まつぼっくりぐみだより ６月号
６月は、アジサイやカタツムリ、カエルと梅雨ならではの自然を
楽しめます。晴れた日には、出来るだけ戸外へ出かけ自然とふれ合
いたいと思います。また、心も身体も開放的になれる、泥んこ遊び
も思いきり楽しんでいけたらと思います。

とできている子を褒めると、他の子も気づき背中を伸ばして、お茶碗
も持って『僕もできるよ』
『私も見て』と見せてくれます。これからも
少しずつ自分で気づきながら食事のマナーを見につけていきたいと思
います。

4 月から取り組んできた歯磨きは、仕方にも慣れつい話しながら行っ

★玉ねぎドレッシング作ろう（クッキング）

にする気持ちを育んでいきたいと思います。

５月のクッキングは、ぶどうさんの畑で採れた
玉ねぎを使って『玉ねぎドレッシング』を作りま

✰６月の行事✰

した。玉ねぎの皮むきでは「どこまでむいたらい

５日（水）火災訓練

いと？」「お母さんもしよらす」
「白くなってきた

１２日（水）遠足・お弁当の日

よ」と友だちと会話を楽しみながら進めていきました。調味料を入れ

１３日（木）歯科検診 14：30

る前に何色かな？どんな匂いがするのか？と見比べ、お酢は「うめぼ

１８日（火）交通訓練

しの匂いがする」「すっぱいね」と少し驚いていた子

２２日（土）クラス会・保育参加
＊お泊りに向けての梅ジュース作りを親子で楽しみ
たいと思います。ご参加よろしくお願いします。
２７日（木）内科検診 14：00
２８日（金）お楽しみ会＊白ごはんは、要りません

ども達でした。玉ねぎと調味料をミキサーに入れてス
イッチオン！！「おいしくなーれ」と魔法の言葉を唱
えながら混ぜ合わせました。出来上がりみんなで食べ

♪６月の歌

・バッタのぴょんこちゃん

・あめふりくまのこ

・どろだんごつくろう
・９９９ひきのきょうだいの
おひっこし

・あめ ・はのうた

・ばばばあちゃんのどろんこ

・とけいのうた
・ほたる～じんじん～

６月生まれのお友だち ～お誕生日おめでとう～
★いわもと ぜんくん
（Ｈ２１年 ６月１６日生まれ）
周りのお友だちの様子を気にかけて、「○○し
たかったの？」と聞いて「これ使っていいよ」と
自分が持っていた玩具を貸してくれる優しいぜ
んくん。虫が大好きでいつも図鑑を覗き込んでは
「羽があるよ」と発見したことをみんなに知らせ
てくれます。

れました。今月は歯科検診や、虫歯予防デーもあり、歯磨きについて
もう一度見直すには絶好の月です。歯磨きはなぜするのか、歯を大切

●身体づくり
★てんぐ下駄への挑戦
あんず組の時は缶ぽっくりを楽しみ、まつぼっくり組では、天狗
下駄に挑戦しています。天狗下駄に乗るにはバランス感覚が必要で
時間もかかります。最初はなかなかのることができずに「缶ぽっくり
がいい」と缶ぽっくりにのっていた子ども達でした
が、少しずつ歩ける子どもが出てきて「せんせいで
きたよ。みてて」と自信満々に見せてくれます。
お友だちの姿を見て「僕もやってみよう」と挑戦
する子ども達も増えてきました。自分でもやって
みようとする気持ちを大切にしながら取り組んで
いきたいと思います。

ると「おいしいね」と大喜びでいつもは野菜が苦手な
子どもも「おいしかった」と汁までぺろりと食べてい

６月の絵本

たり、遊び出してしまったり、少ししか磨かなかったりする姿が見ら

ました。自分達で作ったドレッシングはとてもおいしかったようです。

■排泄
活動の合間のトイレの時間では、次のことを考えながら動こうとする
ので、そのまま脱ぎ捨ててスリッパが並んでいないことがよくありま
す。
「スリッパを並べたら、次の人が使いやすいよね」とちょっと声を
かけると、自分で気付き、並べようとする姿も見られます。まだまだ
声かけと援助が必要ですが、毎日の繰り返しの中で少しずつ身につく
ように取り組んでいきたいと思います

