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にこにこえがおみ～つけた

にこにこえがおみ～つけた
ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ

（22年度版） （23年度版）

４，５月号 44月月号号

６，７月号 55月月号号

８，９月号 66月月号号

１０月号 77,,88,,99月月号号

１１月号 1100月月号号

１2月号 1111月月号号

１月号 1122,,11月月号号

２月号 22,,33月月号号

3月号

ここののペペーージジでではは仲仲良良ししククララススのの活活動動のの様様子子、、日日々々のの身身近近なな出出来来事事やや
幼幼稚稚園園ニニュューーススななどど随随時時おお伝伝ええててししてていいききまますす。。

にこにこえがおみ～つけたバックナンバー(24年度版）

４，５,６月
号

７，８,９月
号

にこにこえがおみ～つけたバックナンバー(25年度版）
25年度版はこちらから

対面式（長★少）
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　　年長さんと年少さんで対面式！

ふれあい遊びをした後
園内めぐりにしゅっぱ～つ！！

「しっかりついておいでや～」
と、得意気なお兄さんたち！

たまに逆転してるペアも
いましたが…(-_-;)

 

 

普段泣いている子も
にっこにこ！！
だって年長さん

優しいんだも～ん★

ペンダントも
かわい～い（●＾o＾●）
宝物にするね！！

 

 

 終わる頃には
兄弟のように

仲良くなっちゃった！！

これからも
仲良くしようね！！

いっぱい遊ぼうね(^_-)-☆  

対面式（長★中）

 

 年長・年中が
もっと仲良くなれるように
対面式をしました！！

皆で仲良く玉入れだあ！！

女の子もがんばれ～～～（＾◇＾）！！
 

 

 遊び終わったら年長さんからの
プレゼントタイム！

そして
仲良しのぎゅう～～～～(^^♪

１つしか違わないのに
 

 

やっぱり年長さんは
かっこいい！！

皆から憧れられる
年長さん♪

国際幼稚園のリーダーとして
これからも

頑張ってね(^_-)-☆
 

 

年少親子遠足
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 大好きなお父さんお母さんと一緒に
遠足です（*^_^*）

体操の先生と一緒に
親子体操をしましたが・・

お母さん達・・・
かなり息があがっております（笑）

日頃の運動不足も解消されたことでしょう♪
 

 たくさん運動した後は
おいしいお弁当！！！

お弁当の挨拶も
お母さん達に披露できましたね！

 普段、お子さんから聞く
お友達の名前とお顔は一致しましたか？

これから一年間、
担任共々、宜しくお願い致します(^_-)-☆

 こっそり・・・
たんぽぽを

ふ～～～～～～(^ε^)(^ε^)♪

 

 

 

 

年中遠足

  

 年中さんも
浜寺公園にいきました！
自分達だけで楽しむことが

できましたよ！！

大きなすべり台もなんのその！
恐くないよ～(^_^)v

ちょっと休憩♪
うさぎさんのお部屋～
かわいいでしょ♪♪

 

 

 なんだこの角みたいなのは？？
避けて避けてのぼりきるぞ～！

にこりんからのお約束も守れて
楽しむことができました（*^_^*）
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年長遠足

 

 待ちに待った年長さんの遠足♪
ビッグバン！！！
大きい建物だ～～♪

わにの体の中に潜入！！
これは…心臓？？

乗っちゃえ乗っちゃえ～♪
落ちないように
そ～～っとね(^_^)v

 

 

 なんだこの煙は！！
みんなで力を合わせると

きれいなドーナツの形ができました！
これは残念ながら失敗（笑）

恐竜のしっぽ！
やっぱり恐竜…

何人乗ってもだいじょうぶっっ♪

 

 

 ここは昔ゾーン★

昔はゲームもなかったから
お外でいっぱい遊んでいたんだよ（*^_^*）

フラフープ兼縄跳び！！

駄菓子屋さんとおもちゃ屋さんも
見つけました！！

先生～これってjoshinに売ってるかな～？？

昔も今もこどもの笑顔は変わらない！

 

