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 早いもので今年もあと１か月になりました。一日一日子どもたちが健

康に登園して園で過ごすことができたことへの喜びと、まだまだ油断で

きない状況は続きそうです…。改めて予防できることを子どもたちとも

確認しながら過ごしていきます。 

今月は音楽会があります♪運動会でクラスみんなと一つのことに取り

組む楽しさを感じられるようになった子どもたちと、今度は３クラスで

心を通わせ、音が合わさる心地よさを感じながら楽しみたいと思いま

す！今月もどうぞ宜しくお願い致します！ 

星組：クラス通信 

担任：久保果穂      

12 月号 

今月の主な遊び・活動 

・ごっこ遊びに必要なものをイメージして描いたり作ったりし、

遊びに取り入れて楽しみます。 

・役割を意識し音やリズムを合わせて音楽を遊びを楽しみます。 

 

 

“様々な楽器に触れながら♪” 

バチやベル、ピアニ―に触れて遊びを楽しんでいる

ところですが、音楽指導の山地先生との遊びで歌に

合わせてベルを鳴らして遊んだ後も、記憶に残りお

部屋でも余韻に浸りながら「赤鳴らそう♪」と友だ

ちに声を掛けながらベルを鳴らして遊んだりする様

子が見られていました。 

一つのベルに慣れ、今は両手に２つのベルを持って

役割に意識を持って和音で音を奏でることに挑戦し

ています。 

“アオムシのぷくりんとはなちゃん” 

双子ちゃんみたいに育てたいと願っていたアオ

ムシが２匹とも死んでしまった悲しいお知らせ

です…。「みかんの葉っぱだけじゃ食べるものが

あかんかったんちゃう？」とまた子どもたちは考

えます。そして以前作った星組のお墓に２匹のア

オムシが眠っています。「化石も今はいない生き

物の骨とかで残ってるんやで！」と外遊びでも興

味を持ち始めた化石集め（石集め）や土堀りなど

と関連し、石に着目して造形粘土で作ったいろん

な形の石に色を付けて遊びました。 

１１月からピアニ―とも仲良くなり始め

た子どもたち。ピアニ―の鍵盤をお散歩し

たり、言葉の数だけお友だちと合わせて鳴

らしたりと、揃える心地よさを知り、今は

一つの曲に合わせて１音ずつ鳴らせるよ

うになった音が増えていく楽しさを感じ

ています。 

そして、コーナー遊びでも「曲鳴らして

～！」と曲にも合わせてリズム打ちを楽し

んでいるバチは、普段から言葉に合わせて

鳴らしたり表現して遊ぶことを楽しんで

います。「 あいうえおんがく もバチで出

来そう～！」と曲にも親しみが込められて

います。 “ビワの種さんを守ろうと…” 

先日参観でもお話させて頂いたビワの種。土を

掘ったり遊びに使っている場所でもありまし

たが、他クラスの友だちが種の近くで穴を掘っ

たり、遊んでいる様子を見かけると声を掛け心

配する様子の星組の子どもたち。しかし現在目

印となるものがない状態では、知ってもらえな

いのではないかと伝えると、「もう一回丈夫な

看板作る！」「掘ったり、埋めたりしないで。」

と書くなど更に解決策を深めていく声があり

ました。また「鳥が近寄らんように畑とかに置

いてるようなんは？」「かかし？」と案山子の

お話も出てきました。どのようにして守るか会

話を深めているところです！その後をまた報

告できればと思います(^^) 

お願いします 

いつも、素材をお持たせ下さりあ

りがとうございます。 

引き続き募集しています！ 



 

 

  

 舞い散る枯れ葉や冷たい風に、本格的な冬の訪れを感じます。 

雪組の子ども達も枯れ葉を使って花束を作ったり、落ち葉キャッチゲー

ムをしたりして冬の季節を感じながら過ごしている今日この頃です♪ 

 先月はお忙しい中参観にお越し頂きありがとうございました。今月は

音楽会がありますね。自分で楽器を鳴らす楽しさを感じつつ、またお友

達と一緒に合わせる楽しさや人に聞いてもらう喜びも感じてきている

子ども達です。今月も寒さも吹き飛ばすエネルギッシュな子ども達に負

けないくらい全力で遊んでいきたいと思っております。今月もどうぞ宜

しくお願い致します。寒さも厳しくなってきたので皆様も体調には気を

付けてお過ごしくださいね。 

 

