
 

  
新年あけましておめでとうございます。今年もどうぞ宜しくお願い 

致します。少し前にはなりますが、音楽会や懇談会もありがとうございま

した。懇談では、おうちでの子ども達の様子なども知れて嬉しかったです

し、１学期からの成長した姿をお伝えでき、貴重な時間となりました。 

３学期は、これまでよりも更にあっという間の毎日だと思います。 

遠足や造形展など行事もありますので、子ども達と心に残る充実した

日々を送れるよう、一人ひとりと向き合っていきたいと思います。まだま

だ寒い日が続きますので、体調管理に気を付けて参りたいと思います。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       

１月号 

 

音楽会ありがとうございました。 

舞台上から子ども達の想いは届いたでしょうか…？ 

練習の時のこと合奏では、「久しぶりのピアニーに苦手やな…。」と手が止まる子もいました。しかし

子ども達の姿を見ていると、苦手やから…できないから別にいいや！ではなく、「苦手でも出来るよう

になりたい！練習してくる。」と見えないところで努力していました。子ども達と音楽会に向けて色ん

な話をする中で、「見てもらうなら一番かっこいい演奏を見てもらいたいねん。」と子ども達からの熱

い想いを受け取りました。鼓隊の練習では、自分が鳴らす所だけではなく、他の太鼓やシンバルがい

つ鳴らすかまで口ずさんだり、バチを持ってウッドデッキに集まり、鼓隊ごっこが始まったりと、心

から楽しむ様子がありました。バチ！っと音が揃った時には、「今めっちゃ良かったやん！」と声を掛

け合い、指揮をしっかり見て揃えようとする意識も日に日に高まっていきました。「ふしぎってふし

ぎ」の歌は、音楽会が終わった今でも大好きでよく歌っています。自分達が感じたふしぎな事が歌に

なったことも凄く嬉しかったようで、特別な一曲となりました。あの大きな舞台に立つことだけでも

立派だった年少の頃から３年で、こんなにもたくましくなり、皆でやり遂げたいと胸を張って演奏し

た歌う姿を見て、改めて子どもの成長ってすごいと感じ、鳥肌が止まらない音楽会でした。 

今月の保育、活動 

・ボール遊びからドッジボールに

展開していきます。 

・紙で立体物をつくります。 

・遠足でいく万博について興味を

深めます。 

 

ご協力お願いします。 

いつも沢山の素材のご協力ありが

とうございます。今月は蓋つきの

箱、お菓子の空き箱、モールや透

明素材、紐や毛糸、牛乳パック、

卵パックなどありましたらお持ち

いただきたいです。 

   透明人間はどこにカモフラージュする？ 

１学期から虫のカモフラージュ（擬態）に興味をもっていた子ど

も達。そこで、クリアファイルを使い、隠れやすそうな透明人間

を作りました。「透明人間でも丸見えの場所はあるんやで。」と、

上手に隠れられる場所を園庭へ探しにいきました。自分が作った

透明人間を持って園内へ Go！色んな場所に置いたり試していく

うちに、気付く事もあったようで、遊びながらも情報提供し合う

真剣な様子もありました。子ども達の中で、「葉っぱが一番カモフ

ラージュする！」と意見が一致していたんですが、偶然ビオトー

プに透明人間を落としてしまった子が「葉っぱよりも水の中の方

が見えへんで！」という大発見をし、周りの皆も水の中に入れ「本

間や！全然見えへんやん。」と新たな気付きがありました。 



まつぼっくり 

ハウス 

松組クラス通信 

担任田中祐太   

１月号 

お願いします 

ご家庭にある不要な紐状の素材（毛糸

等）がありましたらぜひご寄付くださ

い。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 あけましておめでとうございます！！皆さん冬休みはいかがお過ご

しでしたか？昨年は大変な一年となりましたが、気持ち新たに三学期も

子ども達と様々なことにチャレンジしていきたいですね。 

今年はなんといっても卒園と入学が待っている子どもたちにとって

も特別な年です。残り短い幼稚園生活が悔いのない素敵な日々になるよ

うに、精一杯頑張ります！また、今年も毎日充実した一年を過ごしたい

と考えています。一緒に松組を盛り上げていきましょう！！ 

今年もどうぞよろしくお願い致します。 

今月の主な遊び・活動 

・空き箱など様々な素材を組み合わせて立体作って遊びます。 

・チームに分かれて行う新しい鬼ごっこにチャレンジします。 

 

