
つぼみ組・つくし組だより 

 

先日の七夕サマーコンサート、急なオンライン配信となりましたが、たくさんの父兄

に視聴して頂きありがとうございました。 

6月からの活動となり短い練習期間でしたが、皆で並んで発表することができました。 

部屋で、線に並ぼう♪線に並ぼう♪と歌いながら一列に並ぶことを覚えていきました。 

スープーラッパも音が出るのを楽しみながら元気に発表できたと思います。コンサート

という発表の場になり、緊張している子も多くいたかと思うのですが、泣くこともなく、 

皆かわいい姿を見せてくれ、嬉しく思っています。 

 お家で暖かい応援をして下さっていた事と思います。参観でも見て頂きましたが、ひ

とつひとつ経験をしていくことで、力をつけていっています。 

 一学期、何かとご協力頂きましてありがとうございました。 

長いお休みに入ります。夏の楽しい遊びができたらいいですね。体調には気を付けて元

気で過ごして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知育玩具 「つぼみ」 

 七月に入り、小さなボールで遊んでいます。たくさんのボールを一度に転がすことで

ボールを目で追う。赤いボールは？青いボールは？と色を覚えていく。 

つかむ、転がすなど、身体全部を使って遊んでいます。 

知育玩具 「つくし」 

 六月は貯金箱などで指先でつまむ遊びを楽しみ、七月に入ってからは、赤・青・黄の

三色の細長いフェルトを、同じく三色のお盆に色分けして片付ける遊びを楽しみながら、 

色の名前を覚え、同じ仲間で仕分ける力を身につけていってます。 

 

 

 

 

 

 

 

製作つぼみ組  

織姫と彦星の着物を、オクラを切ってスタンプを作り絵の具を付けて模様にしました。

七月の作品はカニです。絵の具にのりを混ぜて手のひらで伸ばし、海を表現しました。

乾くとのりが波の雰囲気を出してくれます。 

皆手を元気に動かし描きました。 

 

 

 

 

 

 

 

製作つくし組 

七夕飾りでは、黄色のシールで星を 

表現したバックに、お花紙で着物を 

あしらった織姫と彦星を作りました。 

七月の作品は金魚です。青と白、二色 

の絵の具を手のひらで広げていき、混 

じり合い変化していく色を楽しみなが 

ら水を表現し、緑で水草も。手形で表現した金魚が気持ち 

良さそうに泳いでいます。 

７月１３日発行 林屋・吉本・藤澤・高木 

 

☆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          ７月２１日発行 青山 洋子  

 

早くも夏休みがスタートしましたが、いかがお過ごしでしょうか？ 

１学期には保護者の皆様にも様々な形でご協力いただきありがとうございました。２学期に

は、夏休みに色々な経験を重ね、少し日焼けした元気な子ども達からたくさんのお話を聞ける事

を、そして笑顔いっぱいの子ども達に会えるのを楽しみにしています☆ 

何が入ってるのかなぁ？ 

お友達が、お家で捕まえた虫を持って来てくれました😄虫かごをみんなの前に置くと一斉に大

集合！「これ、どこに居たの？」「誰が捕まえたの？」「あ！動いてる！」「そんなにカゴ動か

したら可哀想だよ～！」などなど、子どもたち 

同士の会話が一気にとびかっていました。興味の 

対象が有る事で、子ども同士で質問の会話が成立 

している様子や、後から来たお友達にも説明する 

子どもが居たり、先生が援助しなくても大丈夫！！ 

そんな姿に子どもたちの言葉や人間関係での大きな 

成長を感じられる場面となり、感動と共にとっても可愛い姿を見ることが出来ました(^^) 

プリント 

１学期は、鉛筆が正しく持てるよう、〇が丁寧に書けるよう、そして名前の“音の数”が分か

ることをねらいとして指導してきました。正しく持てても、鉛筆での筆圧がまだまだ弱いと感じ

た１学期。鉛筆の前に、たくさんクレパスなどでの殴り書きの経験が必要だと感じ、絵画や自由

画帳を使ってのびのびお絵かきをしました(^^) 鉛筆は正しく持てるよう「ぴよぴよ～！」、〇

は書き始めと終わりがぴったり合わさるように「ぴったんこ～！」と言いながら取り組んできま

した。自分の名前は、声に出しながら一文字ずつゆっくり丁寧に〇で書けるようにしてきまし

た。夏休みのホームワークとして、プリントを持って帰っていただきましたので、１学期に経験

したことが身につき、２学期につながるよう、ぜひお子様と一緒に楽しく取り組んでいただけた

らと思います。 

 