 

 

 

 

雪やこんこ 

雪組クラス通信 

担任 武田真侑      

１２月号 

今月の主な遊び・活動 

・音色や声色を意識しながら音楽遊びをします 

・土粘土を使って立体的に形遊びをします 

 

 

 

藍のお花で石鹸作り 

 春に畑に植えた藍。藍染めをするには量が足りなか

ったので、みんなに藍の花の石鹸作りを提案してみま

した。藍には虫よけの効果もあることを伝えるとメダ

カの死と結びつき（１１月号参照）、石鹸を作ってメダ

カの近くに飾ることにしました。牛乳石鹸を使った物

と、グリセリンソープを使った物の２種類の石鹸を作

ってみたのですが、どちらの石鹸も感触や匂い、形や

色を楽しみながら作っていました。 

 

お地蔵様 

 メダカをお地蔵様の近くに埋めたこ

とからお地蔵様への関心が高まってき

た子ども達。外遊びに行くと毎回お地蔵

様の近くに行き「前ここに置いてあった

もの（お供え）がなくなってる！」など

と新たな発見を重ね、報告してくれま

す。どうやら子ども達の中ではお地蔵様

の周りでは不思議な 

現象が起こると考えて 

いるようです。 

雪組映画館へようこそ♪ 

 １１月のある日、私が子ども達に新しい曲を紹介する際、子ども達にお客さんになってもらい、部

屋を暗くして私が歌手のように新しい曲を歌ってみました。すると子ども達は「映画館みたい～！

（？）」と大興奮。最近「ハーモニー」という言葉を覚え、意識して歌を歌っている子ども達で、「雪

組さんの歌も先生だけじゃなくみんなに聞いてもらいたいな～」と呟くと「私たちも映画館やりた

い！」と♪「招待状か書かな！」「ポップコーンもいるで」「マスク着用ってかいとこ」（笑）などと自

分たちで映画館と言えば・・を考え準備していました。そしていざ開演。隣のクラスの子や早朝のど

んぐりの子たちまで来てくれました。ありがとうの花を歌い、面白かった！楽しかった！ 

などのたくさんの嬉しい言葉をもらって「次は○○組さん呼びたい。」 

と再演も考えている子ども達。自分達の知っていることを出 

し合い準備し実行しようとする姿がとてもかっこよかったです。 

 

お願いします 

いつも御協力本当にありがとうございます。引

き続き造形素材や不要なタオルがありました

ら、園にお持ちいただきたいと思います。お願

い致します。 

 

お地蔵様何か知りませんか？ 

 人数分用意♪ 

 
レンジさん 

頑張れ～！ 



12 月号 

 

 

 

 

 

   

 すっかり風が冷たくなり、冬の訪れを感じられる今日この頃です。

体調を崩しやすい季節の変わり目、皆様お変わりありませんでしょ

うか。月組では、毎朝その日の“一日の予定”を伝える時間がある

のですが、子どもたちは相変わらず「今日のお外遊びは何番目（の

予定）？」と寒さもへっちゃらな様子で、気が付けばセーターを脱

いでいる子も…！引き続き、手洗いうがいなど感染症対策はしっか

りと心掛け、今月も元気いっぱいに過ごしていけたらと思います。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

輝く月のように 

月組クラス通信 

担任 柴田沙耶      

今月の主な遊び・活動 

・発表会コーナーを作り、見てもらう嬉しさを感じたりお客さんの

立場にもなって見合いっこを楽しみます。 

・グループ活動やかぎ鬼ごっこなどの集団遊びを楽しみます。 

・ 

 

 