 

 

音楽会。ありがとうございました！ 

例年とは違う形での開催となりましたが、素

敵な音楽会でしたね！子ども達の真剣な表

情や堂々とした姿に胸を打たれた方も多か

ったのではないでしょうか。当日緊張で固く

なっている子もいたと聞きましたが、自信を

持ってあの大きな舞台に上がった子ども達

に拍手を送りたいです＾＾特に「聖者の行

進」は、始めはなかなか音とリズムが合わず

何度も頭を抱えました。それがあの本番の演

奏！もう僕は鼻高々です！ 

はやぶさ 2と、きぼうを見よう！ 

 12 月にニュースでも取り上げられていた宇宙ステ

ーションと人工衛星について、松組でも話題に上がり

ました。特に夜、決まった時間に実際に肉眼で見るこ

とができると知ってからは、毎日見えたかどうかの報

告会もしていました＾＾はやぶさ 2 が話題になった

時、名前は知ってるけど姿形は知らないことに気付い

た松組のみんなと、急遽自分が思うはやぶさ 2をテー

マにお絵描きを楽しんでみることになりました。ロボ

ット？鳥？汽車みたいな形？みんなイメージしたは

やぶさの形を自由に表現していましたよ♪宇宙への

興味がぐっと強くなった 12月でした＾＾ 

 

紐人形を作ろう！ 

松組で新しいコーナーが生まれました！アルミ

ホイルや画用紙で形を作り、糸をぐるぐる巻きに

して人形をつくるコーナーです。皆さんポクポン

人形と呼ばれるものがあるのはご存知ですか？

始まりはそれを真似して作り始めたことがきっ

かけだったのですが、気付けば自由な発想でいろ

いろな人形が出来上がってきています＾＾見本

のようになかなか上手く出来ないことも多いで

すが、みんなとても集中して人形作りを楽しんで

います！まだまだ紐を使った遊びが生まれそう

ですね！＾＾ 

縄跳びに跳び箱、、、難しい！！ 

体育遊びでサーキット遊びをした際、

縄跳びや跳び箱にみんなでチャレンジ

しました！どちらもコツはリズムよく

跳ぶこと。なかなか苦戦する子も多い

ようでしたがみんな笑顔で果敢にチャ

レンジしていました。中にはどちらも

上手にこなす子もいました。そんな子

は友達にコツを伝えてみたり、見本を

見せたりする姿もありましたよ。自分

たちの力だけでチャレンジしようとす

る姿が何ともたくましく見えました。 



１月号 

北極の氷作り 

「畑のスイカ」→「寒くなってきた」→「スイカが枯れち

ゃう」→「毛布で温めてあげよう」→「大阪より寒い場所

ってどこ？」→「北極、南極」というように北極、南極に

興味を持ち始めた子ども達。 

「北極ってどこなん？」、「車でいける？」「人って住んでる

ん？」、「北極はシロクマとかおるで。」など、子ども達から

は知っていることや疑問などがたくさん出てきています。

「北極は-７０度くらいらしい。」と伝えると、「えー！寒

っ！」、「…それってどれくらい寒い？」とまた新しい疑問

も…。「氷をいっぱい作ってずーっと触っていたら北極の寒

さが分かるかも。」そんな発案から氷作りをしてみました。 

他のクラスの先生に「何してるの？」と聞かれると、「北極 

作ってるねん！」ととても楽しそうな子ども達です(^^) 

 

 

 

 

 

  

 明けましておめでとうございます。年が明け、いよいよ３学期が始ま

りましたね！先月は音楽会、懇談とありがとうございました。懇談では

直接保護者の皆様とお話し、日々の様子をお伝えできて嬉しかったで

す。１学期、２学期と様々なことに興味を持ち、「すごい！」、「これっ

てどういうこと？」、「なんで？」という疑問や不思議、驚きなどが、沢

山の出会いの中から生まれ、「こんなことしてみたい！」という思いが

広がっていきました。３学期もそんな子ども達の気持ちを一緒になって

喜び、試してみて、話し合いながら保育をして参ります。 

今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

梅の小道 

梅組クラス通信 

担任 上野絢子       

今月の主な遊び・活動 

・北極、南極について話をし、様々な氷遊びをしたいと思います。 

・言葉を組み合わせたり、オノマトペで遊んでみます。 

 

 

 

