばん、なわとびに絵の具など、新しい活動への期待でいっぱいの子ども

達。たんぽぽ組としての誇らしさのような、自信に満ちた表情が見られました。昨年度

の部屋には新ゆり組のお友だちがいて、少し先輩気取りを見せています。お部屋の中は

にぎやかで、大きな声が飛び交っています。お話し好きの元気な子どもたちとまた過ご

せることが出来て、とても嬉しく心にパッと花が咲きました。参観ではたんぽぽ組での

元気な姿をごらんください。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

メロディオン 

メロディオンのレッスンが始まりました。メロディオンを持って 4 階に上がる時の子

ども達はなんだか、年少組としての顔になっています。自分でメロディオンのフタをあ

けてホースをつけ、左手でメロディオンを持ち、その時 ホースがブラブラしないよう

にかかえる事や 吹き終わった後、ホースを洗って、ﾀｵﾙで拭き干しに行くなど、初めて

の事も意欲的にしています。 

ドレミの音階を親指から小指まで行ったり来たりする事など、最初の時は上手く指が動

かせませんでしたが、何回も練習を重ねる毎にみるみる上達してきて、子ども達の顕著

な成長には驚かされます。ご家庭でも応援してあげてくださいね。 

絵日記 

絵日記の提出日を決めました。提出日まで絵日記を書きためて指定の曜日に持ってきて

ください。 

絵日記は提出していただい当日にはお返しできないこともありますので、手元にない場

合に書かれる時は印刷した用紙をお渡ししておきますので、そちらに書いて、絵日記に

貼って提出してください。必ず日付の記入をお願いします。 

                                 

 

楽しんで書いて 

くださいね!! 

 

 

 

珠算 

ソロバンを使うまでに、1 学期は数字の書き方などを練習しています。 

時計の制作を通して、時計の数字の位置にも興味が出てきて、長い針と短い針の動きに

よって、何をする時間なのか知らせています。特に 12 時の給食の時間には、針が合体

することを知らせると、時計を見て「先生給食やなぁ」って知らせてくれます。 

ご家庭でも“～時になったら～をしようね” 

と時間に意識をもって次になにをするのかイメージを持てるようにしてみて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    船岡山でクライミング!! 

 

お願い   

・ 毎日マスクをつけて登園して下さい。また、活動によってはマスクを外すこともあ

りますので、マスク袋（ジップロックなど）をお持たせください。よく誰のマスク

なのかわからないとことがありますので、マスクに名前の記入をお願いします。 

 

 

 

☆こちらから他クラスのお便りをご覧いただけます 

 

6 月 15 日発行  フリードリック直子 

直子 



さくら組だより 

 

ようやく全員揃ってスタートできたさくら組。長い休み明けにもかかわらず、みんな

そろったことを喜び、やる気に満ちて目を輝かせてきた子ども達と、日々充実した時間

を過ごせています。新しいルールに戸惑いながらも「○○した？」「これは、こうする

ねん」と、お互いに確認したり、教え合ったりすることで徐々に定着してきています。

さくら組では『困った時、分からない時は、泣かずに伝える』と、『間違えることを怖

がらずにやってみる』の二つを約束ごとにしています。また、出来ていないことや間違

っていることを、一つひとつ指摘するのではなく「どこか違うね」「何か忘れていない？」

と、子ども達自身が考えて気付けるような声掛けをしています。『自分で考えてやって

みる』ご家庭でも、意識していただけると嬉しいです。 

 

音楽 

 七夕サマーコンサートに向けて練習をしています。休園期間中から取り組んできたこ

ともあり、少しずつまとまってきました。木琴や打楽器とメロディオンの持ち替えるタ

イミングや、楽器の置き方に注意して練習しています。演奏の練習では、手取り足取り

ではなく、「レに 1 の指を置いて」などの指示を聞いてできるようにしています。まだ、

個別の練習も必要ですが、間違ってもいいから音を出してみるよう声をかけています。

間違いを気にせずやってみると、数回やってみるうちに間違いに気づき、できるように

なり「自分でできた！」と自信にもつながります。思い通りに出来なくて落ち込むとき

もありますが、コツコツ練習に取り組んでいきたいと思います。 

 

お願い   

・ 毎日マスクをつけて登園して下さい。また、保育内でマスクを外すこともあります

ので、マスク袋（ジップロックなど）をお持たせください。連絡帳の袋に入れてお

いてください。 

・ 申込用紙や写真の申し込み袋など、記名されているか確認して提出してください。 

・ 暑い日が続きますので、毎日水筒を持って来てください。コップは不要です。 

・ 汗をかくことが多く、そのままでいると風邪をひく原因にもなりますので、乾布摩

擦のタオルを汗拭きとして使用します。毎日持ち帰りますので、毎日持って来てく

ださい。 

・ 名前の消えかかっているもの(靴下やハンカチ)、記名をお願いします！ 

 

 

