
  

2017年 3月 23日（木） 

終業式と離任式 

  

今日は終業式でした。 

年中たんぽぽ組さんは，園長先生から「たんぽぽ組修了証書」をいただきました。 

 

卒園式の年長さんを思い出しながら，立派に証書を受け取ることができました。 

 

続けて，離任式を行いました。 

転園するお友達や離任する先生方との最後の別れを惜しみました。 

 

園庭の桜やチューリップが咲き始めています。満開の時期には，どうぞ幼稚園に遊

びに来られてください。 

 

 

2017年 3月 14日（火） 

第 46回 卒園式 

   

今日は，平成 28年度卒園式でした。 

卒園式本番では，お別れのことばとうたで感極まり，涙を流す子もいました。 

子ども達・保護者の皆様・先生達の涙が輝く卒園式になりました。 

 

これまで子ども達をあたたかく守ってくださった地域の皆様，保護者の皆様ありがとうございました。 

 

 

2017年 3月 7日（火） 



あと５日・・。 

   

いよいよ来週が卒園式になりました。 

年長児は，毎日「今日は，マルチパネで大きな家をつくろう！」 

「一緒にスクーターをしよう！」 

「だんご屋さんをひらこう！」 

と友達と今までしてきた好きな遊びを楽しんでいます。 

 

年長組は，昨日ブランコ横の桜の下で「おはなみ」をしてお弁当を食べました。 

幼稚園で食べるお弁当も，あと１回・・・・。 

 

「最後の～～～」が増えてきて，子どもたちなりに卒園のさみしさを感じているようで

す。 

 

 

2017年 3月 3日（金） 

お別れ会 

   

今日は，平成 28年度のお別れ会でした。 

 

子どもたちの発表，保護者の方の歌，先生の劇がありました。 

幼稚園での思い出を振り返ったり，ひまわり組のお友だちが小さい頃の写真と共に

お母さんからのメッセージを聞いたりしました。 

会の最後には，1年間一緒に過ごしたなかよしペアのお友だちと手作りのプレゼント

を交換しました。「ありがとう。」と握手をしてとてもうれしそうでした。 

 

お部屋に戻り，ひなまつりのお祝いにカルピスを飲みました。 

楽しいことがいっぱいあった１日になりました。 

 

 

2017年 2月 24日（金） 



入部小学校との交流 

   

今日は，入部小学校の１年生との交流会と，５年生との給食交流会でした。 

 

１年生は，「もうすぐ小学生になる年長さんに，小学校のことを教えてあげよう！」と１

年前の自分たちのことを思い出しながら，寸劇をしたり，ランドセルを背負わせてくれ

たり，学校を案内してくれたりしました。 

入部幼稚園の卒園生も，やさしくお世話してくれ，この１年間の成長を感じることがで

きました。 

 

幼稚園の子どもたちも大喜びでした。質問タイムでは， 

「何時に学校に来ているの？」 

「給食は，いつあるの？」 

「勉強は，何回するの？」「遊ぶ時間はあるの？」など気になっていることを質問する

ことができました。 

 

その後は，５年生と一緒に給食を食べました。 

やさしく接してくれる５年生のお兄さんお姉さんに安心した様子でした。 

 

昼休みまで学校で過ごし，「小学校」を十分に経験することができました。 

 

 

2017年 2月 21日（火） 

あと１４日・・・。 

   

あっと言う間に２月も終わろうとしています。 

２月が終われば３月。年長組さんは，「卒園」が近づいてきました。 

 

最近は，年長さんと年中さんが一緒に遊ぶ姿がよく見られます。 

一緒に山をつくったり，お店遊びをしたり，マルチパネで遊んだり・・・。 



 

たくさん楽しい思い出をつくりましょうね。 

 

 

2017年 2月 13日（月） 

1月，2月，3月誕生日会 

   

 今日は，１，２，３月生まれのお友達の誕生日会でした。 

ひまわり組さんにとっては，幼稚園最後の誕生日会， 

たんぽぽ組さんにとっては，２クラス合同の最後の誕生日会でした。 

 

 クラスの出し物では，年長さんも年中さんも楽しく発表できました。 

たんぽぽさんは，「コンクシャンのうた」を歌い，「さんぽでサンバ」で踊りました。 

ひまわりさんは，「カレンダーマーチ」と「１年生になったら」を歌いました。 

 

 誕生児の保護者の方々は，マジックショーをして下さいました。子どもたちは目の

前で起こる不思議な出来事に「わーすごい！」と大喜び。 

誕生日会に向けてたくさん準備してくださったことでしょう。 

本当にありがとうございました。 

 

