
言葉遊び 

文字や言葉の音にも興味が増し、朝の会では、聞

いた言葉を友だちに伝える伝言ゲームのような

遊びも取り入れています。「あってるー♪」と喜

んだり「えー！そんなんちゃうかったー。」とな

ることも。少しずつ言葉を増やしたりしながら、

楽しめたらと思います。 

人前で話すことも得意になってきた星組さん。お

当番さんにお名前呼び（出欠）をお願いすると、

今まで恥ずかしがっていたお友だちが元気よく

お返事を返したり、お当番さんに名前を呼ばれる

のはいつかと静かに耳を傾ける様子も見られる

ようになりました♪ 

 

  

 新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致しま

す。新しい年を迎え、いよいよ３学期が始まりました。最近、お片づけ

の時間を伝えると「え～、もう？」「もうちょっと～！」という声がよ

く聞こえていました。友だちと遊ぶ時間が楽しくなり、夢中になってい

るその声が嬉しく感じるひと時でもあります。遊んでいる時の会話から

も「○○するのはどう？」「それいいやん！」と提案したり、受け入れ

たりしながら、やりとりができる関係に成長が感じられます。友だちの

良いところを認め合いながら、自分の良さにも気付ける日々を過ごして

いきたいと思います。宜しくお願い致します。 

 

 

 

２１☆COLORS 

 
星組クラス通信 

担任：久保果穂      

１月号 

今月の主な遊び・活動 

・土粘土の感触を知り、形の変化を楽しみます。 

・みんなで言葉を合わせお話作りをしてみます。 

・コンテを使って遊びます。 

 

 

化石発掘をしていた土で泥団子作り 

砂場で泥団子作りをしているところ、なかなかまと

まらない様子…。みんなが化石発掘と掘っていた土

が良さそうと、提案してみると「固まってきた～！」

みるみる泥団子が増えていきました。また日を置く

と「なんか石みたいやな～。」と変化もおもしろく、

葉っぱを添えたり草を掛けたりとトッピングをする

子も。土に水を加減して入れることも始め、「わ～、

これは気持ち悪いな～。」と感触の違いも知り試しな

がら次の日も外遊びで続きをしようと、楽しんでい

ました。 

案山子を作ろう！ 

先月号でお伝えしていた案山子の会話はビワを守るために、

「怖いもの、✖危険（掘ったり埋めたりしないで）」というの

が子どもたちの意見で出てきました。怖いものって何だろう

と、絵を描いてみるとどれもお化けのようで案山子お化けを作

ることになりました。「みかん組やりんご組のお友だち泣いて

しまわないかな？」と優しいお兄さんお姉さんの声もありまし

た。案山子に必要なものを考えていると、「いらんくなった服

持ってくるわ。」「布合わせていったらいいんちゃう？」「新聞

紙丸めて顔作る？」と具体的な素材が子どもたちから出てきた

ことに驚きました。思考錯誤しながら今作っているところで

す！急遽素材をお持たせ下さりありがとうございます。 

  音楽会を終えてからも♪ 

舞台に立つことに緊張もしたけ

れども、お部屋では劇場が開催さ

れることもあります。生き物を描

いたものに割りばしを付けてペ

ープサートのように演じたり、前

に出て司会をする役やお客さん

になったり、役割を決めながら遊

びを進めています。いろいろな方

法で表現することが楽しくなっ

てきているようです！ 

お願いします 

いつも素材のご協力ありがとうございます。不要な

タオルがありましたらお持たせ下さい。宜しくお願

い致します。 



 

  
 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。3学期が始まり早いもので年中組もあと３ヶ月となりました。

２学期は沢山の行事に取り組む中で、友達への意識が芽生え、協力した

り、励まし合ったりする姿も見られました。３学期でもお互い気持ちを

伝えあっていける心地よい雰囲気を作っていきたいなと思っておりま

す。また、年長さんへの意識や期待を持てるように、言葉使いや挨拶、

身の回りのことなどの力もつけていけるように、もう一度丁寧に伝えて

いきたいと思っています。今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

雪やこんこ 

雪組クラス通信 

担任 武田真侑     

１月号 

今月の主な遊び・活動 

・絵の具で大きな絵を描きます 

・様々な素材を組み合わせて造形遊びを

します。 

 