お泊り保育      

園生活で初めてのお泊り保育。子ども達より、保護者の方の方がドキドキされていた方もいら

っしゃったのではないでしょうか(^^)でも、そんな心配はどこへやら。泣き続けたり、帰りたい

と泣く子どもは誰一人おらず、子ども達は普段通りの生活、むしろ「楽しいねー♡」「次は何の

楽しいことするのー！？」といつもより長時間の集団生活をしているとは思えないほど元気いっ

ぱいでした。当日はあいにくの雨で予定通りとはなりませんでしたが、代わりに行った琵琶湖博

物館では、ほぼ貸し切り状態の中、大きなトンネル水槽の中のたくさんの魚に喜んだり、体験コ

ーナーでザリガニや魚をドキドキしながらそっと触ったりと笑顔でいっぱい！！( ^^) そして、

きらら学園恒例の、夜のきもだめしでは、魔法でみんなに元気パワーを注入したけれど、、、や

っぱり怖い！！暗い部屋に一人で入って前に進む事が出来ると、不思議なオバケさんから勇気の

証のプレゼントがもらえます。怖いのを必死に我慢して、いつもより何倍も大きく目を見開き進

む子ども、プレゼントを奪うようにもらって走って帰ってくる子ども、ドアを開けては閉め開け

ては閉めと、怖さと葛藤する子どもなど様々でした。結果、全員が１歩ずつ前に進むことが出来

ました！勇気を持てましたね(^^)v 

このお泊り保育を通して、荷物の片付けや着替えなど自分のことは自分でするという事がよく

出来たと思います。身体はまだまだ小さいですが、親離れ・自立への大きな１歩を踏み出したと

思います。みんなよく頑張りました！花丸です💮 

 

ゆり組でのお願いとお知らせ   ※こちらから他クラスのクラス便りも 

ご覧いただけます ➡ 

★タオル 

・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。 

★ご用意下さい 

・２学期中に、お箸指導を始めていきますので、３点セット（スプーン・フォーク・箸）の物

をお持たせ下さい。その際、箸にも必ず名前記入して下さい。 

・２学期には、絵の具の活動が増えますので、スモックをお持たせ下さい。体操服の上から

着ます。素材や半袖などは問いません。 

★使いません 

  ・つくしの時に使用していました食事の時のエプロンは、ゆり組では使いませんので、抜い

ておいて下さい。 

★1 学期の落とし物  

・１学期中に名前のない落とし物が有り、お預かりしています。心当たりのある方はお知ら

せ下さい。（８月末まで保管致します） 

半袖体操服 cm    園指定歯ブラシ（黄色）  歯ブラシキャップ（透明） 

 

 

今月よりゆり組を一緒にサポートして下さる先生が増えましたのでお知らせ致します。 

髙石 奈々です。 

ゆり組をサポートさせて頂く事になりました。子ども達が毎日笑顔で楽しく過ごせるように、

成長を見守りたいと思います。よろしくお願い致します。 



たんぽぽ組だより 

 

短かった一学期が無事に終了しました。 

先日の七夕コンサートでは、練習回数が少ないにも関わらず毎日の積み重ねた練習の成

果が発表へと繋がり、一人一人が、見てもらう期待と喜び、そして自信をもって出来た

と思います。次の運動会、そして、冬のリズム発表会へと さらなる成長を見せてくれ

ることと期待しています。 

改めまして無事に一学期を終了する事ができまして、保護者の皆様にはご理解ご協力

ありがとうございました。 

通年とは違った状況の中の夏休みとなりますが、どうぞ、病気やケガのないように 

ご家族そろって楽しい思い出深い夏を、お過ごしください。 

また二学期、元気いっぱいの子ども達に会えるのを楽しみにしております 

 

 

 

 

お当番活動 

たんぽぽ組でのお当番では、今日の目標を発表しています。 

「 ぼくは、わたしは、○○をがんばります 」お片付け、走る事、食べる事 

メロディオン、歌う事 etc 

人前で発表することで、自分が言ったことに責任を持つこと、恥ずかしがらずに自信を

もって言えることを目標にしています。お当番表をめくりながら 

次は自分、次の次が○○ちゃんと、楽しみにしている声がよく聞こえています。 

お友達の目標をニコニコ聞いている子ども達の目は輝いています。そして、帰りの挨拶

の時に目標はどうだったかと尋ねますと、ほとんどの子が、“出来ました‼”といって

います。人の前に立ち、自分の言葉で発表することが年長組でのニュース発表につなが

って欲しいと思います。 

 

絵日記 

絵日記を提出してくれる時には、一つ一つの絵を指して説明をしてくれます。 

実際に体験したことだけではなく、そこから話がふくらみ想像の世界へと話が広がった

りすることもあります。見て聞いて、書いて読む、話す、そして形にする 

まだまだ始めてばかりですが、とても成長がみられます。 

夏休み中も絵日記を続けてくださいね。 

 

