
 

  

あっという間に 11 月も終わり今年も残り 1 ヶ月となりました。子ど

も達と過ごせる時間もあと３ヶ月と思うと、時の流れの早さを身を持っ

て感じます。今月は今年最後のビックイベントでもある音楽会もあり、

毎日子ども達は練習に励んでいます。おうちでも子ども達の話に耳を傾

け、園での出来事など是非聞いてみて下さね。今月も精一杯務めてまい

ります。どうぞ宜しくお願い致します。 
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光組クラス通信 

担任 高柴菜都乃       

１２月号 

今月の主な遊び・活動 

・モールを使って組み合わせたり曲げたり形遊びを楽しみます。 

・画用紙で切り開き遊びをします。 

 

 

参観日、ありがとうございました。 

先日はお忙しい中、参観日にお越し頂きありま

した。最初は少し子ども達も緊張していました

が、徐々にリラックスし、いつも通りの姿を見

て頂けたかと思います。２人組での触れ合い遊

びも、さっとペアの友達を見つけたり、自分達

で声を掛け合ったりさすが年長さんでしたね。

最近では２人組の「なべなべそこぬけ」から３

人や４人など、どんどんレベルアップして遊ん

でいます。わらべ歌が大好きなので、「あんた

がたどこさ」をこれからやっていきたいと思っ

ています。 

色水遊びからの広がりで… 

先日のクラス通信で色水遊びから色水のゼリー作りの事を書

かせて頂きましたが、最近は葉ウッドデッキの葉っぱを入れ

夢中ですり潰して、自然物から色出しする事を面白がって遊

んでいます。水を加え、水が緑色になると、「これは風邪に

効く薬ですよ～。」お薬やさん遊びに進化していました。外

遊びで拾ったイチョウの葉や枯れ葉など、身の回りにある色

んな自然物を使い、自分達なりに遊びを広げていく姿に年長

さんらしさを感じます。今後の展開が楽しみです。 

 

年長さんだから… 

子ども達に１日の予定を伝える際、これ

までは時計を見ながら「５の針までに

…」など〇〇の針という風に伝えていま

したが、とある日、「もう年長やから５

の針じゃなくて１０分とかで言って

よ。」と提案がありました。少しずつ時

間にも興味を持ち、読み方も知ってきて

いたようです。その日以降、時間を伝え

る際は、○時○分ときちんとした読み方

で伝えるようにしています。おうちでも

時計を見ながら子ども達と読み方の練

習をして頂けると嬉しいです。 お願いします。 

・名前が記載されていないマスクが最

近見受けられます。子ども達の持ち物

には名前の記入をお願い致します。 

・ゼリーカップや袋など、素材集めにお

持ち頂けると助かります。 

参観の活動内容で見て頂いた楽器遊び。参観が終わ

ってからも色んな楽器に触れる機会が沢山あり、初

めは音を鳴らす事を楽しんでいた子ども達も、曲に

合わせてリズム打ちをしたり、皆のリズムがバチ！

っと揃うと喜んだり、遊びの中で音楽会に向けての

取り組みが始まってきました。中でも「ふしぎって

ふしぎ」というタイトルに決まった、年長さんのオ

リジナルソングは皆大好きで、いつも遊びながら口

ずさんでいます。自分達で話し合い色んな不思議に

ついて考えたからこそ、クラスで考えた内容が歌詞

に入っている部分は特にお気に入りのようです♫

おうちでも歌いたいのに YouTube にはなかって

ん…と話す子ども達のやり取りにほっこりしまし

た。私も大好きな歌なので、子ども達の優しい歌声

を早く聞いて頂きたいです。 



 