 

2017年 2月 9日（木） 

なかよしランド２ 

   

 今日は，年長さんと年中さんの遊びの集会「なかよしランド２」でした。 

１年間，一緒に過ごしたペアのお友達と，竹ぽっくり，ボール投げ，さいころ転がし，

ゆらゆら橋，キャタピラのコーナーで遊びました。 

その後は，みんなでフルーツバスケットとじゃんけん列車をしました。 

 

 みんなにこにこ笑顔で楽しい時間を過ごしました。 



年長さんと年中さんが一緒に過ごすのは，あと１ヶ月あまりです。 

なかよく楽しみたいと思います。 

 

 

2017年 2月 3日（金） 

鬼はそと！！福はうち！！ 

   

 今日は豆まきの日。昨年度から進級した年長組さんは，「いつくるんだろう。」「鬼が

来たらどこに逃げようか・・。」 

と２．３日前から鬼の話で持ちきりでした。 

 

 年長組は，作戦をたて，いざ豆まきへ！！！ 

「鬼は～外！ 福は～内！！」とかけ声の練習をしていると，裏山から赤鬼

が！！！！ 

最初は驚いて，園庭の隅に隠れてしまう子が続出しましたが， 

最後には，みんなの力で鬼を追い詰め，山に追い払うことができました。 

 

その後は，心の中の鬼を退治するために，大豆を年の数だけ， 

甘い豆を「福（いいこと）がたくさんありますように。」と言いながら食べました。 

 

右の写真は，豆まきの直後に描いた年長さんの絵です。 

どの子が描いた絵も鬼が，金棒を振り回している絵でした。 

 

ご家庭でも，豆まきをされたでしょうか？？ 

 

 

2017年 1月 26日（木） 

カレーパーティー 

   



２３日（月）に園庭の畑に植えてたじゃがいもを掘りました。 

それを使って，カレーパーティーをしました。 

 

年中さんは，掘ったじゃがいもを洗い，年長さんはジャガイモとニンジンを包丁で切り

ました。 

遊んでいると，いい匂いが・・・・。 

みんなで遊戯室に集まりました。 

年長さんが，お盆を使って年中さんにカレーを配り，みんなで 

♪カレーライス カレーライス うれしいな～♪（お弁当の歌の替え歌） 

を歌い楽しく食べました。 

さすが，カレー。 

あっという間に全員が食べ終わりました。 

 

 

2017年 1月 23日（月） 

寒さに負けないぞ！！ 

   

一段と寒さが厳しくなってきましたが，子どもたちは元気に登園しています。 

 

先週の金曜日より朝，マラソンに取り組んでいます。 

今週は，みんなで同じ速さで走り，走ると体が温かくなることを感じさせています。 

子どもたちは，ほっぺを真っ赤にしながらも，「あったかくなったよ！！」と走ることを

楽しんでいました。 

 

朝は，うっすらと雪が積もっていました。 

その雪をかき集め，雪だるまをつくって遊びました。 

 

寒さに負けない，元気ないるべっこです！ 

 

 

2017年 1月 17日（火） 

ミカン狩り 



   

 17日(火)は，ミカン狩りでした。樋口さんのご厚意により，幼稚園の近くのミカン畑

で収穫させていただきました。 

 

 ミカンだけではなく，色々な種類の野菜も植えてあり，子ども達はまるまる大きく育

ったミカンや野菜を見て驚いていました。 

ミカン狩り後は，取れたてのミカンの皮を自分でむき，食べました。「少しすっぱいけ

ど，おいしい！」「甘い！」と嬉しそうな声があがっていました。 

 

樋口さん。子ども達に貴重な体験させて下さり，ありがとうございました。 

 

 

2017年 1月 11日（水） 

３学期始業式 

  

 今日は，３学期始業式でした。久しぶりに登園してくると， 

「おはようございます。」と一緒に「あけましておめでとうございます。」,「今年もよろし

くお願いします。」と新年の挨拶をして 3学期がスタートしました。始業式の中の園長

先生のお話では，「自分で何でもやってみるぞう。」とぞうを増やしていこうというお話

がありました。また，2人の新しいお友だちの紹介もありました。 

 

 ３学期に幼稚園に来る日は，年長４５日，年中５１日です。１日１日を大切に次の学

年を見据えて過ごしていきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 

2017年 1月 4日（水） 

あけましておめでとうございます 



 