 

 

運動あそび 

昨年よりローテーションの時に、V 字 あざらし、ブリッジ、片足立ちなどのポーズを

してきましたが、かなり上手になってきました。 

また、ボールを 5 回ついたり、真っ直ぐ上にほってうけることも挑戦しています。 

縄跳びでは走りながら跳んだり、鉄棒は前まわりなど、どんどんできる事が増えてきて

います。夏休み中もご家庭でしてみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給食の用意 

昨年と違って、自分で給食を取りに行き食べ終わったらもどしに行っています。 

そして、分量も自分で「少なくしてください 」「多くしてください」「おかわり下さ

い」と伝えるようにしています。 

自分で決めた分量に責任を持ち、残さずに食べてもらっています。 

二学期からは、お箸で食事をしていこうと思いますのでご家庭でも練習をお願いします。 

 

夏休みの宿題 

  ★プリント ★絵日記  

★数字１～12 と自分の名前を書けるように練習してください。 

★お箸で食事をする 

★縄跳び 走りながら跳ぶ 

★メロディオン ド～ド♪の音階の練習 

         楽しみながらがんばってください。 

７月２１日発行  フリードリック直子 

直子 

園長先生と 

もじのお稽古 

頑張っています 



さくら組だより 

 

6月から通常保育を始め、あっという間に終業式となりました。毎日、元気に登園し

てくれる子ども達と、試行錯誤しながら過ごした 1 か月半でしたが、マスクの着用・

手洗い・うがい・消毒など、新しい習慣にもすぐに順応してくれました。 

体育ローテーション・日課活動・プリントや辞書引き・チューター・積木・絵画制作・

などに加えて、専科の授業と分刻みのスケジュールの後には、幼児教室の授業や体操・

英語・オプションなど、忙しい一日を過ごしていた子ども達。連絡帳に「昨日は、帰っ

てから朝まで、夕飯も食べずにずっと寝ていました」と書いてあることも度々あり、園

でかなり頑張っていることがわかりました。 

新型コロナウィルスの感染者がまた増え始める中、大雨による洪水被害も発生し、緊

張の糸が緩められない状況が続いています。いつものような旅行や遊びの機会は少ない

かもしれませんが、今しかできないことを大切に、充実した夏休みをお過ごしください。 

1学期は行事の縮小や休園など、保護者の皆様のご理解とご協力に心から感謝してお

ります。ありがとうございました。8月 24日に、元気な笑顔で 20名全員が登園して

くれるのを楽しみにしています。 

 

七夕サマーコンサート 

 さくら組の保護者の皆様には、配信での披露となりましたが、いかがでしたでしょう

か？本格的な練習が始まったのは 6 月からで、一か月という短い期間でしたが、その

分集中して取り組むことができたように思います。『シンコペーテッドクロック』は、

同じメロディでもリズムが違う部分がとても難しく、何度も何度も練習しました。楽器

の持ち替えでは、音を立てずに素早くできるように意識してきました。自分のペースで

なら演奏できても、みんなと合わせる難しさを感じていたと思います。『フレ！フレ！

大丈夫』は、長くて歌詞が難しい歌でしたが、給食の用意の時や自由遊びの時に、口ず

さむ子が出てくると、いつの間にかみんなで歌いだすほど、お気に入りの歌になりまし

た。今回、音楽が得意な子も苦手な子も、お互いの音や声を聞き合わせることで、美し

い音楽になるということが実感できたことがとても良い経験になりました。「いつかお

互いその夢が叶ったら、今日を思い出すんだね」という歌詞のとおり、大きくなった時

にこの経験を思い出してくれるといいですね。 

 

 

 

七夕制作   

 七夕飾りを作りました。最初に 3 本の曲がるストローの短い部分に切り込みを入れ

て、長い部分に差し込み三角形にしたものを２つ作って、それを合わせて星にしました。 

そこに、織姫と彦星、スイカときゅうり、五色の短冊を付けました。少し難しいかと思

うことも、よく指示を聞いて制作することができました。今年の七夕は雨が降ったので

「雨が降ったから、天の川も洪水になってないかな？」と問いかけると「天の川は星や

から洪水にならへん」と、冷静な子ども達。でも「織姫と彦星は会えなかったからかわ

いそうやなぁ」と、純粋なところもあり少しほっとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

辞書引き 

 「先生、今日も辞書したい！」と楽しみに取り組んでいます。『さくら』という言葉

を調べる際、まず付箋に番号と単語を書きます。次に目次のところで『さ』の最初のペ

ージを探して開きます。そこから、上部左右の言葉を見て 1枚ずつめくりながら『さ』

の次に『く』が出てくるページを探します。『さく』が出てくると、最後は一行ずつ確

認しながら『さくら』を探します。辞書の神は薄くて破れやすいので、子ども達にとっ

ては、1ページずつめくっていくのが一番難しいようです。辞書引きで必要なのは《五

十音の順番》が理解できていることです。『く』は『し』より前だからめくりすぎたと

気づけないと、どんどんめくってしまいます。夏休み中に、親子で遊びながら五十音順

を確認してみてください。（園では、五十音表を貼っているので見て確認しています） 

 