■睡眠
掛け布団がなくなり、布団の持ち運びがしやすくなりました。起床
後、
「お布団たたんで持ってきて」と誘うと自分でタオルケットと敷布
団をたたみ、タンスまで運んできてくれます。敷布団が重くて運べな
いお友だちを見ると、何も言わなくてもさっと手伝いにいき、一緒に
運んでくれる優しさも見られるようになりました。タンスに順番にき
れいにしまうコツもつかみ始めています。

■着脱

■食事

毎日、乾布摩擦の際には自分で脱いで、たたんでいますが、洋服によ

★食事のマナー
まつぼっくりさんは４・５人のグループに分かれて食事をしていま
す。ついお話に夢中になり、肘をついたり横を向いて食べたり、背中
が丸まっていたり箸で遊びながら食べたり…という姿が見られました。
その都度「前を向いて食べよう」と声を掛けていますがなかなか持続
しません。そこで「○○ちゃん背中もしっかり伸びてかっこいいな」

っては着脱がしにくかったりし、時間がかかる時もあります。できな
いときには保育士に「してください」と言うことが多かったのですが
最近は、速く着替えたお友達が洋服を引っ張ったり、肩のボタンをは
めてくれたりとお手伝いをしてくれる姿が見られるようになりました。

■清潔

★

階段のぼり
4 月に比べると長い階段も一歩一歩踏みしめながら登り、頂上にた
どりつくのも速くなりました。頂上に着くと「あっ保育園が見えるよ」
とみんなで「おーい」と呼びかけたり、みん
なでかくれんぼをして遊びました。散歩先の
お堂さんでは周りを駆け回ったり、ジャンプ
して段差を飛び越えたりしています。いろん
な体験をしながら身体をしっかり動かし、強
い足腰をつくっていきたいと思います。
★

散歩に出発！！

お散歩が大好きな子ども達です。平らな道
を歩くよりも田んぼのあぜ道を通ったり丸
太棒の上を渡ったり、斜面や凸凹道…水路を
飛び越えたりしながら散歩を楽しんでいま
す。途中で動物の足型があると「これはくま
さんのじゃない？」と一人の子どもが言い出すと「じゃ静かに行こ
う」とみんなで忍び足になり進んでいました。進むスピードも様々
ですが距離があいていると速く歩いていた子が座って待っていた
り、手を繋いで「行こう」と誘ってくれたりとても微笑ましい光景
が見られました。

■ごっご遊び
★絵本『ばったのぴょんこちゃん』ごっこ～
ばったのぴょんこちゃんになって散歩に出かけました。
「ぴょんこち
ゃんは皮ぬいで大きくならしたもんね」といいながらジャンプをした

り軽やかに先を進んでいくと「バサッバサ
ッ」とカラスが飛んできました。
「あっ○○
カラスがきた」と子ども達！！「食べられ
る」と言いながらみんな顔を隠してかくれ
ました。カラスが行ってしまうと「あー怖
かったね」
「見つからなくてよかった」とバ
ッタの気持ちになってドキドキしながら先
を進みました。途中にはバッタの天敵くもがクモの巣をはって待って
いました。
「ここを通してほしかったら引っかからないようにして行っ
てみろ」
「できないだろう…」とクモがいうと「できるもん」と子ども
達も怖がりながらも一人ずつくぐりぬけました。
怖くて先に進めない子がいると「がんばれー」と応援の声も飛び出し
全員無事に渡ることができました。
「よかったね」とみんなで拍手をし
ました。
「みんなもぴょんこちゃんみたいに少し大きくなったんじゃな
い」と言うと「うん」と嬉しそうな子ども達でした。
お堂さんに着くとお友達“おんぶばったくん”がいて一緒にジャンプ
遊びやだるまさんが転んだをして遊びました。