 

 よ～～し！最後は体力勝負！！
何秒つかまってられるかな～？？

頑張ったらお腹もぺこぺこだよ～(；一_一)

お待ちかねの
お母さんの手作り弁当♪
おいしい～（●＾o＾●）

もちろん完食して帰りました！

楽しかったね♪

 

  

ドレミdeスマイル

 

 年長組限定！！
ドレミdeスマイル(^_-)-☆

音楽講師のみどり先生が
年長さんの為だけに

ミニコンサートをしてくれました！
きれいなピアノの演奏にうっとり…

さすが年長さん！
暗闇でも静かにお行儀よく聴けました。

 

 

 次はお母さんと一緒に
リズム遊び♪

お母さん達もだんだん真剣に…笑

そしてみんなはこの日のために、
手作り楽器をつくりました！

お母さんの分も作ってあげたんだよ！
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見て見て～
かっこいいでしょ～♪

 

先生達の合奏にあわせて
 皆も必死にリズム打ち！！

曲はかっこいいエルクンバンチェロ！

ホールがひとつになりました（*^_^*）

音楽ってみんなを
ひとつにしてくれるんだね！
色々な経験ができました★

 

園庭開放①

 

園庭開放にお越し頂き
ありがとうございました（*^_^*）

見事な晴天！！
暑いぐらいでしたね(^_^;)

国際幼稚園自慢の広～い園庭で
のびのびと遊んで頂けたかと思います！

  

 

 

 砂場で遊ぶと、どんどん
お友達が集まってきて

いつの間にかおもちゃの貸し借りまで
できるようになっていました♪

こういう集まりは
親子にとっても良い経験ですよね！  

 

 たくさんお外で遊んだ後は
またまた広々ホールで
一足先に夏祭り！！

スーパーボールすくい
輪投げ

かめすくい！

親子で夢中の様子でしたね(^_^)v
 

 

 最後は先生達による
「おおきなかぶ」の劇♪

うんとこしょ、どっこいしょ！！
みんなのおかげで

おおきなかぶが抜けました♪

短い時間でしたが
楽しんで頂けたでしょうか！？

またのお越しをお待ちしております♪

 

絵本情報♪

 

 絵本文庫に新しい絵本が入りました♪
おうちでもぜひ読み聞かせをしてあげてくださいね！！

絵本達からのお願いです！
最近、絵本への落書きが増えています(:_;)

たくさんのお友達に
気持ち良く見てもらいたいので
大事に扱って下さい（●＾o＾●）  
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よろしくお願いします♪

ホットドッグパー
ティー

    

 

 
ぐりとぐらからもらった野菜を育てていた年長組さん。

でも、何の野菜かは教えてくれず…(>_<)
頑張って育てていたある日。

ぐりぐらからお手紙が来て野菜の名前を
教えてくれたのです！！

野菜の正体は…レタス★でした！！

レタスだけじゃ食べにくいので、いいこと考えました！
お給食のパンにはさんじゃえ～(^_^)v！！

ということで！！
ホットドッグパーティーの始まり始まり～★☆

レタスをきれいに洗って♪
ウィンナーをはさんで（お好みでポテトサラダも♪）
ケチャップをかけたらできあがり～（*^_^*）！！

いつもの給食じゃないみたいにお部屋も盛り上がりました！
大きなお口でがぶりっ！！
おかわりも大盛況！

野菜が嫌いなお友達もペロリでした♪

レタスはまだまだ育っているので
毎週木曜日はみんなもお給食の時間を楽しみにしています。

早くレタス食べたいな～♪

また大事に育てて
パーティーしようね（●＾o＾●）！！

 

 

  

  

    

園庭開放②
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2回目の園庭開放！！
今回もたくさんのご参加