 

絵画 

参観週には「タツノオトシゴ」

今回は「大きな傘で遊ぶカエル」

を描きました。どちらもみんな

で一緒に描くのですが、大きさ

も太さも様々で、色を付けると

更に個性あふれる表現になって

います。 

7月 20日発行  廣瀨道子・阿部和美 

☆こちらから他クラスの 

お便りをご覧いただけます！ 

 



すみれ組だより 

すみれ組の子どもたちと過ごす日々はかけがえのない時間で、あっという間に１学期

の終了を迎えることとなりました。毎日、賑やかな声が教室に響いていました。 

 さあ、明日から長い夏休みが始まります。限られた時間を有意義に過ごし、２学期に

また元気に登園される日をお待ちしています。 

 

英語 JJ 先生 

 本年度より、金曜日午後にきららインターナショナ

ル幼稚舎の JJ先生に英語をご指導していただいてお

ります。子どもたち一人ひとりとのリレーションを大

切にしながら、フォニックスやサイトワーズを通して

楽しく英語を学習していきます。 

フォニックスとは英語のスペリングの約７５％を

構成しているといわれており、幼児の英語教育におい

て欠かせないものです。学習内容を定着させるため、

ホームワークが用意されておりますので、ご家庭で取

り組み、翌週の授業日までにお持たせください。 

火曜日午後のダニエル先生の英語も引き続き継続

しますので、本年度は週２日で英語学習に励みます。 

 

 

華道 内田先生  

6 月１８日に行われた初めての華道レッスンでは、

ご両親へのアレンジメント制作を行いました。黄色を

基調として可愛らしく装飾されたオアシスに、カーネ

ーションやバラ、レモンなどを使用し、華やかな作品に

仕上げました。内田先生のご指導を

よく聞きながら、ハサミ使いなど集

中して取り組む姿勢が大切です。 

また、今後の華道レッスンは人数

の都合上、同日にクラス全体で行え

ない場合がございます。その際、年間

のレッスンは、全員同じ回数になる

よう配慮しておりますのでご了承く

ださい。 

茶道 政埜先生 

６月２３日より、茶道レッ

スンが始まりました。洋室で

の生活に慣れ親しんでいる子

どもたちにとって、和室で日

本の伝統文化に触れる機会は

大変貴重な時間です。 

初めてのレッスンでは、和

室での立ち振る舞いをご指導いただきました。踵の上にお尻をのせる跪座（きざ）の姿

勢を通りながら正座をし、そこから姿勢を崩さないように立ち上がる練習をしました。

次回のレッスンは９月２９日（火）です。 

 

七夕サマーコンサート  

 7月3日、七夕サマーコンサートが開催されました。保護者の皆様におかれましては、

たくさんのご参観をありがとうございました。すみれ組は、歌「レッツ・ゴーいいこと

あるさ」と、メロディオン・木琴奏「ラプソディー・イン・ブルー」を演奏いたしまし

た。通常保育の開始と同時に、やっとクラス全体で練習ができるようになり、わずかな

時間の中で精一杯練習を積み重ねてまいりました。特に「ラプソディー・イン・ブルー」

は、ジャズの要素を織り込んだ現代曲であるため、自由でリズミカルな旋律や臨時記号

が頻出し、子どもたちにとって大変難易度が高い楽曲でした。それでも臆することなく

真剣に練習に励む姿は本当に立派でした。すみれ組らしいパワーあふれる歌声と、クラ

ス一丸となって取り組んだメロディオンの音色はいかがでしたでしょうか。 

 

お願い 

【お持ち帰り品】 

○お家にて保管するもの 

１学期プリントファイル・月間絵本７月号・月刊誌きらら 7 月号 

○始業式に持ってくるもの ※以下、必ずチェックをお願い致します。 

 筆箱(鉛筆２～３本・消しゴム・ペンスレード)・色鉛筆・自由画帳・詩集 3・漢詩集・ 

カラー帽子・乾布摩擦タオル・給食セット・コップ・水筒・連絡袋・おはようブック・

連絡帳・メロディオン 

 

 

 

 

☆こちらから他クラスのお便りをご覧いただけます！ 

7月 13日発行 川﨑愛菜・近藤佳子 

 

 

 