 

 

音楽会楽しかったね 

 先月は音楽会にお越し頂き、ありがとうございました。音楽会が終わっても、バチ打ち

のリズムを口ずさんだり、年長さんの「ふしぎってふしぎ」のメロディーを口ずさんだり

している子ども達です。（音楽会前、ウッドデッキで歌う年長さんを毎日のように廊下から

眺めていました。）また、新しく歌い始めた曲も「これも音楽会で歌ったらよかったんちゃ

う？」とも言っていて、音楽会の熱はまだ子ども達の中で少し残っているようです。 

音楽会に向けてたくさんの始めてを経験してきた子ども達。ピア二―も個人差はありま

したが、難しそうな子に「次は赤だよ。」と色を教えてあげたり、指を一緒に持ってあげた

り、自分ひとりの音楽会ではなく、お友達やお客さんも合わせての音楽会という意識が感

じられ、年少さんの時の音楽会とは全然違う姿に成長を感じていました。いつもは年長さ

んが言う「はじめのことば」も今回は年中Ａグループが担当し、しっかり言えて逞しさも

ありましたね！そんな子ども達の姿に来年の音楽会が私は今から楽しみです♪ 

あやとり大好き 

 あやとりブームの雪組。お家やど

んぐりで教えてもらったことを披露

したり、お友達に教えたりしてどん

どん出来る形が増えています。出来

るようになって嬉しいからもっとや

ってみたい！とブームは留まること

を知りません。最近は指編みにも挑

戦している子もいます。小さな手で

編んだりあやとりをする姿にいつも

ほっこりします・・・♩ 

お地蔵様へ 

 前から親しみを持っているお地蔵様。みんな

のことを守ってくれているお地蔵様に何かお返

し出来ないかな？とみんなで考えてみました。

「お手紙かいてあげよ」「石で動物とかお友達

作ってあげよう」「寒いからぬくいものあげよ

う」などたくさん出てきました。そこでまずは

石を並べ、形を動物に見立てて遊び、それを写

真に残し、お地蔵様の近くに飾ることにしまし

た。「紙やと雨で破れる！」と飾り方にも気を

配っている子ども達なのでした。 

お願いします 

いつもありがとうございます。造形展に向けお家にある不

要な素材があれば持ってきて頂けると助かります。（毛糸

やボタン、タオルなど）持って行っていいのか迷う物があ

ればいつでも相談ください♪ 

 



 

 

  

 新年明けましておめでとうございます。2021年新しい年を迎え

ましたね。今年もどうぞ宜しくお願い致します。冬休みはどんな風

に過ごされましたか。私は例年よりもゆったりと過ごしていまし

た。冬休み明けも変わらず子どもたちみんなの元気な姿を目にする

ことができとても嬉しく思います。今年度もあと 3 ヶ月と思うとあ

っという間ですが、昨年以上にパワーアップして子どもたちと一緒

に遊びながら、たくさん新しい経験ができればと思っています。体

調にも気をつけながら元気に過ごしましょう。 

輝く月のように 

月組クラス通信 

担任 柴田沙耶  

１月号 

コンテで遊びました 

12 月のお話になりますが、先日葉っぱの模様遊

びで描画活動をしました。子どもたちにとってお絵

描きと言えば…クレヨン！マーカー！絵の具！とい

うイメージだったようですが、今回は年中組になっ

てからは初めての画材『コンテ』を使ってみました。

線書きもできますが、指でぼかすとふんわりと色が

広がり、柔らかい印象になります。色混ぜをしても

とってもきれいで、「先生、ここの色見て！」と細か

く色を変えたり工夫しながら楽しんでいましたよ。

出来た葉っぱは思わずお家に持って帰りたいと声が

挙がるほどお気に入りの様子でした！ 

コーナー遊びを自分たちで考えてみよう♪ 

 お部屋にある遊びの中から自分の好きな遊びを楽しむ自由遊

びの時間『コーナー活動』。今までは私が子ども達の好みや成長、

また関心あるものを考えて作っていたのですが、２学期末に子ど

も達に「どんなコーナーが欲しいか」と尋ねてみました。いくつ

か実現できそうな案が出てきて、その中でも盛り上がりを見せて

いたのが、『キャンプコーナー』。以前、ままごとの派生で BBQ

ごっこをしていたのですが、それを更に本格化させたいとのこ

と。雨からも守れるテントを作ったり、火をおこすために外遊び

で枝を集めてきたりしています。場所はどこがいいかな？暗い方

がいい？と相談しながら進めています！ 

 