ありがとうございました！！

さあ、今日はお待ちかね…
どろんこ遊びで～す！！！

こんなことなかなか公園では出来ませんもんね！
今日は遠慮せず

汚れていいからね～♪

ちょっと慎重に砂場に行く子や
砂をしっかり踏みしめて行く子…
さまざまでしたね（*^_^*）

バケツやカップで形を作り
ケーキのしたり♪

おだんごやさんをしたり♪
冷たい土の感触にだんだん慣れてきたようで
遊びも盛り上がっていました(^_-)-☆

本当に良いお天気だったので
皆汗びっしょり(^_^;)！！

つめた～いゼリーを皆で食べて…
絵本のお部屋で絵本の読み聞かせを

してもらいました。

短い時間でしたが楽しんでもらえましたか！？

次回で最後の園庭開放！
乞うご期待です♪

 

  

  

じゃがいも掘り

    

 

 年長さん限定行事！！じゃがいも掘り～～～(^○^)！！

長ぐつ！スコップ！忘れ物なし！
お天気は最高！！

さあ,しゅっぱ～つ！！

畑に到着し、自慢のスコップで土を掘ると…
たくさんのじゃがいも家族が！！

「先生！お母さんとお姉ちゃん♪赤ちゃんもいっぱいやで！」
と、掘っても掘っても出てくるじゃがいもに

みんな大喜び！！

幼稚園の皆にもたくさんのおみやげを
持って帰る事が出来ました。

そして後日、このじゃがいもである事をします！！
バンダナをつけて…

(^_^)v(^_^)v(^_^)v(^_^)v(^_^)v
お楽しみに！！

今日は本当に楽しかったね♪
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園庭開放③

 今年度最後の園庭開放は
我が園自慢の温水プール♪

お父さんお母さんも
一緒に入って頂きました（*^_^*）

  

 台の上を歩こう！！

おっとトンネルだあ～！
頭上に注意！！

 

 長～いビートバンに乗って
皆でばたばた～！！

ぼくの自慢の
キックだ～い(^○^)

 ちょこんと上に乗っちゃった！
すい～と進むビートバンに

皆ご満悦♪♪

ぱぱ～
もっと早く押してもいいよ！

 

 自由遊びでは
広いプールでのびのび！

お父さんお母さんも
泳いでみたり…

 

 ぞうさんのじょうろ
おもしろかった～（＾◇＾）♪

お片付けも
自分でできるよ！
かっこいい！

 

 

今日、楽しかった人～！！

はーい！！！

皆大きな声で
お返事してくれました（*^_^*）

 

 終わったら綺麗に
シャワーをあびよう！
しっかり体をふいてね！

一年中入れる温水プール！
ぜひ今度は園児として
一緒に入ろうね！！

クッキング♪

 

 先日とってきたじゃがいもで
レッツ・クッキング！！

命名：ポテニャンクッキング！

①まずは手をぴかぴかに
洗いましょう～(^○^)★

 

②じゃがいものかわをむこう！

あちちち！！
なかなか難しいな～(:_;)

僕はきれいにむけたよ♪
 

 しょうがないなあ！
手伝ってあげる(^○^)！！

ありがとう～★

女の子の得意分野だね！
 

 ③じゃがいもをつぶそう！！

いちにっいちにっ((+_+))
おもってたより固いなあ～
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 一人じゃだめみたい…
よし！！

みんなでちからを合わせよう！

ボウルをしっかり
押さえててね(^_-)-☆

 

 ようし！！
いいかんじ！！

④まほうのこなをかけて…

パラパラパラパラ…
★☆★☆★☆★☆★☆★☆

 ⑤マヨネーズであじつけ♪

ここがあじの決め手！
量に気をつけてね！

皆の好みに合わせるのは
大変だね(~_~;)  

 ⑥まぜまぜ！！

さあ最後の仕上げだ～！

おいしくなあれ！
おいしくなあれ！
おいしくなあれ！  

 

 ⑦おしゃれにリッツにのせれば…

ぽてにゃんの完成～(^○^)v！！
わーいわーい♪

 

 さあお味はいかが！？

このあと年中・少さんにも
プレゼントしたよ♪
皆が喜んでくれて

心もお腹も満たされた
一日でした！！

聖神社参拝

 
お泊まり保育へ無事に
行けますように…

とゆうお願いをしに
いつも皆を守ってくれている
聖神社に参拝へ行きました★  

胸には自分で作ったお守り
『がんばりんぐ』

ポケットには
10円玉…

落とさないように何度も
ポケットをチェック！  

 