  
 随分朝晩も寒くなり、気付けば今月で今年も終わりとなってしまいま

した。皆様いかがお過ごしですか？松組の子ども達は遊びと音楽会の練

習で大忙しです。遊びも練習も熱中しながら取り組んでいます。演奏や

歌が楽しいと思ってくれているみたいなので、練習というより音楽も遊

びとして捉えられてるのかもしれませんね。ですが今はまだ「友達と音

を合わせる」ということに悪戦苦闘しています。難しいとは言いながら

楽しみながら練習している子ども達。きっと本番は自信満々な姿を見せ

てくれる！はず！保護者の皆様も、楽しみにしていてくださいね＾＾ 

まつぼっくりハウス 

松組クラス通信 

担任 田中祐太 

１２月号 

今月の主な遊び・活動 

・星座や星の形に注目して、形遊びをしてみます。 

・ボールを使って勝ち負け遊びを楽しみます。ボールを遠くに

投げたり受け止めたり、遊びの中で難しい動作に挑戦します。 

参観日。ありがとうございました！！ 

先日はお忙しい中保育参観にお越しくださり、ありがとうご

ざいました。子ども達の幼稚園での様子を、一部でも見て頂け

て良かったなぁと思っています。子ども達は緊張していたよ

うでしたが、終わった後は「楽しかった！」「またやりたい。」

と、口々に話してくれました。いつもとは少し違う忙しない時

間だったかもしれませんが、子ども達が楽しいと思える参観

が出来てよかったです。実はあの後、別の枠でもご紹介します

が、作った作品の続きをしている最中なんです。やっぱりもっ

とじっくり遊びたかったようで、今は隙間時間を見つけて友

達と一緒に星作りを楽しんでいます。完成したらまたまた何

かの形でご紹介しますので楽しみにしていてくださいね♪ 

オリーブが取れたよ！ 

先日子ども達とオリーブの実の収穫をしました。早速保育室に持

ち帰りこれらをどうするか話し合います。多くの子が食べたいと

言ってくれたので、そのまま食べられるのか、それとも何かしな

いといけないのか調べることになりました。するとすぐに、食べ

るまでの方法が見つかったのですが、水につけたり、干したり、

重曹と混ぜたり、、、方法はいくつも出てきました。話し合いの結

果、みんなで試せそうなものは全部試すことになりました。初め

は僕がオリーブの実の管理をして、水を換えたりしていたのです

が、今では子ども達自身で「自分たちでする！」とお手伝いして

くれます。果たして上手くいくのでしょうか♪ 

星を作ろう！宇宙を作ろう！ 

参観の日に少し遊んだ星作りの続きをク

ラスで作っています。あのあと、他の画材

を使いたいという声も多かったので、数種

の画材を組み合わせて自分だけの星を作

り始めました。参観では数人で楽しみまし

たが、より自分の世界に没頭してほしいと

いう狙いのもと、今は一人一枚画用紙を用

意して、その中で星を並べ替えて遊んでい

ます。画用紙の色も、自分のイメージに合

ったものを使って遊んでいます。どんな宇

宙ができるか楽しみです！！ 

  ふしぎってふしぎ 

魔法のように不思議なものってな

んだろう？という話を子ども達と

話してきました。ある日「先生不思

議探しごっこしよう。」と、ある子が

誘ってくれました。皆で話した事が

心に残って不思議を見つけること

が楽しくなったようです。身近なも

のも見方を変えると不思議でいっ

ぱい！是非ご自宅でも不思議探し

にチャレンジしてみてください♪ 

お願いします 

造形コーナーで使用するため、透明

カップ・ペーパー類の 芯・空き箱・

紙袋等を募集しています。  

宜しくお願い致します。 



 最近寒暖差が激しいですが、皆様体調お変わりありませんか。先日は、

参観にお越し頂き、ありがとうございました。事前に「参観で音楽遊び

をするよ！」と子ども達に伝えると、おうちの人に見てもらえる事にド

キドキワクワクしていました(^^)「あんぱん、ちょこぱん、くりーむぱん。」

のリズムに合わせて何度も繰り返して遊んでいくうちに、自然と身体に

リズムが入っていく様子がありましたね。12 月は音楽会がありますが、

「音楽会のために練習する。」ではなく、まずは、「音楽って楽しい！」と

子ども達が感じ、「もっとしたい。」、「誰かに見てもらいたい。」と思える

ような遊びを広げていくことが大切だと思っています。参観でおうちの

人に見てもらえたこと、温かい手拍子や拍手をもらえたことは、子ども

達の大きな自信となったようで、「またやろうね！」と話す子がたくさん

いましたよ。今は、年長さんならではの鼓隊など、様々なことに挑戦し

ているので、ぜひおうちでもお話を聞いてみてくださいね(^^)今月もどう

ぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・子ども達の不思議に思った事を歌にしたオリジナル

ソングを歌います。 

・「すいめろ」の繋がりから、言葉遊びを楽しみます。 

・氷を使って遊んだり、実験してみたりします。 

 

 

どうなる、師匠の家 

１ヶ月も掛けて大人の背まで大

きくなった師匠の家。…なん

と！倒壊しました(; ;) 

子ども達は全ての面が倒れた事

で一時やる気を失っていました

が、「ちょっと大きい家にしすぎ

たわ。」、「もうちょっと小さくし

て作りやすい家にしよう。」と気

持ちを復活させ、1 日掛けて、

テープを剥がし、作り直してい

ました。倒壊した時には、もう

諦めちゃうかなと思っていたの

ですが、子ども達の根気強さに

は驚かされました。次は倒れな

いように少しアドバイスする

と、「ここ持っといて、ぎゅっと

抑えながらテープを貼るのがポ

イントやで。」と友達に伝え、子

ども達同士で役割分担をした

り、「ここはもうちょっと丁寧に

テープ貼ったほうがいいな。」と

強度のチェックをしたりと、職

人のような目で作り上げる子も

います。さて、次は無事完成す

るのでしょうか。楽しみにして

いてください！ 

 

