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今月の主な遊び・活動 

・ローラーを使ったり染め遊び等、色んな道具や方法で色の重なりを楽し

みます。 

・音からイメージを膨らませ、身体で表現して遊びます。 

 

 

 

参観、ありがとうございました 

 お忙しい中、お越し下さりありがとうご

ざいました。お家の人の前で張り切る子、

もじもじしてしまう子…色んな姿が見え、

とても可愛らしかったです♡前日「かっこ

いい所見てもらおう！」と意気込んでいま

したが、いかがでしたか？^^ また、保育

実践発表では、普段の様子をお伝えしまし

た。まだまだ葉っぱへの興味も尽きずで

す。紅葉したことへの『なんでだろう』と

いう眼差し。不思議だなと感じた気持ちを

しっかり受け止め、皆で考えることの楽し

さを経験できればと思っています。 

秘密の冷蔵庫で… 

 先日、色水をペットボトルに入れ部屋に忍ばせてお

くと、「もしかして、オーランからのプレゼントちゃ

う？！」と素敵な反応を見せてくれました（笑）届い

た色水をジュースに見立て、ミックスジュース作りを

することに。「オレンジなってきたー！」等など入れ

た色によって変化していく様子を敏感に感じ取りじ

っくり遊びました。最近アイス屋さんがブームの皆

に、『秘密の冷蔵庫」を紹介し、こっそり凍らせてみ

ることにしました。後日カチコチに固まった氷に大盛

り上がり。「本当に食べたいなぁ♡」なんて声も聞こ

えましたよ。 

 

 季節外れの温かさから一転、冬がすぐそこまで迫ってきているような

寒さですね。つい先日の、園での初めてのお弁当日。皆朝から「もうお

弁当？」「次お弁当？」と待ちきれない様子でした♪お隣のお友達と見

せ合ったり、とっても嬉しそうでしたよ♡近頃は「次は…トイレやん

な！？」と、一日の見通しを立てて過ごせることもあり、すっかり園生

活が身に付き、いつの間にか手助けなしで、「やったで♪」と自信をつ

けています。気づけば年度末までの日々も折り返しを過ぎ、もう今から

入園したてのうさぎ組さんを思い返してしまったりする担任です…。一

日一日を思い出一杯にできるよう過ごしていければと思います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

柿の中から出てきたのは？？ 

 先日頂いた柿を、包丁で切ってきると…「種

が出てきた！」と発見した皆。「種って何？」

というお話をすると、「砂をかけてな、水をジ

ャーってして、そしたら葉っぱが出てくる！」

「ほんで木になる」「柿もでてくるねんで！」

と知ってる事をそれぞれ口早に教えてくれま

した。よく知ってるなぁ、と驚かされたと共

に、説明も順を追ってしっかりできることへ

の成長も感じました。育ててみたいなという

お話も。さてどうなるでしょうか…。 

「い・い・いちご♪」 

 いつの間にか口ずさんでしまうこの

フレーズ。お聞きしたことはあるでしょ

うか。音楽会に向け、リズム遊びを沢山

取り入れています。言葉に合わせて、手

拍子や楽器を鳴らし、リズムや拍を感じ

て遊んでいます。３文字の言葉なら何で

もできるので、『○の３つの箱に入る言

葉』は何かな、と言葉探しも楽しみなが

ら、日々遊んでいます。少し難しかった

リズムも、いつの間にか子ども達同士で

やり取りしていますよ♪ 

今月の会話 

『嬉しい』『悲しい』言葉使い

から、気持ちのことについて

お話してみたいと思います。 

 



 

 

 

 

 

   

早いもので 2020 年最後の月となりました。皆さん、お変わりございませ

んか。先月は参観日にお越し下さり、ありがとうございました。短い時間でし

たが、子ども達の園での姿をご覧いただき、クラスでの取り組みや子ども達の

成長を直接お伝えすることが出来たこと、嬉しく思っています。 

さて、今月は、子ども達にとって初めての音楽会があります。同じ内容を繰

り返す「練習」ではなく、その日ごとのストーリーの変化を楽しみながら、色

んなリズムや楽器に触れ、自分なりの表現を楽しんだり皆と一緒にする喜びを味

わっています。当日も、そんな自然な子ども達の姿を見てもらえるよう、努めてま

いりますので、楽しみにしていて下さいね。今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

カラフル 

ひよこ組クラス通信 

担任 原口久代 

１２月号 

お願いします 

不要なカップ、空き箱、芯、タオル等がありましたら、 

お持ちいただけると嬉しいです。ご協力お願いします。 

 