あけましておめでとうございます。 

今年も，よろしくお願いいたします。 

 

冬休みもあと１週間になりました。 

「ふゆやすみの約束」は守れているでしょうか？？ 

 

１１日（水）の始業式に元気なみんなに会えるのを楽しみにしていま

す。 

 

 

2016年 12月 28日（水） 

仕事納め 

   

 今日１２／２８（水）は入部幼稚園の仕事納めです。明日１２／２９～１／３まで，園

はお休みになります。 

 

 写真は園庭畑のハクサイ（左）と中庭畑のジャガイモ（中央）です。寒さに負けずに

ぐんぐん育っています。３学期みんなで食べるのが楽しみですね。 

そして写真（右）は，幼稚園から見た今日の背振山の様子です。山頂の方は雪が積

もっています。 

 

 平成２８年も残りわずかとなりました。帰省等で遠方へ出かけることも多いと思いま

すが，気をつけてお出かけください。 

 

 今年もありがとうございました。 

 来年もよろしくお願いします。 

 

 

2016年 12月 21日（水） 

2学期終業式 

   



 今日は，2学期の終業式でした。 

2学期の思い出を巻物を使って振り返ったり，冬休みの約束「て・げ・し・お」を凧とカ

ルタで確認したりしました。 

 冬休みの約束は， 

て：手洗い・うがいをしよう げ：ゲームやテレビは時間を決めよう  

し：知らない人について行かない お：お手伝いもしよう です。 

 

 終業式が終わるころ，どこからか聞こえる鈴の音。 

子どもたちは，「サンタさんかな？」と驚いていました。 

保育室に戻ると，みんなが作った靴下がふくらんでいて，プレゼントが入っていまし

た。 

2学期も頑張ったいるべ幼稚園のみんなへ，サンタさんからのプレゼントが届いてい

ました。 

 

冬休みも元気に過ごし，3学期また笑顔で会いましょう。 

 

 

2016年 12月 20日（火） 

もちつき会 

   

 今日は，もちつき会でした。子どもたちは，昨日から杵でつくための準備運動をした

り，もち米を洗ったりしてとても楽しみにしていました。 

 

 もち米を杵でつくときには，老人クラブの方と子どもたちの「よいしょ！」という元気

な声が響いていました。できたておもちは，きなこや砂糖じょうゆで食べました。 

おもちを何度もおかわりする子もたくさんいました。 

2学期最後の行事は，おいしくて楽しい思い出になったようです。 

 

 もちつき会を開催するにあたり，ご協力いただいた皆様，ありがとうございました。 

今日作っていただいた鏡餅は，玄関や保育室に飾らせていただき，新年を迎えたい

と思います。 

 

 

2016年 12月 16日（金） 



入部小学校１年生，いるべ保育園との交流 

 

  

今日は，楽しみにしていた入部小学校１年生との交流会でした。 

「お店があるから来てね」と招待状をもらい，わくわくしていた幼稚園の子どもたち。 

以前遊びで使った「お金」を持ってでかけました。 

 

１年生のお兄さんお姉さんに手をひかれながら，お店遊びを楽しみ，たくさんのおみ

やげももらいました。 

「楽しかった～！！！」と大喜びの子どもたちで，最後の会では，「楽しかったで

す！！」と大きな声で発表することができました！！ 

 

次は，３学期にまた小学校へ遊びにいく予定です。 

 

入部小学校の１年生のみなさん，ありがとうございました！！ 

 

 

2016年 12月 13日（火） 

カブとダイコンの収穫 

   

秋に種を蒔いたカブとダイコン。収穫の時期を迎えました！ 

 

年中さんは，カブを抜いて水で洗い，それを温かいカブスープにしてもらいました。 

年長さんは，ダイコンを抜いて，その皮をピーラーでむき，ダイコンスティックにしまし

た。スープは自分でおたまを使ってつぎ，お盆で運びました。 

 

自分たちで育てた野菜が入ったスープはとってもおいしかったようで，おかわりをす

る子もいました。 

 

 

2016年 12月 7日（水） 

生活発表会 



 

 

 

今日は，生活発表会でした。 

年中組も年長組も劇・合唱・合奏と，これまでの練習の成果を発揮し，最後まで笑顔

でがんばりました。とてもすてきな会になりました。 

写真は〈左〉年中劇｢どうぞのイス｣。〈真ん中〉年長劇｢エルマーのぼうけん｣。〈右〉全

体合唱｢あわてんぼうのサンタクロース｣です。 

 