ゃん』でぴょんこちゃんになってお散歩に行った時のことです。バッ
タの脱皮の様子を見守っていたりなちゃん。足が長くなっているねと
散歩先でもジャンプ遊びを楽しんでいました。

★リレーしたよ
温泉広場で女の子男の子チームに分か
れてリレーをしました。子ども達は初めて
でしました。子ども達は初めてのリレーで、
保育士が、ルールを説明するのをしっかり
聞いていました。競争というよりは、バト
ンを友達につなげて走ることがとても楽
しかったようです。

●音楽

●自然

♪5 月は『チポリーノ冒険』『つばめになって』『こいのぼり』など
の歌を歌ってきました。中でも「かぶこさん、いちごさん、さくら
んぼぼーや…」のフレーズが好きで♪チポリーノの冒険を歌うとニコ
ニコと嬉しそうに歌っていました。

■詩
☆5 月は詩『あいさつ』を朗読してきました。子ども達は「おーいげ
んきか」
「げんきぴんぴん」と覚えて友だち同士で口ずさんでいる姿も
見られました。ぶどうさんがお楽しみ会で発表している姿を見てまつ
ぼっつくりさんも一緒に口ずさみ嬉しそうでした。

★ぴょんこちゃんの脱皮
いつものように朝からバッタを覗き込
んでると…何やら白いものが草の所に
ついていました。よく見てみると足や触

かんざわとしこ

そらまめさんてば

ふくれて ぷくん

一人の子が絵本『ばったのぴょんこちゃん』を持ってきて「これと

だれと けんかを

ゃんがお洋服を脱がしたんじゃない」「すごーい」「よる寝てる時に

しているの ぷくん

な？なんか形があるね…」と言うと「あっもしかして、ぴょんこち

そらまめさんてば

みんなで脱がしたとばい」とみんなで言い合っていました。すると

さじゃない？」と子ども達！！保「草か

おへんじ しないね

★染め紙あそび
もうすぐ雨の季節梅雨がやってきます。今回は
障子紙で染め紙あそび“かさ”を作りました。ピ
ンク・水色・黄緑・黄色の絵具を使って好きなよ
うに染めました。出来上がり紙を広げてみると
「すごいね」と喜びいろんな色が混じりあう不思
議さに驚いていました。

んななにかついているよ」と言うと「く

くちを むすんで

覚もあり“バッタの脱皮”でした。「み
いばって ぷくん

★折り紙～いちごを作ったよ
折り紙でいちごを作りました。
「四角に折って」と言うと「こうです
か？」
「ひっくりかえして」と言うと「こうですか」と保育士の「言葉
をひとつひとつ確認しながら折っていました。出来上がり保育室の壁
に飾ると「これ私がつくったの」ととても嬉しそうに眺めていました。

✰６月は『そらまめ』の詩を暗唱します。そらまめをむくお手伝いを
したり、お散歩や絵本でもそらまめに触れ合いながら、この詩を楽し
んでいけたらと思います。
そらまめ

■手指活動

困った事に対しては、次はどうしたらいいか皆で考え遊びの中の新
しいルールとしていきます。そんな中で遊びが発展していければと思
っています。

おんなじだ」と絵本と比べながら見ていました。
「お父さんみたいに
大きくなるんだもんね」と言いながら子ども達もとても嬉しそうで
した。
３度目の脱皮では大きな羽が背中に付き大人のバッタに成長しまし
た。「お父さんみたいになっとらすね」
「羽が大きい」と図鑑を見な

■集団

がら確かめていました。バッタの成長を「すごいね」と喜びあって

★段々ルールが増えていくしっぽとり
保育士がしっぽをたくさんつけて子ども達が追いかける、反対に子
ども達のしっぽを保育士が追いかけて取るという単純なルールの遊び
から始まり、次第に互いのお互いのしっぽを取り合うルールへと進め
てきました。するとしっぽを取られると悔しくて泣いてしまったり、
また相手をたたいてしまう姿も見られました。
鬼遊びは、瞬発力や敏捷性も伴う遊びですが、ルールの中で自分の
感情をコントロールするという力も育っていきます。
「しっぽとりどうだった？」と聞くと「たのしかった」
「○○ちゃんが
取らしたけんいやだったもん」と困ったこともなども話してくれます。