☆こちらから他クラスのお便りをご覧いただけます！ 

園外保育 

 3 日は、妙心寺退蔵院にて座禅の体験をさせていただきました。「ももちゃん家に行

く!」と楽しみにしていたさくら組は、初めての座禅に期待でワクワクしていました。

最初に、日本最古の水墨画といわれ国宝に指定されている【瓢鮎図】を拝見しながら、

何が描いてあるのか解説して頂きました。子ども達からの質問にも、副住職（桃子ちゃ

んのお父様）は、一つひとつに丁寧に答えて下さいました。そして極楽蝶花やアジサイ・

蓮が咲き、木々の葉が青々とした、美しいお庭を散策しながらお茶席へ入り、いよいよ

座禅開始です。良い姿勢で座り、深呼吸をして何も考えずに心を落ち着かせる。意識し

て行うと、普段と違った感覚になってきたようで、子ども達も真剣に驚くほど静かなひ

と時を過ごすことが出来ました。６分程度でしたが、大変貴重な体験になったと思いま

す。最後は、頑張ったご褒美にとお菓子を頂き、大満足の子ども達でした。また、次の

日からの日課内での黙想では「こうやって背中伸ばすねん」と学んだことを生かしてい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 日は、船岡山へ行きました。公園で縄跳び

をしようと持って行きましたが、砂埃がひどくて

諦めて、山に上ることにしました。大文字山に比べて木々に遮られるので、子ども達の

背丈では景色が見えにくかったのですが「京都タワー見つけた！」と喜んでいました。

散策をしていると伊住くんが「秘密基地あるねん」と案内してくれました。そこには「登

ってください」と言わんばかりの岩場が…もちろんみんなでチャレンジ！登って降りて、

また登る…の繰り返し「３回目」「私、５回目」「僕、10 回目」と何度も挑戦していま

した。結局、みんな 15 回くらい頑張って汗だくになっていました。 

 

自由画帳 

 自由画帳を活用し。動物・果物・植物など絵描きうたのように、

順を追って形を描く練習をしています。その後自由に色を塗ったり、

模様を描いたり。出来上がった絵はロッカーの上に飾ってみんなで楽しんでいます。 

一緒に描いてもそれぞれの個性が出ていて面白い作品になっていますよ。 

6月 15日発行  廣瀨道子・阿部和美 



すみれ組だより  

 長きにわたった緊急事態宣言の解除に伴い、通常保育が開始となりました。保護者の

皆様におかれましては、感染拡大防止へご協力いただきまして誠にありがとうございま

した。今後も気を緩めることなく、手洗いうがいや消毒を徹底しながら子どもたちの体

調管理に努めてまいります。 

１８名全員での学園生活を心待ちにしておりました。子どもたちが楽しく充実した生

活を送れるよう、気持ちを新たに頑張ってまいります。 

 

日昔先生 体操 

 ４・５月に、日本教育

文化センターより日昔

尚雄先生をお招きし、体

操をご指導いただきま

した。子ども達は日昔先

生のお話を集中して聞

き、楽しみながら取り組みました。運動能力向上はもとより、精一杯取り組む姿勢や気

持ちの良い返事、お友だちを応援する心等、それぞれが目標をもって活動することが大

切だと教えていただきました。 

跳び箱や縄跳びも自己ベスト更新に向けて奮闘中です。体育ローテーションで体力ア

ップを計り、一歩一歩前進していきましょう。 

 

園外保育 

5 月 27 日、「妙心寺 退蔵院」へ庭園の散策と座禅の体

験をさせていただきました。さくら組の松山桃子ちゃんのお

父様より、はじめに庭園と初期水墨画の代表作である、国宝

『瓢鮎図（ひょうねんず）』のご説明していただきました。

五月晴れに映える美しい景観にみんな興味津々で拝観し、季

節の華やぎと日本の様式美を体感できました。 

散策の後は座禅を体験し、初夏の

気持ちの良い風を感じながら、み

んな心を静めて取り組むことがで

きました。あわただしく過ぎてゆ

く毎日の中でも、わずかな時間を

見つけ、自分自身の心と向き合う

時間を作ることが大切だと実感い

たしました。 

6 月 3 日に行った京都市動物園では、ゾウとキリンの 2

種類から好きな動物を選び、写生に挑戦しました。園外保育

で何度も訪れたことのある場所ですが、写生をすることで更

に真剣に見学することができたのではないでしょうか。帰園

してからも集中して色塗りに取り組みました。 

 

 

ニュース発表 

今月より朝礼の時間にニュース発表が始まり、それぞれ

が興味のあることについて調べ、少し緊張しながら頑張っ

て発表しました。 

国語ノートに発表用の原稿を書き、画用紙等に写真や絵

を用いた視覚資料があれば、より分かりやすい発表になり

ます。しっかりと事前準備をし、大勢の前で物怖じせずに

堂々と話す力をつけていきましょう。 

 

 

プレゼント制作 

 ご両親へのプレゼントは、十折りにした切

り紙を使い、ステンシルでオリジナルトート

バッグを作成しました。切り紙は開いたらど

んな形になるのか、ワクワクしながら切り進

め、納得いく模様になるまで何度もやり直しをしている姿

も見られました。最終段階のステンシルでは、「お父さんお

母さんは何色が好きかなあ、喜んでくれはるかなあ」と、

ご両親を想いながら心を込めて作っていきました。 

19日 金曜日にお渡しいたします。お楽しみに！ 

※お願い 

きららだよりにも記載されていますが、登園時にマスク着用の徹底をお願い致します。

また、保育内容によってはマスクを使用できない場合がございますので、清潔を保つた

めの保管袋のご用意も重ねてお願い致します。 

 

 

☆こちらから他クラスのお便りをご覧いただけます！ 

6月 15日発行 川﨑愛菜・近藤佳子 

 

 

 