見に来てくださったたくさんのお客様，おうちの方々。温かい拍手をありがとうござい

ました。 

 

 

2016年 11月 29日（火） 

遊びの様子 

  

１１月もあと２日になり，だんだん寒くなってきました。 

それでも子どもたちは，外で元気よく遊んでいます。 

 

(左）縄跳びをおしりにつけてしっぽ取りをしている様子です。友達のしっぽを取ろうと

夢中で追いかけています。取ったり取られたりを繰り返しているうちに体もぽかぽか

と温まったようでした。 

 

（右）しっぽをつけてネコになりきって遊んでいます。「ニャー」と言いながら園庭中を

ぐるぐるとお散歩していました。みかんの葉っぱを見つけて「みかんのにおいがする

よ。」とうれしそうでした。 

 

これからどんどん寒くなっていきますが，寒くても風邪に負けず，外で元気よく遊ぶと

きっと強い体にもつながることでしょう。 

 

 



2016年 11月 22日（火） 

おいしいね！！ 

   

先週，芋掘りをして収穫したサツマイモ。 

どうやって食べるのか，相談して月曜日にクッキングをしました。 

年中さんは，ふかしたサツマイモを手でつぶして「茶巾しぼり」。 

年長さんは，サツマイモを包丁で切り，ふかし，砂糖と牛乳を入れマッシャーでつぶ

し，好きな形に成形してつくる「スイートポテト」。 

 

自分たちで育て，収穫し，調理をした茶巾しぼりとスイートポテトは，おいさしも格別

だったようです。 

「お家でもスイートポテトを作ったよ！」と翌日お弁当に入れてくる子もいた程でし

た！！ 

 

 

2016年 11月 15日（火） 

９・１０・１１・１２月誕生会 

   

今日は，９月から１２月に生まれたお友だちのお誕生会でした。 

クラスみんなでつくった折り紙がついた冠を園長先生からかぶせてもらい，とっても 

うれしそうでした。 

ひまわり組・たんぽぽ組の発表では，歌や踊りを元気に発表することができました。 

お母さんたちからの言葉と絵本のお話のプレゼントでは，嬉しい涙がたくさん見ら

れ，笑顔と涙いっぱいの楽しい誕生日会になりました。 

 

お誕生日のお友だち，５歳，６歳，おめでとうございます。 

 

 

2016年 11月 10日（木） 

11月のいるべっこタイム 



   

今月のいるべっこタイムのテーマは「うすぎですごそう」と「てあらい・うがいをがんば

ろう」でした。 

 

寒さに負けない子になるために，薄着ですごすことや自分で衣服を調整することの

大切さについての話を聞きました。 

また手洗い・うがいの仕方も，コップややかんを実際に使ってたしかめてみました。 

 

その後は，みんなで歌を歌ったり，わらべうたをしたりし，楽しい時間になりました♪ 

 

寒さに負けない！かぜ菌に負けない！強い体をつくるぞ！！ 

 

 

2016年 11月 2日（水） 

絵本フェア・なかよしランド 

   

11月になり，学校公開週間が始まりました。 

 

（写真左） 絵本フェアの様子① 

 子どもたちの好きな絵本，先生たちのおすすめ絵本を遊戯室に展示しました。 

 ペアのお友達と一緒に，絵本を読んでいる様子です。 

 

（写真中）絵本フェアの様子② 

 ４名の保護者が，子ども達に読み聞かせをしてくださいました。 

 初日は，いるべ保育園のお友達も遊びにきてくれました。 

 

（写真右）なかよしランド 

 各学級で，お店遊びをしました。写真は，年長組の「忍者のお店」です。 

 手裏剣てっぽうを使って的当てをしました。 

 

参加されたみなさん，ありがとうございました。 



学校公開週間は７日（月）までです。普段の子どもたちの様子をどうぞご覧になってく

ださい。 

 

 

2016年 10月 28日（金） 

秋の花植え 

   

今週は各学級で植木鉢に花を植えました。 

ひまわり組はパンジーの苗とチューリップの球根を。たんぽぽ組はチューリップとム

スカリの球根を植えました。 

 

自分たちで選んだ色の苗や球根を先生から受け取ると，優しく扱い，丁寧に植えるこ

とができました。 

 

植えた後は「大きくなってね」「きれいな花を咲かせてね」と声をかける姿も見られま

した。 

 

 

2016年 10月 17日（月） 

園外保育 西南杜の湖畔公園 

   