 お願いの前に
手をお清め！！

なんだかこの水…
パワーを分けてくれそうだね！

 

さあ！
園長先生が

皆を代表してお願いを
言ってくれるよ。

静かに目を閉じて…
手を合わそう…

 皆が何事もなく
無事に帰って来れますように…

がんばりんぐにも
パワーをしっかり入れました！！

 

 おりこうさんは
神様が守ってくれるからね！

年長さんは大丈夫だよ(^_^)v

お泊まり保育楽しみ～♪
 

プラネタリウム

 

 7月3日★
年長さんはプラネタリウムに

行ってきました。

年長さんは本当に
行事がいっぱい！！

 

 暗くなるけど
泣いたりしないよね…

実は担任達はそれが心配(笑)

でも泣く暇もないぐらい
上を見上げると見たこともない様な

満天の星空！！
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 お姉さんが七夕のお話を
聞かせてくれたり…♪

なんだこの惑星は！！
本当の大きさってどんなのかな？

  

 近頃はあんまり
星も見れなくなってしまったけど…

七夕は晴れるといいね(^_^)v
皆お空を見上げてね！！

年中おさんぽ

 年中さんはきれいになった
惣ヶ池公園へお散歩♪

さあさあもうすぐ
到着しますよ～(^○^)

  

皆揃いましたか～？？
は～い（●＾o＾●）！

って、あれ？
先生何持ってるの？

 

 お尻にいれるんだって…
なんだろうなんだろう☆

えへへ
なんだか可愛いしっぽみたい！

 

 いまから
しっぽとりゲームをします！
他のクラスのお友達の

しっぽをいっぱいとりましょう～♪

え～！

  

 しっぽとりゲームの始まり～♪

よーし！頑張るぞ～！
みてみてこんなに取ったよ！

 

 

 1位はどのクラスだろう…
ドキドキ…☆★

皆で元気いっぱい遊べて
すごく楽しかったね！！

  

お泊まり保育

 

 台風に悩まされたお泊り保育…
一時はどうなるかと思いましたが
見事な晴天！！これぞ奇跡！！

みんないつもの行いが良いからだね！！ 

幼稚園から大きなバスに乗り込み、お母さん達に元気良く
『行ってきま～す(^○^)！！！』

バスの中では可愛いレディー達がお・も・て・な・し♪  

 海遊館に到着～！！

かわいい生き物に大興奮！

先生！
アシカがこっちむいた～（*^_^*）

大きい魚だねえ～   

 ペンギンむっちゃかわいいなあ♪

よちよち歩きを
真似っこしてみたり（＾◇＾）

�ながーいあしのカニを見て
これっておいしいんかな～

みんなくいしんぼうだなあ！！
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  ここは船の先っぽだよ！！
風が気持ちいい～！
を、通り越して

飛ばされそう～(@_@)！！笑

景色もきれいだね☆
あっ、あれはＵＳＪだ！

噂のハリーポッターもチラリ★  

 

 サンタマリア号のシンボル像をマネっこ♪
なかなか様になってるねえ（●＾o＾●）

…………あれ。

先生達もやりたくなっちゃったの！？
しょうがないなあ

みんなでハイ、ポーズ♪  

 ここは
コロンブスが航海した記録が
残ってるお部屋だよ！

涼みながら
おやつをぱくっ（＾ｕ＾）♪

さあもうすぐ海遊館に
戻りますよ～！！

 

 おやつで皆のお腹が
目覚めちゃった！

お弁当だ～い！！
残さず食べましょう！

  皆が泊まる旅館『不死王閣』に到着～！！

さっそくお風呂に入ってさっぱり♪自分できれいに洗えたよ(^_^)v

お部屋に帰ったらぐりからお手紙が…
おちゃめなぐりはみんなのおやつを隠しちゃったみたい！
旅館のなかを皆で探検しながらおやつ探しだ～！！

 