年中さんだけの...特別な楽器！ 

１学期から少しずつ触れていたハンドベ

ル。まずはとにかく鳴らしてみることから始

め、少しずつ前に立つ先生（指揮者）の合図

を見て鳴らすことにも挑戦しています。自分

が担当する音は一音でもお友達と一緒に鳴

らしてみるとなんだか聞き馴染みのある曲

に！一緒に演奏するという感覚や気持ちよ

さも味わえるようになってきました。スナッ

プをきかせるような手首の動かし方に難し

さもありますが、いつも一生懸命です！音楽

会ではピアニーとの合奏もお楽しみに♪ 

よーく見てみて！ 

11 月に入ってから、園庭の様々なものが色付いてき

ていて、たくさん集めたり果実を食べたり、子どもたち

も夢中になっています。先日は、せっせと銀杏の葉っぱ

をバケツに集め、砂場の一角に敷き詰めて「めっちゃキ

レイなじゅうたんみたいやろ？」と見せてくれていまし

た。お家から持ってきてくれたどんぐりや葉っぱもまず

はお友達に紹介し、色や大きさで分けてみたり、粘土と

組み合わせて遊んだりして楽しんでいます。よーく見る

と「葉っぱにも線路みたいな線がある！」と、以前に経

験した模様遊びと繋がったようです！ 

ついに...これができる！！ 

そんな待ちに待っていたものは、ピアニー

です♪コーナー活動の時間などにも「これで

遊んでいいですか。」「それはちょっと…」と

断っていたピアニーでしたが、先月あたりか

ら解禁されました♪息を吹いて、指で押さえ

て、と同時にしなければいけないことがたく

さんあるのでみんなはどこまで出来るかなと

心配もあったのですが、簡単なフレーズから

やってみるとどんどん吹けるように♪嬉しく

て、最近はご褒美シール集めに励んでいます。 

言葉でいろいろ遊んでみよう！ 

 最近の朝の会では、普段やっている

“お返事”をボディパーカッションやバ

チ打ちに変えてみたり、リズムに言葉を

当てはめて、『音』でのやりとりを楽し

んでいます。何気ないやりとりでも、言

葉だけでなく音や動きが加わるとなん

だか面白い♪自然と笑い声も聞こえて

きます。そして、ときには子どもたちに

先生役をお願いしたりもして楽しんで

います！遊びの中だったら、大勢の注目

を浴びることも平気になってきました。 

お願いします 

いつもたくさん素材ありがとうござい

ます。ご不要なタオルがありましたら、

また園まで持たせてあげて下さい。 

 



 

 

 

 

 

    

  

舞い散る枯れ葉や冷たい風に本格的な冬の訪れを感じる今日この頃。

あっとゆう間に時はすぎ、今年も残すところ一月となりました。今年

は特に一瞬で過ぎたと感じる 1年になりましたが花組の皆に出会った

緊張気味の当初の姿を思い出すと、子ども達は友達との関わりを通し

て心も身体もすっかりお兄さんお姉さんになったように感じます。 

今月も子ども達と過ごす一日一日を大切にしたいと思いますのでよろ

しくお願い致します。 

Ohana 

花組クラス通信 担任 角村奈々      

12 月号 

今月の主な遊び・活動 

・ルールのあるゲーム遊びを皆でします。 

・クリスマスの歌を歌います。 

 

 

 