おいも鬼ごっこ→鍵鬼ごっこ 

寒くても毎日外遊びを全力で楽しん

でいる月組さんですが、最近の体育遊び

では、鍵鬼ごっこを楽しんでいます。お

友達と一緒に鬼の役割を経験したり、そ

の中で作戦を考えてみたり…いろいろ

試行錯誤しています！また、遊びの中で

「○○くんが枠の線から出てた」など気

付いたことを伝え合い、どうしたらよい

のか一緒に考える時間も大切にしてい

ます。ルールを守って遊ぶ面白さも味わ

えるようになってきました。 

お礼とお願い 

・年賀状を送って下さった皆様あり

がとうございました。年始め温か

い気持ちになれました(^^) 

 

・いつもたくさんの素材集めにご協

力ありがとうございます。 

→穴の開いた素材（ビーズやスパン

コールボタン）を集めています。 

※子どもたちが扱えそうな大きさ

のものでお願いします。 

今月の主な遊び・活動 

・いろいろな役割を分担したり、お友達と一緒にやり遂げることを楽しみます。 

・自分のイメージしたことを大きな画用紙に表現して遊びます。 

・一枚の画用紙を折ったり丸めると立体になることを知り、それを組み合わせて遊んでみます。 



1月号 

 

 

 

 

 

 

 

  

 明けましておめでとうございます！ 

新年の始まりですね。気持ちも新たに、子どもたちと共に日々楽しく

過ごしてまいります。先月は懇談会もあり、お忙しい中お越し頂きあ

りがとうございました。皆様と二学期でのお子様の健やかな成長を共

に喜びゆっくりお話することが出来てとても嬉しく思いました。今月

も子ども達の探究心が広がるようなワクワクする経験をしていきたい

と思っておりますのでどうぞ宜しくお願い致します！ 

 

 

 

 

 

Ohana 

花組クラス通信 

担任 角村奈々    

今月の主な遊び・活動 

・蜂の巣を皆で作ります。   ・土粘土で遊びます。 

 

 

 