 

 色んな場所に行ってみたけど
あるのはぐりからの
メッセージだけ…

『ここはごはんをたべるところ』

『ここはしゃしんをとるところ』

もぉ～おやつは？  

 ぐるっとまわっても
見つからない！！

一度お部屋に帰ってみよう～

あ！！
こんなところにラムネが！
ぐりってばお部屋に隠して

皆に場所の案内をしてくれたんだ

これで迷子になる心配もなし！

   

 待ちに待ったご飯♪
エビフライ・ハンバーグ
スパゲティー！！

お子様ランチみたいに豪華！

デザートまでついてる♪

 

 さあ、楽しいことはまだまだ続きま～す！！
お泊り保育の目玉企画！キャンプファイヤー（＾ｖ＾）！！

栫井先生が楽しいゲームをしてくれて…
そしたら突然ぐりが登場！その後いじわるな魔女も現れた！

キャンプファイヤーの火をつけたければ私と勝負しろだって…
火がなかったらぐらがここに来れないよ～  
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よし！皆で勝つぞ～！！
クイズを出され…大声対決をして見事勝利（●＾o＾●）！！

火をつけれたんだけど…ぐらがこないなあ…
よし！みんなで歌を歌ってぐらを呼ぼう！！

♪～～ぐらが来てくれた～～！！！

魔女とも仲直りして皆で仲良く盆踊りをしました（*^_^*）
  

大好きなお友達と一緒に
寝よう～♪

なんだかそわそわ
嬉しくて眠れそうにないよ～

 

 長い長い一日が終わるよ(*^^)v
今日は楽しい事がいっぱいだったね

明日も元気に過ごせるように
ゆっくり眠ろうね♪
いい夢をみてね…♪
おやすみなさい(p_-)

ぐっすり眠れたようで
朝からげんきいっぱい！

外の空気を吸いに
朝礼に行こう～！

 力を合わせて
フープくぐりもしました！

おやつももらえたよ！
なんと昨日の魔女からでした♪

 

 朝礼で頑張ったから
お腹もぺこぺこ～！

朝からよく食べるねえ…((+_+))

 

不死王閣で食べるご飯は
これで最後か…

なんだか寂しいけど
おいしくいただきます！！

最後の最後にすごくすごーく広いお部屋で
お別れパーティーをしました。

伝言ゲームやじゃんけん列車…幼稚園とはまた違った楽しさ！！

『ペンギン』でまわったはずなのに
一番後ろの先生にまわってきたのは『コロッケ』

しかもＨ先生が描いたその絵もコロッケとは程遠い…
皆もひどいけどＨ先生もひどいです。笑 

 お世話になった
不死王閣とお別れ(:_;)
さよ～なら～！！

大きくなったらまた来るね！

またまたレディーが来てくれて
みんなを

お・も・て・な・し♪   

 いよいよ幼稚園に向けて
出発～！！

ってバスの中でも
むちゃくちゃ元気ね(~_~;)

  ただいま～！！！！

バスを降りた途端にお母さんに飛びついたり、中には泣いちゃう子も…
楽しかったけど我慢もしてたんだよね(>_<)

帰る直前にぐりぐらからお手紙も届きました！お泊り保育大成功～(*^^)v(*^^)v
２日間、お友達とちからを合わせて頑張れたし、楽しい事ばっかりだったね！！
先生達もすごくすごく楽しかったよ！最高の思い出になりました（●＾o＾●）

ほんとうに皆よく頑張りました！
 

夏遊び
（●＾o＾●）
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 夏期保育中★
暑さを吹き飛ばす楽しい行事♪夏遊びで～す！！

幼稚園に来たらすぐに着替えて…水でっぽうを持って…
園庭にレッツゴ～(*^^)v！！
輪投げコーナー発見！！

妖怪ウォッチの的を目掛けて、えいっ！
やった～！じばにゃんに入ったぞ～（＾◇＾）

 
 