参観ありがとうございました！ 

先日はお忙しい中参観にお越し頂きありがとうございました。はじめ

ての参観となりましたが、緊張するかな？と心配したのも束の間、子

どもたちの元気いっぱいの笑顔が沢山見れた時間になりとても嬉し

く思いました。朝の会でなにを歌うかは皆で決めたのですが、「虹の

向こうに」は一学期から大好きな曲で、雨が降った日には「歌ったら

やむかな？」と子どもたちの願いを込めて必ず歌っている曲です♪ま

た丸を使った活動では友達とアイデアを出し合ったり、出来上がった

おもしろい型を皆で共有して楽しんだりする姿や、言葉はなくても近

くにいる友達に影響され遊びがどんどん広がって黙々と活動する姿

など様々な姿が見られました♪こうしたグループでの遊びの中での

経験の積み重ねはとても大切にしたい保育ですね。 

ゼリー作りに挑戦！ 

参観でもお話させてもらったゼリー作戦。

本当はみかんをミキサーにかけてジュー

スにしてから作りたかったのですが、それ

ではまたザクロジュース同様少量になり、

どうしようということで、お給食室さんに

アドバイスを貰い皆でつくりました。「す

ごい！本当に固まってる！」「ゼラチンは

魔法の粉だね！」と大喜びの子ども達。今

度はすいすいの仕掛けの餌にゼリーを使

いたい！というお話しも出てきました。こ

れからまた遊びが広がりそうです。 

腰骨タイム 

参観の時にも見て頂いた腰骨タイム

ですが、ゲーム感覚で子ども達は「今

日はもっと長い時間でいけるで！」

「今日も腰骨タイムしよ！」と朝の会

での恒例タイムとなってきました。背

筋がシャキッとすると気持ちも自然

とスッキリします。相手の話を集中し

て聴く力にも繋がって欲しいなと思

い取り入れています♪正しい姿勢は

心にも身体にも良いことが沢山ある

みたいなので、是非お家でも一緒に腰

骨タイムしてみてくださいね♪ 

         発表会コーナー 

音楽会に向けて日々音楽遊びを楽しんでいますが、友達の

前に出て何かをするのが大好きな花組では発表会コーナー

が出来ました。台の上に乗って、バチ遊びをしたりピアニー

やベルで演奏したり…先生役と演奏役と、お客さん役と子

ども達で役割分担もばっちり♪そんな遊びの中で段々と台

の上に立つ子ども達の表情も変わってきて、自信満々に発

表する姿に成長を感じます。誰かに見てもらい褒めてもら

う経験がこれからの様々な自信に繋がっていって欲しいな

と思っています。大人にとっては、ほんの少しの台でも子ど

も達にとっては一段高いだけで特別な世界になるんだなと

子ども達の姿を見て改めて感じました(^_^) 

お願いします 

いつも素材集めにご協力ありがとうご

ざいます。今月は余ったビニール袋や、

空き箱があれば頂きたいです。 



 

 

 

 

 

 

  

 例年にはない温暖な日が続いたり温度差の激しい中で冬が始まり

ましたが、皆様お変わりございませんか。先日は参観日にお越し頂き

ありがとうございました。例年とは異なりホールでの開催でしたが、

子ども達の園での様子や成長を感じて頂けたのではないかと思って

おります。さて、今月は音楽発表会があります。手洗い消毒など、改

めて予防を見直しながら大きな行事はもちろん、日々大切に過ごして

いきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぽっぽだより 

鳩組クラス通信 担任: 鈴木望       

12 月号 

今月の主な遊び・活動 

・土粘土に素材を組み合わせてイメージした物を作ってみます。 

・ロケット、宇宙について話し合ってみます。 

 

 

 

〜ほねって何だろう〜 

「魚の骨」から骨に興味を持ち始め 

た鳩組のお友達。絵本を通して自分 

達の身体についてや、他の動物･恐竜 

の話など、お話が広がっていきます。コーナー

活動では磁石を使って色んな形のガイコツを

作り、“お魚の骨”や「人がやったーっていし

てるとこ」など遊びながら興味を深めているよ

うです。 

  〜みんなでみかん風呂〜 

 先日、園で収穫したみかんをお昼ご

はんの時に食べました。その時に「みか

んの皮ってお風呂に入れたら気持ちい

いんやで！」と教えてくれたお友達が

いました。そんなお友達の一言から、み

んなでみかん風呂を作ってみようと言

う話になりました。大きめの桶にお湯

を貯めて足を入れてみると「お風呂や

〜！いい匂いもする。」と鳩組温泉が出

来あがりました。次の日も、みかん風呂

入っていい？と匂いや水の色の変化に

注目しながら遊んでいます。 

〜はじめましてガイコツさん〜 

 「実は幼稚園にガイコツさんが遊びにきてくれ

るんだって。」と鳩組のみんなに伝えると、「早く会

いたい！」「ちょっと怖いよ〜。」色んな気持ちの様

子。園長先生の所へ会いに行くと、ほとんどのお友

達がミニ人体模型を前に「可愛い〜！」と言う驚き

の反応を見せてくれました。お部屋に連れて帰り、

何日もかけてお名前を決め、やっと「みーぴっぴち

ゃん」と言う可愛らしい名前がつきました(^^)お家

はどこかな、家族はいるのかな… 

等たくさんお話をして思いが深 

まってきています。 

 

   〜楽器遊び・ピアニーで遊ぼう〜 

 １学期からずっと遊びたいと話していたピアニ

ー。扱い方や環境を見直しながら取り組むことにな

りました。「やっとできるな〜！」と喜びの声が(^^)