 

りんごちゃんのいないリンゴの木 

ジャム作りをした数日後、「りんごの木、りんごちゃんいなくなったから、寂しそう。」そん

な声が聞こえてきました。「どうする？」と尋ねると、「う～ん。りんご買ってきて付けてあ

げる？」「大丈夫だよ。って言ってあげる。」等色んな意見が出る中、「紙にりんごちゃんを

描いて付けてあげよう。」ということになりました。「どんな紙がいい？」といくつか見せる

と、「まる！」と声が揃い、早速クレヨンで描き始めました。どこからでも見えるようにと

両面に描いていきます。「木がウキウキの気持ちになるように笑ってる顔にした♪」「髪の

毛描いてお洒落にしてあげた。」と優しい思いがこもった絵が沢山出来上がりました。そし

て、翌日。2 本のリンゴの木に飾り付けると「あ！僕のあんな高い所や♪。」と喜んだり、

「わぁ！なんかクリスマスみたい。」なんて声も。リンゴを収穫した後もお外遊びに行くと

リンゴの木を見上げる子ども達の姿があり、心がほんわかあったかい気持ちになります。 

くるくる巻いて♬くるくる巻～いて♪ 

リンゴの木をきっかけに根っこに興味を持っ

た子ども達から出てきた根っこを表した言葉

「くるくる」。この日は、様々な長さや太さの

紙を「クルクル巻いて～♪」と伸ばしたりして

遊びました。「クルクルになぁ～れ♪」と声を

弾ませながら、指先を器用に動かしていきま

す。「カタツムリみたい。」「これ見たら、目回

るで！」と出来た形が色んなものに見えて面

白がってお話も弾みます♪「根っこはいっぱ

い繋がってるから、繋げよう。」とのりを持っ

てきて「どこに繋げようかな～。」とペタペ

タ・・・。色んな方に伸びていく、根っこも皆

の発想も面白くて益々、目が離せません(^^) 

うんとこしょっ！どっこいっしょ！ 

芝生に行くと「お芋掘りしよう♪」と集ま

ってくる子ども達。ごろ～んと寝転がって

「美味しいお芋ですよ！」「大きいお芋だ

よ！」とお芋に変身した子ども達が抜いて

と言わんばかりに転がりながら自らやっ

てくるのです。（笑）「どれにしようかな～

♪」と足を持って引っこ抜くという遊びな

んですが・・・疲れ知らずの子ども達、い

くら抜いても、復活が早くて手強いです

(*_*; ぜひ、お家で布団の上などでやって

みてください♪ 

 

今月の主な遊び・活動 

・体育遊びでは、関所くぐりをし、グループ

ごとに鬼の経験をしてみます。 

・音楽遊びでは、イメージを広げながら音を

聞き分け、表現することを楽しみます。 

 



 

 

 

 

 

 

 吹く風にも冬の寒さが感じられる様になり、急な寒暖差に体調

管理にも身が引き締まります。先月はお忙しい中、保育参観にお

越し頂きありがとうございました。子どもたちの幼稚園での姿を

少しですが見て頂けたかと思います。パンダ組の子どもたちは、

１１月も寒さなんてどこ吹く風！！毎日、｢先生！早くお外遊びい

こう！｣と元気いっぱい園庭を駆け回る姿がみられます。また、色

づいた黄色い銀杏の葉っぱや赤やオレンジの桜の葉を大事に集

め、おままごとのお皿やケーキ屋さんの飾りに使ったり、と秋ら

しい遊びが見られました。 

今月も寒さに負けず元気いっぱい２０２０年最後の一か月を駆け

抜けていきたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＡＮＤＡパワー 

パンダ組クラス通信  

担任葛木裕子 

１２月号 

今月の主な遊び・活動 

・紙や紙帯を使って形の変化を楽しみます。 

・元気いっぱい身体を動かして遊びます。 

・食事中のマナーに気をつけます。 

（食べる時の姿勢や遊び食べをしない等） 

 