  

梅の小道 

梅組クラス通信 

担任 上野 絢子       

１２月号 

育てたものは〇〇だった！？ 

１学期から大切に育てたスイカは少しずつ大きくなっていったのです

が、茎が枯れてしまい、これ以上大きくならない事を子ども達に伝えま

した。「これは食べれるの？」、「中はちゃんと育っているのかな？」と興

味津々の様子だったので、切って中を確認してみることに◎ 

「赤色かな？種は何個あるかな？」とワクワクしている子ども達の前で

スイカを切ってみると…なんと、中身がメロンそっくりなのです！匂い

を嗅いでみると、メロンの香り。 「えー！なんで！？」と驚く子、「ぎ

ゃぁあああ！」と頭を抱える子、「植えたのはスイカだったよう！」と泣

き出す子、大混乱の中、子ども達が助けを求めたのは園長先生◎「スイ

カのはずやのにメロンやねん！」と興奮冷めやらぬ様子で伝えに行って

いました。「見た目はスイカ、中身はメロン！梅組が新しい食べ物を作っ

たんだね。大発見だ！」と園長先生に言ってもらうと、「これって凄いこ

と？梅組ってすごい！？」と目をキラキラさせ、ぴょんぴょん跳ねて喜

んでいましたよ(^^)「メロンの隣で育てたから、メロンの栄養が移った

んかな？」と考え込む子、「なんでこんなことになったんか全然わからん

ー！」と不思議な出来事にお手上げな子、まさかこんな事が起きるとは

思っていなかったので私も本当に驚きました！「スイカとメロンが混ざ

ったから『すいめろ』やな。」と子ども達が、不思議な果物に名前をつ

け、その面白さ、不思議さを楽しんでいます(^^) 

お願いします 

公園やご家庭で、木の実やどんぐり、種、豆など、自

然物を見つけたら持ってきて頂けると嬉しいです。 

ご不要になったタオルがあれば、持ってきて頂ける

と助かります。 



 

  

 舞い散る枯葉でいっぱいの幼稚園、冷たい風も吹き、冬の訪れを感じます

ね。先月は参観にお越しいただき、ありがとうございました。年長になって

初めての参観、子どもたちも楽しみにしていました。手作りトランプは楽し

んで頂けましたか？時間が足りず最後まで出来なかった事が残念でしたが

いつもは子ども達で勝負をしていたので保護者の皆さまと本気の対決が出

来た事、凄く嬉しかったようで、終わった後も「もう一回お母さんたちと勝

負したいなあ。」「○○ちゃんのお父さん強かったなあ。」と、ずっと話をし

ていました。実践発表でも、全ての紹介は出来ませんでしたが、少しでも普

段の子どもの遊びや、姿を知って頂けていれば幸いです。少しずつ遊びもま

た展開してきましたので、また紹介したいと思います。急な気温の変化もあ 

 

 

 

 

 

千本桜 

桜組クラス通信 

担任 末吉奏絵     

１２月号 

今月の主な遊び・活動 

・実物の昔のおもちゃに触れたり、昔の遊びを知り、皆で遊ん

でみたり、発表したりします。 

・ボールを使い、キャッチしたり、蹴ったり、様々な動きをし、

ドッチボールの遊びに繋げます。 

 

先日の参観でお伝えした、タワー作りが本格的になってきました。翌日から「牛乳パック 

持ってきた！」と、沢山持って来てくれる子がおり、皆で作りはじめました。 

「ボロたんととくべつなまど」という絵本の中に出てくる家を見ながら、「こうしたら高い 

タワーみたいになる！」「ここに柱が無いから倒れるんや！」と、絵本を見ながら作って 

いく姿はまるで大工さんの様です。倒れれば足りなかったところを子供たちで考え、次は 

こうしようと、設計図を作るようにもなりました！今では本当にタワーの様な形になり、 

中に入って上を見上げられる様になりました。「段ボールで階段作って 2階建てに出来そう 

やなあ。」と、今後の完成形を想像して楽しんでいる姿もありました。またお家に牛乳パッ 

クの不要がありましたら、お持ち頂けると嬉しいです。 

 

 