初めは鳴らしたいだけ鳴らせる自由時間を取ってス

トップゲームをしてみました。鍵盤に貼ってあるシ

ールの色を食べ物に例えながら楽しく取り組めるよ

うにお歌に合わせて音を出してみます。息を吹いて

指で鍵盤を順番に押して…と同じタイミングでいく

つもの動作をするピアニーは難しいですが、得意な

お友達が難しそうにしているお友達を助けてあげた

り、「こうやって吹くねんで。」と教えて吹く事が出

来た時は「すごいやん！」と褒めたりしながらコミ

ュニケーション能力が育っているなと感じました。 

お願いします 

いつも素材集めにご協力頂きあり

がとうございます。 

引き続き宜しくお願い致します。 

 



 

 

  

 １１月なのに、夏のようなお天気の日もあり、「今日は暖かいからお外でご飯

にしよう？」と外で食べるお給食に、格別な美味しさを感じていた子供たち。

そんな日はいつもよりご飯も進むようで、「おかわり～」の声も沢山聞け、これ

ぞ食欲の秋！という感じで食べる量も増えてきました♪先月は参観日もあり、

お忙しい中お越し頂きありがとうございました。「お歌はこれにしよう！」と張

り切っていたみんな。緊張はあったようですが、その時間を楽しめるようにな

ったのも成長ですね。終わってからは安心したようで何故か『だいぼうけんの

歌』を大合唱していました♪今月は音楽会があります。温度差で風邪をひきや

すいと思いますので園でも気を付けていきたいです！よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

空の足音 

空組クラス通信 

担任 久川純奈      

１２月号 

今月の主な遊び・活動 

・音楽に合わせてバチを打ち、様々なリズムを感じます。 

・体育遊びでは、サーキットを継続し様々な身のこなしを楽しんだり、新しい

ルールの鬼ごっこ(鍵鬼)を楽しみます。 

・見つけた実をきっかけに中はどうなってるの？と不思議を確かめてみます。 

 

命のこと。 

子供たちの話を聞いていると、どうやら動かなくなった

虫も生き返ると思っているようで、「このだんごむしも

う動かないねん。ご飯食べさせてあげな。」と真剣に話

し合う姿があります。ある日は、動かなくなっている幼

虫を見つけて、「土にうめてあげよ。」と穴を掘り、その

上に葉っぱを乗せる姿があり、「こうしてたらな、葉っ

ぱ食べたい！って出て来るやろ？」「大好きかな～って

考えてん。」と話す一直線で純粋なその思いに、なんだ

か涙が出そうになりました。子供たちのその思いに大人

がどう関わるべきか悩むところではありますが、じっく

り見守っていきたいと思います。 

秋の美味しい見ぃつけた♪ 

季節により移り替わる園庭の木々。子供たちはその変化

に気付き、しっかりと四季を感じて過ごしています。「先

生ここの実、赤くなってるで。」「金木犀のお花もうなく

なっちゃったね。」「この葉っぱ色が綺麗。」と様々な事に

不思議を感じているようです。ザクロやみかんも収穫し

食べたり、「これ美味しいからお家にお土産したいな

～。」と食べながら大好きな人を思い浮かべたり…♡ 

日本ならではの季節により、一人一人の心が動く経験が

増え、豊かな感性の育ちを感じています。 

青虫さんを守ろう！ 

みかんの収穫をしていた時に見つけた青虫さ

ん。少し季節はずれかもしれませんが、大きく

育っていた子を見つけ、空組さんで育てよう

と連れて帰ってきました。すぐに蛹になり、動

かさないように他の虫にやっつけられない様

に…。と守りながら観察しています。「蛹にな

ったら目ないけど、大丈夫？」と心配したり、

日にちが過ぎてもなんの変化もない蛹にどう

したらいいか考えています。 

「温かくしてあげたほうがいいと思う。」との

発言からおままごとの赤ちゃんの布団を持っ

てきた子供たち。虫かごをくるんで、枕ものせ

て今はその日を心待ちにしています。 

色々どんな色？ 

様々な画材を使って色に触れてきた子供た

ち。今回はポスターカラーを使って色作り遊

びをしました。混ぜる色の量の加減でも、全

然違う色になることが嬉しくてお友達と見

せ合いながら、楽しんでいました。途中から

は「チョコレートになった！」と見立てが始

まりそれを極めるグループが出てきたり、お

気に入りの色一色で楽しむ子がいたり、同じ

道具を使っていても遊びの行き着く先が違

っていて面白かったです♪ 

お願いします 

・様々な持ち物に名前がついてい

るか、今一度確認して頂きます

様、宜しくお願い致します。 

 