今年の園外保育は路線バスにのって，西南杜の湖畔公園に行きました。公園に到

着すると，さっそく大きなカエルがお出迎え！！ 

 

公園内では，たくさんの種類のドングリやバッタ・コオロギなどの昆虫，色とりどりの

落ち葉と，秋の自然にたくさん触れることができました。 

公園の遊具も満喫し，全身で秋の公園を楽しみました。。 

帰りのバスではウトウトする子も・・・。帰り着いてホッと園庭と見ると・・・大きなヘ

ビ！！ 



 

驚きとワクワクいっぱいの一日でしたね。 

 

 

2016年 10月 13日（木） 

不審者避難訓練と最近の遊び 

   

今日は，不審者対応の避難訓練を行いました。 

好きな遊びをしている時に，不審者が来た想定の訓練でした。 

子どもたちは，事前に練習していた逃げ方を守り，遊戯室に無事に逃げることができ

ました。（写真左） 

 

年長組の子どもたちは，最近一輪車乗りに挑戦する姿が見られています。 

「竹馬の時みたいに毎日やろう！」と毎日がんばっています。（写真 真ん中） 

 

年中組は，大きな山をつくったり，動物になりきったりして友達と一緒に遊ぶことを楽

しんでいます。（写真 右） 

 

 

2016年 10月 4日（火） 

秋の遠足 

   

大型バスに乗って，福岡市動植物園に行きました。 

仲良しペアのお友達と手をつなぎ，坂がたくさんある道も歩きながら， 

いろんな動物を見ました。 

 

寝ているオランウータンを見て，「おはよう！」と話しかけたり， 

ゾウやキリンに「大きいね。」と言ったり嬉しそうでした。 

遠足で楽しかったことをお家の人にもお話してくださいね。 

 

 



2016年 9月 30日（金） 

運動会遊び 

   

運動会が終わって，最初の一週間。 

子ども達は運動会のことを思い出しながら，晴れの日は園庭で，雨の日は遊戯室や

保育室で，リレー・遊戯・エビカニ玉入れなどを楽しみました。 

 

マイクでアナウンスする子もいたりと，見応え・遊び応え十分の運動会遊びでした。 

 

 

2016年 9月 25日（日） 

平成２８年度 大運動会 

   

今日は，平成２８年度大運動会でした。 

これまでの練習の成果を発揮し，最後まで一生懸命がんばることができました。 

 

閉会式では，園長先生がキラキラの金メダルをかけてもらいました。子ども達「やっ

たー」と大喜びでした。 

明日はゆっくり休んで，また火曜日から元気に幼稚園に来てね！ 

 

準備・片付けとお手伝いしてくださり，一緒に競技を盛り上げてくださった保護者の皆

様。お忙しい中，来てくださったご来賓の皆様，ありがとうございました。 

 

 

2016年 9月 20日（火） 

実習最終日 



  

教育実習の先生が今日で最終日でした。 

年長組の子どもたちは，お弁当の後，ジャングルジムで待ち合わせをして「バナナ

鬼」をして遊びました。 

風が強い午後でしたが，風を吹き飛ばすほどみんなで走って楽しく遊びました。 

 

お別れのプレゼントとして大型絵本を読んでもらいました。 

 

 

2016年 9月 16日（金） 

運動会まであと少し！ 

  

子ども達が楽しみにしている運動会まで残り１０日をきりました。 

年中組さんにとっては初めての運動会ですが，年長組さんが見本になってくれたり，

優しく教えてくれたりしながら，練習に取り組んでいます。 

 

本番もがんばろうね！ 

 

 

2016年 9月 8日（木） 

遊びの様子 



  

２学期が始まり，まだまだ日中は暑いですが，子ども達は園庭で元気いっぱい楽し

そうに遊んでいます。 

 

左：砂場でバケツいっぱいの水を何度も流し，大きな水たまりを作りました。 

裸足になってその中に入り，「気持ちいいね。」と冷たい水の感触を喜んでいました。 

 

右：太鼓橋やブランコ，ジャングルジム，登り棒にも挑戦！！ 

１学期に遊んでいた遊具での遊びを思い出し，「こんなことできるよ。」とうれしそうで

した。 

 

２学期も外でたくさん遊びましょうね。 

 

 

2016年 9月 1日（木） 

２学期始業式＆親子草取り 

  

今日は２学期始業式でした。 

楽しかった夏休みも終わり，待ちに待った新学期！ 

 

２学期は行事もたくさん！ひとつひとつ楽しみながら，元気に過していこうね！ 

 