音楽会楽しかったね♪ 

先日は音楽会にお越し頂き、ありがとうございました。集合場所に集まった時には、緊張から少し泣

いてしまったり、顔を強ばらせていたりする様子もあった子ども達でしたが、舞台裏に着く頃にはい

つもの様子に戻っていて、わたしが緊張をほぐそうと声を掛けると、「先生、舞台裏は静かにやで。」、

「先生が１番元気良いなぁ。」と言われてしまうほどでした(笑)斉唱の時は舞台袖で様子を見ていたの

ですが、堂々と前を向き、大きな声で歌う姿に感動したと共に、なんだか子ども達がとても大きく見

えてポロっと涙がこぼれそうでした。特に鼓隊では、指揮を真剣な表情で見て叩く姿に、「やるぞ！」

という気持ちがひしひしと伝わってきて、指揮をする私も勇気づけられました(^^)どの演目も今まで

やってきた中で１番格好よく、１番素敵でした！鼓隊が終わる頃には、「はぁ～、疲れた～！」、「頑張

ったぁ！」、「めっちゃ楽しかったな！」と話していた子ども達。それぞれに頑張ったこと、「でき

た！」と感じたことがあったと思います。そして、「カッコイイ姿をおうちの人に見てもらって褒めて

もらう！」という子ども達の目標が実現できて本当に良かったです！ 

「幸せの木」 

1 学期から畑を作っていた梅組。今は

スイセンを植え、廊下が青々としてと

ても綺麗です。12 月に入り、園長先生

から観葉植物を預かり梅組で飾ってい

ます。和名が「幸せの木」というそう

なのですが、それを伝えると「梅組が

育てるー！」とやる気満々な子ども

達。「大切に育てたいから名前を付けた

い。」と話す子もいて、2 日間かけて名

前を考えました！『きらきらきっちゃ

ん』という素敵な名前もついたので、

これから木についての会話も広げてい

きたいと思います(^^) 



 

  

 

 明けましておめでとうございます！新年の始まりで心も引き締まり

ますね！皆さま今年はコロナ禍で普段とは違ったお正月の過ごし方で

したでしょうか？体調はお変わりないですか？早く元気な子どもたち

に会いたいと、そわそわしております＾＾先月は音楽会に懇談会、あり

がとうございました。懇談では園とは違ったお家での様子を聞くことが

出来、とても楽しかったです。園での様子も伝わっていれば幸いです。

出来る様になった事をお話していると 3 年間の成長を感じ、なんだか

目頭が熱くなりました。3 学期も充実した日々を過ごせるようにしたい

と思います。今年もよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

千本桜 

桜組クラス通信 

担任 末吉奏絵     

１月号 

今月の主な遊び・活動 

・植物や食べ物の皮から色を出し、匂いや色を観察しながら遊

びます。 

    作った色に白いものを入れて、染めて遊びます。 

・引き続き昔のおもちゃに触れながら、お正月の遊びにも注目

していきます。(カルタや福笑いなど。) 

・縄跳びや跳び箱に挑戦します。 

 