 音楽会ありがとうございました！ 

先日はお忙しい中音楽会にお越し頂きありがとうご

ざいました。斉唱の言葉遊びは音楽会が終わった後

でも皆で口ずさんでみたり、「こんなん面白いんちゃ

う？」と言葉を並べて楽しんでいます。本番当日どん

な姿を見せてくれるかなと私自身もドキドキしてい

ましたが、普段と同じように心から音楽遊びを楽し

み堂々と発表する子ども達を見てとても嬉しく思い

ました。自分だけでなく友達やお客さんなど他者に

目を向けて意識して関わり遊ぶという成長はとても

大きかったのではないかなと思います。 

      種のお話 

アボカドの種を持ってきてくれたお友達

がいたのでお部屋の中で育ててみること

に。なかなか芽が出ず、「寒いからかな

あ？」「種の中ってどんなんなってるんや

ろ？」と種に興味津々な子ども達…他に

もリンゴやレモン、ブドウにゆずなど

様々な種が集まってきたので3学期に皆

で植えたいと思っています。果たして育

つのか…！？子どもたちの「こうした

い！」という気持ちを大切に保育を進め

て行きたいと思っています♪ 

    「鍵鬼」で遊びました。 

皆大好きな鬼ごっこ。國田先生に鍵鬼と

いう鬼ごっこを教わりました。コーンを

倒されないように鬼が守るという遊びを

しました。最初は先生対子ども達でした

が、次に子ども達もグループで鬼になり

鍵を守ります。外遊びでも誘い合って遊

んでいて、「作戦会議しよう。」と倒す方も

鬼もどうしたらいいのか子どもたちで話

し合ってゲームを進める姿はとても逞し

いです 

      いい匂いって何かな？ 

やもりのスイスイ覚えていますか？ 

そのスイスイを連れ戻す次なる作戦は「いい匂いの香

水を紙の道にかけて誘き寄せる！」に決まりましたが、

「香水ってどうやって作るの？」「いい匂いってどんな

の？」と色んな疑問が出て来ました。そこでまずは皆で

どんな匂いがいい匂いかとお話をしました。果物や石

鹸、コーヒー、はちみつなど様々なお話が出てきまし

た。匂いコーナーも作り様々な匂いを集めてみること

に。果物はそのままじゃあんまり匂いしないからミキ

サーでジュースにしてみたい！と試したり、コーヒー

とレモンのやつを混ぜたらどんな匂いになるかな

ぁ、、、と遊んだり、お外遊びでここにはこんないい匂い

があった！と新しい発見も沢山ありました♪ 

お願いします 

いつもご協力ありがとうございます。

トイレットペーパーの芯が余ってい

れば頂きたいです。お願いします！ 



1 月号 

 

 

 

 

 

 

 

  

 新春のお慶びを申し上げます。寒さが厳しくなる中でも、子ども達は頬や

鼻を赤らめながらも元気に過ごしています。保護者の皆様はお変わりありま

せんか。さて、早くも 3 学期がスタートしました。子ども達とは冬休みに入

る前に「年中組、鳩組で過ごす時間」についてお話をする機会がありました。

「後 1 月、2 月、3 月しかなくて、4 月からは年長さんになって幼稚園で 1

番大きいお兄さん･お姉さんになるんだよ。」と伝えると、寂しい気持ちを話

してくれたり、お兄さんお姉さんになる期待も沢山ある事を教えてくれまし

た。残りの鳩組での時間も大切に、子ども達がワクワクする経験をしていき

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぽっぽだより 

鳩組クラス通信 

担任 鈴木望      

今月の主な遊び・活動 

・隕石について会話をしてみます。 

・体育遊びでは縄を使った遊びをします。 

 

 

 