また，式後は園庭の隅々まで親子で草取りをしてくださり，園庭がすっきりしました。

保護者の皆様ありがとうございました。 

 

 



2016年 8月 30日（火） 

いるべランド（未就園児対象水遊び） 

   

今日はいるべランド（未就園児対象水遊び）でした。 

 

天気も良く，楽しい水遊びとなりました！ 

最後は保育室で絵本の読み聞かせを聞き，ペンダントをもらって帰りました。 

 

参加してくださったみなさま，ありがとうございました。 

 

 

2016年 8月 26日（金） 

もうすぐ２がっき！ 

  

8月も残り 5日となりました。 

気持ちよく新学期を迎えられるように，保育室や絵本の部屋，遊戯室の床に 

ワックスをかけました。輝いてます！ 

 

ピカピカの幼稚園にキラキラ笑顔のみんながやってくる日が今から楽しみです。 

 

 

2016年 8月 19日（金） 

むしたちの ようちえん 



  

カマキリ，カミキリムシ，アゲハチョウ，トンボ，トノサマバッタなど子どもたちがいない

夏休みは，「むしたちの ようちえん」になっています。 

 

写真のカマキリ，トノサマバッタともに，大きくてびっくりでした！！ 

早くみんなで，虫探しをして遊びたいですね。 

 

 

2016年 8月 10日（水） 

暑中お見舞い申し上げます。 

   

タブの木の横のサルスベリが，かわいらしいピンクの花を咲かせています。 

暑い日が続いていますが，いかがお過ごしですか。 

 

夏休みも半分終わりましたね。 

幼稚園では，２学期の行事の準備や，園庭の整備などもしています。 

 

今週末からお盆になり，お出かけされるご家庭が多いことだと思います。 

健康や安全に留意してお過ごしくださいね。 

 

 

2016年 8月 4日（木） 

夏休みも先生達は勉強しています！ 



  

今日は入部小学校と合同の職員研修フィールドワークでした。 

 

内野小校区を中心に地域の歴史やこれまでの歩みについての講話を聞きました。 

その後，歴史にまつわる石碑や寺をまわりました。 

 

今日学んだことをこれからの保育，教育に活かしていきたいと思います。 

 

 

2016年 7月 28日（木） 

夏休みの入部幼稚園 

  

ギラギラと太陽が照りつける中，園庭の畑ではナスやオクラがぐんぐんと生長してい

ます。みんなが持ち帰った夏野菜もぐんぐんと生長していますか？ 

 

そして少し園庭を散歩すると，セミのぬけがらを見付けました。 

このぬけがらの主もきっと元気に園庭の樹で鳴いているでしょう♪ 

 

みんなも，野菜にもセミにも負けない元気で夏休みを過してね！！ 
 

 

2016年 7月 20日（水） 

１学期が終わりました。 



  

１学期の終業式が無事に終わりました。 

 

１学期の楽しい行事の振り返りや夏休みの過ごし方についてお話がありました。 

明日から夏休みです。 

夏ならではの経験をたくさんして，２学期に元気に会いましょう！ 

 

１学期間，ご協力くださいました保護者の皆様，地域の皆様ありがとうございました。 

 

 

2016年 7月 15日（金） 

PTA主催そうめん流し 

   

今日は PTA主催のそうめん流しでした。 

 

子ども達が待ちに待ったそうめん流し。朝からとても楽しみにしていて，食べる気

満々でした。 

そうめんだけでなく，自分達が育てたミニトマトも流してもらいました。 

 

前日準備から当日の運営まで朝早くから取り組んでくださった PTA役員。そうめん

流し係の保護者の皆様。そして竹切りやそうめん流しのお手伝いに駆けつけてくださ

った入部校区老人クラブの皆様。本日はありがとうございました。 

 

 

2016年 7月 14日（木） 

そうめん流し前日準備＆竹切り 



   

今日は，明日行われる PTA主催そうめん流しのための前日準備が行われました。 

 

PTA役員，係の保護者の皆さんがテキパキと準備を進めてくださり，午後は校区の

老人クラブの方々がお越しになって，裏の林から大きな竹を切り出してくださいまし

た。 

切り出された竹をみて，子ども達は「大きい！」「だんだん細くなってる」と不思議そう

に見ていました。 

 

園庭もすっかりそうめん流し会場に様変わり♪明日が楽しみです。 

 

 

2016年 7月 5日（火） 

水遊びスタート 

  