手作りトランプは、普段のコーナー遊びでも

自由に使える様にしていたのですが、ある時、

「トランプでこんな遊びもあるってお母さん

言ってた！」「私もおばあちゃんに教えてもら

ったのある！」と、お家で聞いてきた遊びを

紹介してくれる子が出て来ました。すると、

「おばあちゃん達も遊んだ事あるんかなあ。」

「昔からあるんかなあ。」と、昔について興味

を持ち始めました。けん玉やお手玉、めんこ

等、知っている昔のおもちゃや遊びに触れら

れる様にしたいと思っています。もしお家に

子どもたちが触れてもいい昔のおもちゃや遊

びがあれば無理のない範囲でお持ち頂けたら

と思います。遊びの紹介を紙に書いて頂けた

ら、皆の前で子どもたちに発表してもらおう

と思っています😊 

今月は音楽発表会がありますね。合奏や鼓隊等、それぞれ楽

しみながら取り組んでいます。「ちょっと難しいなあ。」とい

う声もありますが、「これ出来る様になったらかっこいいや

ろなあ。」と、目を輝かせながら練習しています。1 回弾く

たびにシールがもらえるピアニー頑張りカードを早く一杯

にさせようと給食の後や朝のコーナー活動で積極的に練習

する姿もあります。最後の音楽発表会、楽しみにしていてく

ださいね。 

牛乳パックタワー 

昔のおもちゃ 音楽発表会に向けて 

りますので体調崩されませんよう、お気をつけ下さい。今月もどうぞよろしくお願い致します。 

 



 

 

  

 秋の木々の変化を楽しんでいるうちに、あっという間に季節は冬へと

進んでまいりました。皆様お変わりありませんか？先日はお忙しい中、

参観日にお越しいただきありがとうございました。やや緊張気味の子ど

も達でしたが、粘土での根っこ遊びの続きはその後も楽しんでいます。

翌日は６つの根っこを全部合体させクラスみんなで根っこやツルを繋げ

て遊びました。「石もっといる人～？」「ここに芋ほりしてる人作ろ。」「こ

の木からくもの巣もぶら下げよ。」と、みんなで協力するとさらに遊びの

工夫が深まりました。意見を出し合いみんなで考え合う力を生かしなが

ら、今月も過ごして参りたいと思います。よろしくお願いします！ 

 

 

 

 

 

 

 

椿のキセキ 

椿組クラス通信 

担任 髙石晴香      

１２月号 

今月の主な遊び・活動 

・音楽会に向けて、気持ちを込めて歌ったり、みんなと音が合わ

さる心地よさを感じながら演奏したりします。 

・土を使って土絵の具を作る実験遊びをします。 

 

 

秋のいもほり遠足 

 1０月末、サバーファームへ遠足に行ってきました。到着し

てさっそく楽しみにしていたお芋堀り！苗の頭しか出ていな

いお芋をみんな宝探しのように一生懸命スコップで掘り続け

る子ども達。「お芋あった～！」と芋の姿が見えてからも、掘り

出せるまでの道のりはまだ遠く…(笑)「もうちょっとで出てき

そう！」と根気よく掘り続けた末に、やっと掘り出せた時の子

ども達の表情は達成感に満ちていました(^^)☆芋ほりの後は、

芝生で大好きなお弁当を食べ、すべり台やハンモック、アスレ

チックなど、秋空の下で身体を動かし気持ちの良い時間を過ご

しました。帰りのバスでは「お芋で○○作るねん♪」と自分た

ちで掘ったお芋クッキングを楽しみにしているようでした☆ 

砂場で沼作り！？ 

 早朝保育に行っていたお友達が「朝おもしろいことし

たから後で一緒にしよう！」とみんなを誘って始まった

泥んこ遊び。川を作っていると思いきや、どうやら沼を

作っているようです(笑)スコップで懸命に水の流れる道

を作ったり、そこにレンガを並べて橋を作ったり。「こっ

ちも掘ろう！」「水運んできて！」「流れた流れた！」

と、楽しそうな声に日に日にお友達が沢山加わっていま

す。パイプを埋めて水を流す方法を考え出したりと、毎

日試行錯誤が続き、自然と友達と相談したり協力してい

る姿に大きな成長を感じています(^^) 

「お芋で何作ったか教えてね。」と

子ども達にお願いしたところ、さ

っそくスイートポテトや大学芋、

シチューやお芋ご飯など様々なレ

シピと写真を持って来てくれまし

た。みんなに発表会をし、味やどん

なお手伝いをしたか、皮は付けた

まま食べたかなどの質問をし合

い、素敵な会話の時間になりまし

た。ご協力頂きありがとうござい

ました(^^) 

沼作り中に土を掘っていると… 

「化石発見！！」と何やら塊を手に目

を輝かせていました☆「全部並べたら

恐竜になるかも！」とワクワクが止ま

りません(^^) 

 