先日は音楽会にお越し頂きありがとうございました。初めは

楽しみが大きかったようですが、だんだん本番が近づくにつ

れ、「今日の合奏はうまくいった！」「太鼓見てもらうんか～

緊張するわ」と、様々な感情を持っていました。当日は子ど

もたちの意気揚々とした表情に安心しました。舞台裏は薄暗

く、演奏中の声や音が聞こえ、「次やなぁ。お客さんいっぱ

いおるかなぁ。」と、緊張していました。いざ幕が上がった

時の子ども達はいかがでしたか？緊張がだんだんほぐれ、自

信に溢れた姿に変わっていったように思いました。終わった

後は疲れた～という声がありましたが、皆、やり切ったとい

う表情をしており、最高でした😊火曜日の登園日には、「カ

リンバ作ったで！」「最後の音楽会楽しかったなぁ」と余韻

に浸ったり、プレゼントの話をしたりしてくれました。子ど

もたちも納得の素晴らしい音楽会になりました。例年とは違

った形でしたが、ご理解、ご協力頂き、本当にありがとうご

ざいました。 

1 学期から絵具やサインペンを使い、色水を

作る遊びをしてきました。ある日、沢山のイチ

ョウが落ちている園庭を見て、「綺麗やなぁ」

「でもすぐ枯れちゃうんかなぁ」という声が

あったのでイチョウの綺麗な黄色を残せない

か色水を作ってみる事にしました。沸騰させ

たお湯のなかにいれ、しばらく待っていると、

色が出始め、「イチョウの匂い凄い！」「お茶み

たいな、、、なんか臭い！」といいながら楽しん

でいました。様々な物から色が取れると分か

った皆は、みかんやニンジンの皮で色水を作

れるか実験し始めました。「本物のミカンジュ

ースみたい！」「廊下まで匂いしてるで！」と、

色や匂いに興味を持ちながら遊んでいます。 

様々な物から色を出している所を見て、「人

参の皮ジュースにマスク入れてみよ！マス

クの色替わるかも！」と、今度は白いものを

染めてみようとなりました。使わなくなっ

たシャツや帽子、マスクを持って来てくれ

た子がおり、一日付けたもの、半日付けたも

ので、色の付き方の違いを観察したり、「マ

スクみかんの匂いしてたのに匂い無くなっ

た！」と、時間が経つと消える匂いに驚いた

りしています。次はバナナの皮やホウレン

草でも試してみたいようで、お部屋の中が

凄い匂いになりそうです・・・。 

 

 

音楽会楽しかったね♪ 色々な物で色水作り 

染めてみよう 

人参 

みかん 



 

 

 

 

 

 

  

 新年明けましておめでとうございます。皆様いかがお過ご

しでしょうか。昨年はコロナで世界中大変な一年となりまし

たが、今年はみんなも小学校へ進学する特別な年！素敵な一

年になりますように☆残すところ三ヶ月となった幼稚園生

活も椿組の子ども達にとって、「幼稚園楽しかった！小学校

も頑張るぞ！」と思えるような日々を過ごしていきたいと思

います(^^)今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

椿のキセキ 

椿組クラス通信 担任 髙石晴香      

１月号 

今月の主な遊び・活動 

・素材を組み合わせて立体物を作って遊びます。 

・ミュージアム遠足から、世界の民族などにも興

味を広げます。 

 

 

 

幼稚園最後の音楽会♫ 

 先月は音楽会にお越しいただきありがとうご

ざいました。子ども達の歌声や演奏はいかがで

したか？オリジナルソング「ふしぎってふし

ぎ」の歌を作る前には、子ども達とたくさんの

不思議とそれに対する答えを話し合いました。

「もぐらはどこまで掘れるんやろ？」「２３ｍち

ゃう？」「土ってなにからできてるんやろ？」

「アリのうんちかな？」「なんで○○って…」と

話は尽きませんでした。「さかさことばであそぼ

う」で逆さ言葉を探していた時には「ちっちゃ

い」の反対「いちゃっち」に大ハマりした椿

組。「ちっちゃい○○」を出しては逆さ言葉で言

って大爆笑でした(笑)真剣に話し合ったり大爆

笑しながら意見を出し合ったり、椿組らしく音

楽会までの期間も楽しく取り組むことができま

した(^^)当日はどの演目でもそれぞれの力を出し

切り、みんな本当に素敵で輝いていましたね☆

音楽会が終わってからも振り付け付きで「ふし

ぎってふしぎ」を歌っています♫(笑) 

宝石づくり☆ 

 土の中の話で登場した『宝石』。色んな

色、形があることを知り、コンテを使って

自分だけの宝石作りをしました。「こんな

形の宝石もあるかな～？」と紙を切り、コ

ンテで色混ぜ。指でこするとカラフルな宝

石が完成！黒画用紙の上で作っていると、

こすってはみ出たコンテのあとが残り、

「宝石のかけらや～！」「宝石が光ってる

みたい！」と子ども達の声が(^^)遊びの痕

跡まで楽しい宝石作りとなりました♫ 

土の中には…？ 

 椿組の不思議は土の中。化石を見つけた

り虫が住んでいたり。そんなある日、園長

先生に「じごくのそうべえ」という絵本を

教えてもらい、さっそく読んでみること

に。読む前に「ところで地獄ってどこにあ

るんやろ？」と聞いてみると、「あー！地獄

も土の中やん！」と、これもか！といった

驚きの表情に(笑)さらに「どれくらい掘っ

たら地獄なんやろ？」と尋ねると「めっち

ゃ深い。マグマよりは深いと思う。」どうや

ら子ども達によると、地表から順に、根っ

こやお芋→化石→宝石→マグマ→地獄、の

順に深くなっていくようです！土の中はま

だまだ不思議がたくさん詰まっているよう

なので、３学期もさらに興味を深めていき

たいと思います(^^) 