〜音楽会ありがとうございました〜 

12 月 12 日は音楽会にお越しいただきありがとうございま

した。コロナで開催が危ぶまれましたが、無事に開催でき、

天気にも恵まれた素敵な音楽会でしたね。子ども達はピアニ

ーやバチ遊びを始めた頃から「これ、音楽会でやりたい！」

とやる気満々でお話しする姿がありました。段々と遊びを積

み重ねるごとに自信がついていく様子も頼もしく、表情にも

楽しさと自信が満ち溢れている様子が沢山みられて、子ども

達の成長を感じる瞬間でもありました。本番が終わると、「も

う終わり？もう一回やりたい！」と話してくれるほど楽しか

ったようで「かっこよかったやろ？」と自慢げに話す子ども

の表情はまたお兄さんお姉さんになったように感じました。 

     〜お友達を作ろう〜 

 会話の中で「みーぴっぴちゃんはお友達とバラバラ

になってしまってん。」と話していたお友達がいまし

た。そこでみんなでお友達を作ってあげたいと言う話

に。お友達もガイコツなの？と問いかけると、全員一致

でガイコツだという返事でした。イメージを広げられ

るように『みんなガイコツ』という絵本を用いて、いろ

んな服を着たガイコツやガイコツ同士が遊んでいるお

話を読んでから作ってみました。いろんな姿の面白い

お友達が沢山できて、今はコーナー活動の時間に作っ

た物を使い、ごっこ遊びを楽しんでいます。 

  〜体育遊び、鍵鬼ごっこ〜 

 体育遊びでは鬼ごっこの応用編とし

て鍵鬼ごっこを行なっています。鍵鬼

ごっことは…鬼に捕まると一つの場所

に集まり、鍵(コーン)を倒すと捕まっ

た皆が逃げられるというルールです。

鬼同士で鍵を守る人、捕まえる人と子

ども達の中で自然に役割分担ができて

います。遊び終わると皆で困ったこと

があったかどうかを話し合い、どうし

たらもっと楽しく遊べるかをみんなで

相談しあう場面を作っています。 

みーぴっぴちゃんのご飯を作ろう 

ガイコツのお友達みーぴっぴちゃんは

何を食べるんだろう…と会話をしている

中でみんなで一緒にご飯を食べたいと言

う話に発展し、ご飯を作ってあげること

にしました。紙粘土と様々な素材を工夫

して使いながら美味しそうな物を沢山作

ります。作った物はみーぴっぴちゃんの

近くに置き、「美味しい 

のどうぞ。」と話しかけ 

る姿も。沢山美味しそう 

なものができましたよ。 

 

お願いします 

素材集めにご協力いただきありがとうございます。段

ボールがお家にあれば、持ってきていただきたいです。 

 

 



 

  
 ２０２１年、新年明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。様々なことに挑戦し、励まし励まされぐんぐん自

信がついてきた子供たち。お友達のできるようになった事も、一緒に喜

ぶ姿が見られるようになりました。三学期は年中組の最終学期、さらに

クラスとしての盛り上がりも出てきて、遊びも深まってくる事と思いま

す。その時間の中で、心動く瞬間に沢山出会っていくことでしょう。 

 今月もそんな充実した日々が過ごせるよう、一生懸命頑張ります。 

どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

空の足音 

空組クラス通信 

担任 久川 純奈      

１月号 

今月の主な遊び・活動 

・体育遊びでは、手具(縄やボール)を使って遊びます。 

・「むかしむかし…」とお話を作って盛り上がる姿があります。 

テーマを決めて皆で物語を作って楽しみたいと思います。 

・ 

 

 

音楽会ありがとうございました。 

音楽会では、子供たちの演奏に癒され、それぞれに素敵な時間を過ごされた

事と思います。ピアニーやベル、バチなど新しい楽器に触れそれぞれの音を

奏でる楽しさや、お友達の音と合わせる心地よさを感じながら音を楽しんで

いましたね。音楽会の前は「たのしみ♪」終わってからは「もう一回やりた

い♪」と話す子供たちの感想も聞けました。舞台裏では、モニターで年長さ

んの演奏を聞き、「音がぴったり揃っていてかっこいい！」「年長さんのこの

歌すき♪」と年長さんへの期待を持って過ごす様子も見られ、「音楽ってこう

いうことだよな～。」とみんなの素直な感想や思いに、改めて素敵な機会にな

ったな。と感じました。終わってからは、先生の真似をして指揮をして見せ

たり「今日はこの曲歌おうよ。」とさらに盛り上がっています♪ 

氷って面白い 

会話の時間、雪の話がでた時に、読んだ絵本の中に様々な氷を作る実験ページがありました。それを試

してみたいと盛り上がりその中の一つ、手袋の中に水を入れたらどうなる？を試してみることにしま

した。「外につるす」「冷凍庫に入れる」の二つの案がでたので、その場所に置こうという話になり次の

日を待ちました。「外につるしたのは、水のままだった。」と朝から少し残念そう。冷凍庫も見に行こ

う！と大急ぎで事務所へ。結果は、、「手の形のまま凍ってる！！」「こおりちゃんとタッチしたい♪」

と盛り上がり全員とハイタッチすると、指は折れてしまいましたが、「氷が二つになった！」と次は数

が増えたことも嬉しそう。「このままじゃ溶けてしまうから、影に置かないと！」と次は外へ。すると、

次は滑らせる遊びに変化しました。その姿はまさにカーリング選手の様で、端から端まで気持ちよく滑

っていく氷をみんなで追いかけていました。氷とどっちが早いかな。と競争したり、「氷を分けて。」と

いうお友達に、「いくよ。」とウッドデッキに打ち付けて数を増やしたり、その砕けた氷をみて「キラキ

ラで綺麗。」と話したり遊びの変化していく様子が面白かったです。 

年賀状ありがとうございました。 

とっても可愛い新年のご挨拶に 

心がポカポカしました♪ 

大切に飾らせていただきます(^^) 

皆さんにとって良い年でありますように 

どこまで滑

るかな？ 

２つになった 