いた子ども達でした。

●描画
今月は、村本りなさんの絵を紹介し
ます。『ばったさんあしおおきくな
らしたね。おやまにとばす。これり
ゅっくみんなでいったね。』とお話
ししてくれました。
みんなで絵本『バッタのぴょんこち

■ふれあい交流会たくさんのご参加ありがとうございました
雨が降る足元の悪い中たくさんご参加くださってありがとうござい
ました。子ども達もとても楽しみにしていた遠足が体育館ではありま
したが無事に怪我なく終えることができて本当によかったです。また
感想では「子ども達と思いっきり体を動
かすことができて楽しかった」との声も
聞かれ、私たちもとても楽しい時間を過
ごすことができました。
後片付けも進んで手伝ってくださり、保
護者の皆様のご協力に感謝の気持ちでい
っぱいです。ありがとうございました。

６月の目標
ねらい
・泥、水に触れて心も身体も開放し遊ぶことを楽しむ
・梅雨期の自然（かたつむり、あじさい、かえる）に親しむ
食事

・ごっこ遊びを楽しみ、お泊り保育への期待を持つ
・配膳の位置、姿勢に気をつけて食べる
・はし使い、３指持ちを意識して持つようにしていく
泄排

基本

脱着

的生
活習
慣

・月クッキング『じゃがいもクッキング』
・トイレの使い方（スリッパのをきちんと並べる）
・大便の後始末が自分取り組めるようにしていく(確認は、大人がする)
・脱いだ服をたたもうとする・自分で着脱をしようとする

睡眠

・衣服が汚れたらじぶんで着替える
・早寝、早起きに協力してもらう。

康働

健労

・一定時間ぐっすり眠り、気持ちよく目覚める
・乾布摩擦に取り組む・歯磨きの仕方を見直す・健康教育
・お泊り保育に向けて気持ちづくりで梅ジュースを作る

索

・

描く

課業

体身 リ ズ 手 指 探

ム
遊び

・お友だちの取り組めていないことを手伝ってあげる
・しっかり歩く

・鉄棒（足をかけ回ろうとする）

・天狗ゲタ、肋木

・階段登り

・両足ケンケン
・うさぎ

・スキップ

・アヒル

・ブリッジ・カメ・メダカ

・お弁当包みを自分でする
・粘土で遊ぶ

・カエル
・手押し車

・縦ギャロップ

・折り紙『カタツムリ』

・あじさい作り（ハサミ・のり貼り）

・一対一で会話をしながら描く

・頭足人が出てくる

・楽しかったことを思い出し、話しながら描く
言語・認識 絵本

・帰りの会や朝の会での友だちの話を聞こうとする
・自分の思いを語ろうとする

・左右、前後に気づき始める

・挨拶をする「おはよう」
「こんにちは」
「おやすみなさい」
「さようなら」
『バッタのぴょんこちゃん』『どろだんごつくろう』『９９９ひきのきょ
うだいのおひっこし』『ばばばあちゃんのどろんこ』

音楽

・友達と一緒に絵本の世界のごっこ遊びを楽しむ

集団

『あめ』『あめふりくまのこ』『ほたる～じんじん～』 『はのうた』

・友達と一緒に歌うことを楽しむ
＊簡単なルールのある遊びを楽しむ

＊2 人組の遊びが楽しくなる『しっ

自然

ぽとり』『ひっこしおに』
＊春の自然に気づく（ばった・かえる・かたつむり・あじさい）
＊色んな発見の中で、なんでだろう？どうなっているのだろうと子ども
達の不思議に思う気持ちに寄り添っていくことで探究心を育てていく