今日から水遊びが始まりました。 

 

年中さんは，手ですくって水をかけ合ったり，足や手をバタバタさせたりして 

遊びました。 

年長さんは，みんなで同じ方向に周り，水の流れを楽しんだり，フラフープの中を 

くぐったりして遊びました。 

 

とても暑い中での水遊びだったので，冷たい水の感触を楽しんでいる元気な笑い声

が 

響いていました。 

 

 

2016年 7月 1日（金） 



７月になりました！ 

  

今日から７月です。 

雨続きで戸外で遊べなかった分，戸外で元気よく遊んでいました。 

 

年長さんは，昨日おろし器で削っておいたせっけんの粉と泡たて器を使って泡をつく

り，ケーキや土団子を飾って遊びました。 

その後は・・・・。 

 

来週から始まる水遊びに備え，プール洗いをしました。 

「早くプールしたいね！」と心待ちにしている子どもたちです。 

 

 

2016年 6月 23日（木） 

今週の遊び 

  

今週は蒸し暑い気候と激しい雨に見舞われました。 

 

そんな中ですが，子ども達は先日の土曜参観で作った竹馬と布なわとびを楽しみま

した。 

年長さんの中には，足に「がんばりマメ」を作りながらも繰り返し練習する姿が見られ

ました。 

年中さんは布なわとびをつなぎ合わせて長くしたり，クネクネ動かしたりと，自分達な

りに工夫して楽しく遊ぶことができました。 

 

 



2016年 6月 18日（土） 

土曜参観 

   

今日は土曜参観でした。 

年長組さんは竹馬を，年中組さんは布なわとびを作りました。 

汗をにじませながら，親子で力を合わせて作り上げることができました。 

 

快晴の空のもと，さっそく完成した竹馬・布なわとびを持って園庭へ。 

楽しそうな声が園庭中に響き渡っていました。 

 

他にも，親子ふれあい遊びや父の日の歌＆絵のプレゼントなど，盛りだくさんの一日

でした。今日作ったものでぜひお休みの間も遊んでください。 

 

 

2016年 6月 17日（金） 

今週の遊びの様子 

   

左：クレープ紙を使って，色水遊びをしました。 

色水でいろんな味のジュースを作ったり，「炭酸ジュースも作りたい」と 

粉石けんを入れて炭酸ジュースも作ったりして楽しみました。 

 

中：段ボールを使って自動販売機を作り，ジュース屋さんごっこをしました。 

ジュースの色に合わせた色のボタンを作り，ボタンと同じ色のジュースが買えるよう

に工夫しました。自動販売機の近くにはマルチパネやエイトブロックの家もできまし

た。 

 

右：マルチパネやエイトブロックを使って車も作りました。「大きい車を作りたい。」と自

分たちで相談しながら作りました。できあがった車に７，8人で一緒に乗り， 

とても嬉しそうでした。 

 



まだ梅雨が続きますが，晴れた日には外でできる遊びを思いっきり楽しみたいと思

います。 

 

 

2016年 6月 6日（月） 

消防学校音楽演奏会 

   

今日は，年長組さんだけで片道約１．５キロメートルある福岡市消防学校の音楽演

奏会に行きました。 

子どもたちにとっては長い道のりでしたが，全員最後までがんばって歩くことができ

ました。 

 

消防学校では，消防車や救急車について教えてもらい，車に乗ったり，ステキな演

奏を聞いたり，広場で遊んだりしました。 

生の音楽演奏に，子ども達は大喜びでした。 

 

帰り道は，みんなで歌を歌いながら歩いて帰りました。 

誰一人「きつい！」ということがなかったことに成長を感じました！！ 

 

 

2016年 6月 2日（木） 

いるべっこタイム 

 

 

左：６月４日（虫歯の日）にちなんで，正しい歯磨きの仕方を練習しました。 

歯ブラシには，「こんにちはの持ち方」と「さようならの持ち方があることを知り， 

磨く場所に合わせて歯ブラシの向きを変えながら，隅々まできれいに磨いていまし

た。 

 



右：履き物のきれいな並べ方についても考えました。 

名前シールが貼ってあるところにかかとをそろえるために，靴のかかとに手のひらを

当てながら，きれいにならべる姿も見られました。 

みんなのくつがきれいにそろうととっても気持ちいいですね。 

家でもくつの置き方がきれいにできるようにがんばりましょう！ 
 

 

2016年 5月 27日（金） 

今週の遊びの様子 

  

今週も暑い日が続き，水を使ってたくさん遊びました。 

 