こんな音が鳴るんやで！！ 

 音楽会に向けて少しずつ楽器遊びに挑戦して

いるパンダ組の子どもたち。 

最近では、楽器をみただけで｢あ！カスタネッ

ト！！｣｢これはトライアングルやろ！！｣と、楽

器の名前を即答出来るほど大好きになっていま

す。 

 最初は、楽器を思いっきり鳴らすことを楽し

んでいた子どもたちでしたが、だんだんお友達

の楽器の音も自分の楽器の音も、よーく聞いて

一緒に合奏できるように・・・すると、なんて素

敵な音色でしょう！！ 

 ますます音楽会が楽しみなパンダ組の子ども

たちです。 

ふしぎなタネはどこにある！？ 

 １１月中旬ごろ、クラスのお友達がいい物もってきたからみんなに教えてあげたい。と、会話の時間

を使ってみんなにいい物を紹介してくれました。そのいい物とは、なんと『メロンの種』。そのメロンの

種を見て、「スイカの種は知ってるで！」と話す子がいたり、種の形を不思議そうに眺める子がいたり

と、初めて見る子も多いメロンの種に興味津々な様子の子どもたち。 

そこで、『ふしぎなタネやさん』という絵本をよんでみると、「いろんな種がほしい！」 

ということになり、みんなで園庭に種が落ちてないか探検に出かけることになりました。 

さて、そんな不思議な種は一体どこにあるのでしょう？今後の展開をおたのしみに★ 

 きょうの嬉しかった話♪ 

 パンダ組では最近、『今日１日の中で楽しかっ

たことや嬉しかったこと』を、降園前のお帰りの

会でみんなに話す時間を作っています。そこで

は、｢〇〇ちゃんと一緒に遊んで楽しかった。｣や

｢〇〇くんがお怪我をしたときだいじょうぶ？っ

てきいてくれた。｣など、子どもたちが感じたこ

とをみんなの前で伝え合います。 

普段、前に出て話をすることが苦手な子たちも、

照れながらも嬉しそうに素敵なお話をしてくれ

ます。少しずつですが、人前で発表することの楽

しさや話を聞いてもらえる嬉しさを一緒に経験

していければと思っています！ 

◎手提げ鞄を持ち帰った日の翌日は、手提げ鞄を園へ持たせ

てあげて下さい。 

◎引き続き、小さめの空き箱・カップ・芯類などあればお持

ちいただけると嬉しいです。宜しくお願い致します。 



 

 

 

 

 

 

  

 日が落ちるのが随分と早くなり、いよいよ本格的な冬の訪

れを感じますね。朝と昼では寒暖差が激しい日があったり、

体調を崩しやすい時季でもありますが、皆さまお変わりあり

ませんでしょうか？子ども達も体調を崩し、お休みの子がい

る日もちらほらと出てきました。そんな時には、朝から「今

日は○○○ちゃんお休みなの？」と心配そうに沢山の子から

尋ねられます。子ども達の優しい気持ちが感じられ嬉しくな

る今日この頃です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

コアラ組クラス通信 担任村中千秋       

１２月号 

今月の主な遊び・活動 

・影や光を使って遊んでみます。 

・絵の具やコンテで色を混ぜて遊んでみます。 

・土粘土で遊んでみます。 

 

 

☆保育参観ありがとうございました☆ 

  

先日は、お忙しい中お越しいただきありがとう

ございました。いつもとは違うホールでの活

動、そして沢山の大人たちに囲まれて、、、と

中々慣れない環境だったこともあり、子ども達

はとても緊張していましたね。最後はお家の人

と離れるのが寂しくて涙もありましたが、あの

後はしっかりと気持ちを切り替えて過ごすこ

とが出来ていましたよ☆子ども達にとって初

めての参観、私にとっても思い出深い１日とな

りました。 

影で遊ぼう！ 

 子ども達が大好きなおばけ。「おばけはどんなと 

ころにいるのかな？」というお話から「暗い場所

にいるんじゃない？」といった発想に繋がりまし 

た。そこから始まったのが影を使った遊び。白い 

ボードにプロジェクターを投影させてそこに色ん 

な影を映して遊んでいます。自分の影を映してみ 

 

いらっしゃ～い！お寿司屋さんですよ！ 

 参観日に作った作品、みなさん覚えていらっ

しゃいますか？あの後も遊びは続いていました 

が、そんな中で始まったのがお寿司屋さんごっ 

こです。紙帯で作った帽子がお寿司屋さんのハ 

チマキに見えたようで、そこから遊びが広がっ 

ていきました。お部屋に新しく出来たお寿司屋 

 

  