 スーパーボールすくい！
年少さんは網付きだから
破れません（笑）
中・長さんは

レベルアップで紙付き！

好きなスーパーボールを
持って帰れるよ♪  

 そして今年は『kokusai　ストラックアウト』
と題して、いたるところに的が！！

先生も的を背負って園庭を駆けまわる！！
点数の高い的を目掛けて水でっぽう発射～！！！！

お友達同士でも激しい水のかけ合いが…

 

 わ～いわ～い！！！
いっぱいかけるぞ～！

先生達にもかちゃうぞ！！

顔にはかけないでね～(:_;)
 

 

 年少さんも水を嫌がることなく
自分で水を補給…

しっかりと
的を狙ってくれていました♪

 

 このこわ～いおばけは
誰でしょう…

よ～～く見てね…

きゃあああああああああ

 

 ２日目はすいかを食べました（＾ｕ＾）
甘くておいしい～！！

上手に種もぷぷぷぷぷ～！
みんなで食べるとおいしいなあ(^_-)-☆

いっぱいおかわりあるからね～
森脇さんと加藤先生のスイカ屋さんにもらいに行こう！！

 

  

先生～５個食べたで♪
まだおかわりするで～！！

お腹壊さないでね！
お口の周りが

すごいことになってるよ(~_~;)
 

 最終日は皆で盆踊り！！
大きな二重の円になって、真ん中では年長さんが

太鼓をたたいてくれています（*^_^*）

たぷたぷ音頭♪
みんな上手に踊れました！！
楽しい３日間だったね！   

サマースクール
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 楽しい楽しいサマースクール！！
ご参加頂き有難うございました（*^_^*）

いつもと違う保育内容で盛り上がりましたよ！！

月曜日☆フォトフレーム作り！
楽しい思い出の写真を素敵に飾る為に

頑張って作るぞ～！！  

 お給食もいつもと違う(^_-)-☆
今日はチャ―ハンでした！

スープまでついて
豪華な昼食！

おかわりおかわり～！
 

 おやつも毎日あるよ！
ひんやりアイスクリーム！
カラフルなアイスで

食べるのがもったいないなあ～

 

 火曜日☆魔法の制作

年少さんもお兄ちゃん達に
教えてもらいながら
一生懸命作りました♪

  

 ねえねえ分からない～(>_<)

貸してごらん！
やったるわ～！！

頼もしいぞ！！

 

 渡されたペットボトルを振り振りすると…
だんだん色が出てきた～（＾◇＾）
どうしてどうして～！？！？
素敵な魔法に皆もビックリ！

協力して制作も完成～！！
 

 水曜日☆プール

みんなで大きい
プールに入ろう！！

外で入ると気持ちいいね！

  

 なんだか
どこかの国のプールみたい…

ぎゅうぎゅうっ！！

みずでっぽうで
かけ合いだあ～！！

 

 木曜日☆ビックバン

みんなでおでかけ～（*^_^*）
大きなワニがいる
ビックバンです！

お腹の中は音が鳴ったり
光ったり♪

驚きの連続～！！   

 大きい万華鏡発見！！
園長先生も見たいって♪

キラキラキラキラ…
＊☆＊☆＊☆＊

中は素敵な世界…♪
  

 お外でひんやり
チューペットを食べました！

遊んでるうちに
新しいお友達も出来ちゃったね！

さあ
手をつないで帰ろう！！

 

 金曜日☆トレジャーハンティング

国際幼稚園に眠っている
宝を見つける為冒険に出た皆。
しかしそこには海賊が
立ちはだかる！！

○×ゲームをクリアしたら…  

 魚を釣らないと
帰してくれない海賊！！

急がないと海賊船が
来てしまう！！

上手く釣れたかな～！？
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今度は輪投げ！！
上手に入れるんだ！！

ズルをしたらやり直しだぞ！
海賊はきびしいぞ！！

 

 

 あ！！宝箱！！

近づくと…
恐ろしい海賊の船長が！！

『お前ら何しに来たんだ…』

後ずさりするしかない皆(笑)
「た…宝を下さい…」

 