左：園庭の花や木の実を使って，色水遊びをしました。 

桜の木になっていたサクランボをつぶして入れると，鮮やかなムラサキに！うれしい

発見がいっぱいでした！！ 

 

右：雨どいで水を流して足をつけたり，川を作って船を流したりしました。水と砂の感

触を満喫しました！！ 

 

 

2016年 5月 20日（金） 

今週の遊びの様子 

   

今週は，晴天の日が続き，戸外で思い切り遊ぶことができました。 

 

左：はしごや平均台，トンネルを組み合わせて，繰り返し体を動かして遊びました。 

 

中：リアカーを電車に見立てて，電車ごっこをしました。旗は踏切のつもりです。 

 



右：水をたくさん流して遊びました。冷たい水がとても気持ちよかったです。 

 

また，園庭にチョウなどのたくさんの虫がきているので，虫網を持って追い回したり，

鬼ごっこをしたりなど，自分が好きな遊びを楽しんでいます！！ 

 

 

2016年 5月 12日（木） 

ミニトマトとカラーピーマンの栽培 

  

３日続いた雨とは打って変わって，汗ばむほどの快晴でした。 

 

日射しを全身に浴びながら，今日は自分の植木鉢にひまわり組がミニト

マトを，たんぽぽ組がカラーピーマンを植えました。 

「おおきくなぁれ」「おいしくなぁれ」と唱えながら，やさしく丁寧に植えるこ

とができました。 

 

たくさん実って，食べるのが楽しみだね！ 

 

 

2016年 5月 6日（金） 

母の日のプレゼント 

  

今度の日曜日は母の日。 

今日は，母の日のプレゼントを渡しました。 

プレゼントは，子どもたちがお母さんの顔を描いた絵と歌です。 



 

プレゼントをもらったお母さんたちも子どもたちも 

うれしそうな笑顔があふれていました。 

 

 

2016年 4月 28日（木） 

雨の日遊び 

  

昨日に続き今日も雨。外で遊べない日が続いています。 

 

今日は昼から，遊戯室で体をいっぱい動かしました。 

トンネルをくぐったり，ワニを跳び越えたり，一本橋を渡ったり，ケンステップをしたり，

みんな何回も何回もヘトヘトになるくらい遊びました。 

 

明日からゴールデンウィーク。 

連休中も交通安全と早寝早起き朝ご飯で過しましょう！！ 

 

 

2016年 4月 22日（金） 

歓迎遠足 

 

 

今日は西部運動公園に歓迎遠足に行きました。 

昨日の豪雨とは打って変わって，汗ばむほどの快晴！！ 

 



アスレチックをしたり，春の草花をつんだりして元気いっぱい遊びました。 

今日はゆっくり休んで，来週も元気に幼稚園にきてね♪ 

 

 

2016年 4月 18日（月） 

平成 28年度対面式 

  

今日は，年中のたんぽぽ組と年長のひまわり組の対面式をしました。 

ひまわり組さんがたんぽぽ組さんのことを考えながら準備した歌やメダルのプレゼン

トしてくれ，たんぽぽ組さんもうれしそうににっこり笑顔になりました。これからたくさん

一緒に遊ぼうね。 

 

 

2016年 4月 14日（木） 

平成 28年度入園式 

  

今日は平成２８年度の入園式がおこなわれました。 

今年度は１４名の年中児と３名の年長児を迎え，合計２７名となりました。泣く子もお

らず，担任の方が緊張していた入園式でした。 

明日から幼稚園生活が始まります。みんなでたくさん遊ぼうね。 

 

 

2016年 4月 8日（金） 

楽しかったです！ 



   

新学期が始まって３日目。 

ようやく外で遊ぶことができました。 

 

ジャングルジムに登ったり，砂場で遊んだり・・・。 

学級の集まりの時には， 

「今日は，ごちそうづくりをしました。楽しかった。」 

「みんなで山をつくったよ。」 

など，全員が楽しかったことを友達に伝えることができました。 

 

来週には，年中組さんが入園することを楽しみにしている年長組の子どもたちです。 

 

 

2016年 4月 1日（金） 

新年度スタート！ 

 

今日から新年度（平成２８年度）がスタートしました！！ 

 

外はあいにくの雨ですが，サクラもチューリップも咲き誇り，園

庭は春の装いとなっています。 

 

職員一同，今年度も晴れやかな気持ちでスタートすることがで

きました！ 

平成２８年度もよろしくお願いします。 
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