♪楽器遊び♪ 

 タンバリン、カスタネット、鈴、ト

ライアングルといった楽器を使った遊

びも沢山しています。それぞれの楽器

の音の違いを感じながら、「り・り・り

んご♪」「い・い・いちご♪」といった

風にリズム打ちをしたりしながら遊ん

でいますよ。いよいよ音楽会も近づい

てきました！子ども達と音楽を一緒に

楽しみながら取り組んでいきたいと思

っています。 

いつもありがとうございます 

いつも素材のご協力ありがとうございます。子

ども達との遊びに使わせていただいています。 

 

 

 

コアラッキー 

 
☆ 

Days 

 

さんコーナーでは、「い

らっしゃいませ～！」

や「マグロ下さい！」

といった声が聞こえて

きますよ☆ 

たり、動物のフィギュア

を映してみたり、色んな

形の影を作って遊んで

います。影って不思議で

面白いですね。 

 



ひばりっこの足跡 

ひばり組クラス通信 担任 白岩千春      

「こんなんできる！見てて！」 

こんなセリフが聞こえるひばり組さん。 

素敵なことだと思いませんか？諦めてしまう

事もありますが、「自分で！」と強い思いを持っ

て取り組む姿が逞しい！その一つに「ちびっ子

先生」と言って先生役をする姿があります。音

楽会に向けて、最近はリズムを使って遊んでい

るのですが、自信満々な子ども達は私の代わり

に「ちびっ子先生」として皆の前で披露します。

それに合わせて友達がマネっこをしています。

「出来る！」「見てほしい！」という気持ちや、

「凄い。」と褒めてもらう嬉しさから、日常（着

替え・道具の扱い・給食等）でも「見て！」「自

分で！」と積極的に取り組む姿勢が増えまし

た。思わず手を貸してしまいそうになるのをぐ

っとこらえ、子ども達の力を信じ「自分でする」

経験を増やしたいと改めて感じました。 

色の魔女さん 

形遊びをする中で、「これはどんな形？」と

聞くと何故か「Red！」「Blue！」と色が返

ってきました(笑)（しかも英語！）そこで、

１学期にも経験しましたが、今回また全体活

動で色を混ぜる遊びをしました。同じ活動で

も、遊び方に変化がありました！友達と見比

べながら同じ色になるように少しずつ混ぜ

たり、綺麗な色を作る方法を試したりと、意

外と慎重派の子ども達。「こんないろんな色

作るのは魔女みたい！」と魔女気分で調合し

ていましたよ♪ 

 

 

 

 

 

 

 

  

外遊びには心地いい日中、「まだ外で遊びたい～。」と訴える日々で

す。そんなひばり組は、『あそび名人』がたくさん！お部屋にも虫が

いてほしいという思いから、画用紙で虫と餌を作ったり、ままごと

では、鍋にぴったりの透明ケースを探し出し、果物盛りだくさんの

鍋に被せてミキサーに見立てて、ミックスジュースを作ったりと、

目の前に用意された物だけでなく、欲しいものを作る姿が見られる

ようになりました。そんな成長を感じながら、一つでも多くの『楽

しい』を経験できるように今月も過ごしていきたいと思います！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月号 

今月の主な遊び・活動 

・コラージュあそびをしてみます。 

・ハサミとノリを使います。 

・体育遊びでは、様々な身体の動きを経験します。 

 

 

種から何が出てくる？ 

園庭で種を見つけた男の子。（本当は枯れた実

のようです。）お部屋の花も種から育つという

クラスでの話しから、「何が出てくるのだろ

う？」と疑問が。「りんご」「みかん」と食べた

いものを発言する中、種の図鑑を見てみること

に。様々な形・色の種に大興奮(^^)益々、成長が

楽しみなるような姿に、種ではない事を伝える

タイミングを失う担任・・・(-_-;)勿論、「植え

る！」ということで、植えましたが・・・どう

なるのでしょう。成功だけではなく、芽が出な

いことも「ナゼ？」と考えるきっかけになれば

と願うばかりです。それでもやはり、何かが出

てほしい・・・！！と思う担任でした。 

 

お願いします 

・寒さが増す季節ですが、リップやポケッ

トティッシュは、紛失の可能性もありま

すので、お控えください。 

・手提げ鞄を持ち帰った場合は必ず翌日に

園まで持たせてあげてください。 

・種に興味を持っています。ご家庭で、食

べ物の種等ご不要でしたらお持ち頂きた

いです！観察したり育てたりしてみたい

と思います！！ 

・ガチャガチャのカプセルがあれば持たせ

てあげてください。 