やった！天使のカードを
引き当てた！！

これで宝をゲットできる！

勇気あるものは
船長の前へ行くのだ！！

 船長からもらった宝物は
おいしいおやつでした！！

力を合わせてゲットした
勝利の味を

ゆっくり堪能…♪
 

 安心しきったところで
再び船長が登場！！
気を抜いてたので

びっくりして泣きだす子も…

でも実は船長は子ども好き♪
抱っこをしてもらえた
お友達もいました(*^^)v  

海賊たちはまた
やってくるかもしれない！

その時まで…
今日の事は誰にも

言うんじゃないぞ！！

  

 なかなかヒゲが似あうなあ～
大きくなったら

海賊になってみないか！？

な～んて
勧誘されちゃいました♪

 

 どきどきわくわくの
トレジャーハンティングの後は
おいしいミートスパゲティー♪

お口の周りが
大変な事になってるのは…
年少さん？それとも…
おやつはフルーツポンチ♪  

 
この一週間
いっぱい食べて
いっぱい遊んで

新しいお友達も出来て…

すっごく楽しかったね(^○^)
來年もぜひ参加してね～♪

年中おさんぽ

 

 年中さん、今度は
西グラウンドへお散歩です♪
ちょっと距離があるけれど
しっかり歩けましたよ(*^^)v

  

  

 ９月生まれさんの
お誕生日会をして

広いグラウンドで増え鬼をしました！

みんな勝ち残れたかな(^_-)-☆？
 

老人ホーム（あじさい・さ
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くら）

 

 老人ホームに慰問に行きました。

ホームの方に挨拶をして…
ちょっぴり緊張しながら

おじいちゃん
おばあちゃん達の所へ！！

たくさんの方達が
出迎えてくれました♪

さっそくお歌のプレゼント！
♪お～はながわーらった♪

みんなの顔もほぐれ
おじいちゃん達はもっと笑顔に！

 
 

 お手てをぎゅってすると…
わあ～おばあちゃんの手は

しわがいっぱいだなあ～（*^_^*）

今まで頑張ってきた
証拠なんだよ！

  

 手遊びをしてもっともっと
仲良しになっちゃった♪

小さい手におばあちゃんは
ほっこり(^^♪

温かい気持ちになれた１日でした！

さつまいもほり（全学年）

    

 

 とても良いお天気の中…
さつまいもほりに
行ってきました！

まずは年長さん♪

 

 幼稚園生活最後の
さつまいもほり…

自分の顔よりも大きなおいもが
たくさん！！！！！！

 先生見て～(*^^)v
マイクみたいやろ！？

お腹すいたら食べれるんやで♪

とりあえず
歌うから聴いて！！

  

 さあ、誰が一番大きいかな！？

さつまいも比べだ～！！

私が優勝かな！
い～や、僕やで～(^^♪

 

 見て見て～
こんなにたくさん！！！

八百屋さんがひらけそうです！

 

 ★ここ！！
掘ってごらん！！

大きいのあるから！！

☆え～ちょっと怖いよ…

★僕に任せて！！！

なんて頼もしいんだ～！！！
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 さあ、お次は年中さん！！
年長さんに負けないぐらい
大きいのは出てくるかな！？

頑張って掘るぞ～！！
お～～～～っ！！！！  

 じゃじゃじゃ～ん！！

わたしの顔より大きいよ！
お母さん！！

お料理宜しくね(^_-)-☆！
いっぱい食べるからね！

 ねえ…とっちゃっていい？
だめ？？

寝てるのかなあ…

え～いっ！！！
とってやる～！！！  

 重たくて持てませ～ん！！
もしかしたら

私より重たいかも！？

それはないか(；一_一)！！

 

    

 

 最後は年少さん！！

初めての畑にちょっぴり
戸惑いながらも…
力いっぱいおいもを
掘り出せました(*^^)v

 

先生～
赤ちゃんのおいも～（＾ｕ＾）

年少さんサイズの
可愛らしいさつまいもも
出てきたみたいですよ！！

皆お天気に恵まれて良かったね！
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