
 

 

 

 

 

 

 

 

  

音楽発表会、楽しかったね♬ 

 朝の集合で緊張いっぱいな皆でしたが、楽屋に入

りお話し始めると、いつものお部屋で過ごす雰囲気

になり、大きな会場に目を輝かせていましたよ。大

きなカーテンが開くと、たくさんのお客さんがい

て、事前に会場のことを伝えてはいたものの、実際

の様子にやや驚いていました。その中でも、立派に

舞台に立っていて、ハラハラしていた私は、その成

長に感動しました…。楽器遊びで指揮をし、一生懸

命頑張る表情を特等席で見せてもらいました。舞台

での経験が自信になったのか、毎日のように音楽会

ごっこが開かれています♡「見て見て！」「拍手し

てや～。」と見てもらう嬉しさを感じられたようで

す。後日の感想用紙も嬉しく読ませて頂きました。

温かく見守って下さり感謝で一杯です。 

 『ぽかぽかニュース』 

 近頃、「先生！○○君にこんなん言われた。」と困り顔

で伝えてくる出来事が少なくありません。『こんな時ど

うしたらいいかな？』と、実際あったことを人形劇で見

せてクラスの皆に問いかけているのですが、困ったこと

よりも嬉しいことが増えてほしいと願い、「嬉しいこと

を伝い合う時間」を作っています。「〇〇ちゃんが○○

してて、心がぽかぽかになりました！」等、発表してく

れています。皆もあったら教えてね、と聞くと…『トナ

カイの歌が好きになった』『すごいって褒められた』『ど

うぞしてくれた』と教えてくれました。そんなこと感じ

ていたんだ！と新たな気づきもありました。嬉しいこと

を話す表情も何だか素敵で、まだまだ続けてみます。 

葉っぱ、どうやって木に戻す？ 

 参観でも聞いて頂いた「落ちてきた葉っぱ」のお

話が今も続いています。音楽会のリトミックにも

あった『ドレミの階段』で登ればいいんや！と、子

どものアイデアを頂き、段ボール片をガムテープ

でくっつけ、階段作りをしました。国田先生にも手

伝ってもらい木に設置し、いざ、という段階で、「登

られへんで。」「やってみる…あれ？」の声が。予想

していたように上手くいかずでした。でも、じゃあ

どうする？と問いかけると、本物の梯子が欲し

い！と次のアイデアも絶えません。やってみて気

づくこと、色んな方法を考えること、大人が答えを

出すことは簡単なのですが、そんな今だけの子ど

もたちの時間を大切にしていきたいなと思いま

す。次はどんなお話になるかな、と楽しみです。 

おいもさん芽が出ないのは…？ 

 さつまいもの水耕栽培をしています。毎日お当

番さんが水替えをしてくれるのですが、芽がなか

なか出ません（それどころか腐りそうな気配が

…。）それに疑問を持った子がいました。皆にも聞

いてみると、「土に植えなやっぱり出ないんちゃ

うん？」「あと３０日くらい待つ。」中には「寒い

ビームが出てるからあかんねん。」という意見も。

温めてあげよう、と、お風呂の温度の水を作って

あげることにしました。その後も毎日、温水をや

り続けているのですが…雲行きは怪しいです。も

しお家でやったことがあれば、コツ等ぜひ教えて

下さい。 

 新年あけましておめでとうございます。冬休みはいかがお過ごしで

したか？きっと楽しいお話が聞けるだろうなと、３学期を楽しみにし

ていました。また、２学期末の懇談会もありがとうございました。お

家での様子等皆様とお話でき、お子様の成長を共に喜んだり考えたり

と、嬉しかったです。保育についても、自分を見つめ直す機会となり、

本当に有難い時間を過ごせました。「今日も楽しかったな♬」とみんな

が思えるような毎日を、一緒に作っていきたいなと思います。お気づ

きのことがあれば、遠慮なく仰って下さいね。よい一年のスタートが

切れるよう頑張っていきます！今年も宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

うさぎ組クラス通信 担任中島実里       

１月号 

お願いします 

いつも素材のご提供、本当にありがとうござい

ます。今月も募集しております。トイレットペ

ーパーの芯や古タオルがあると助かります。 

 

今月の主な遊び・活動 

・様々な形やものを組み合わせ、見立て遊びをします。 

・絵の具を思いきり使い、色の混ざりを楽しみます。 

・ペープサートや素話で、じっくりお話を聞いてみます。 

 

 

ららら♪ 
らびっとワールド 
 



   新年明けましておめでとうございます 

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます 

２０２１年が皆様にとって素敵な一年になりますようお祈り申し上げます。 

そして、年賀状＆寒中見舞いありがとうございました。 

さて、今日から３学期がスタートしましたね。大好きなひよこ組さんに会える

日を楽しみにしていました。今月も子ども達の心の動きをキャッチし、子ども

達と様々なことに関心を向け、遊びを深めていきたいと思います。また、お友達

とのやりとりの中で、相手の気持ちに気付き、もう一歩踏み込んで自分達で気

持ちを伝え合えるよう、時間を掛け、しっかりと伝えていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

カラフル 

ひよこ組 クラス通信 

担任 原口久代 

１月号 

今月の主な遊び・活動 

・様々な素材を組み合わせて見立て遊びを楽しみます。 

・引き続き、りんごの木の蕾や花への興味・関心を 

深めていきたいと思います。 

 

音楽会楽しかったね♪ 

待ちに待った音楽会当日♪まずは、保護者席の様子

を皆で見に行くと「広い！」「ママおった！」と会場

の広さを感じ、お家の人の姿や席を確認し、喜んで

「元気いっぱいに歌おう♪」と張り切って、舞台へ

向かいます。いざ、幕が上がると、本番ならではの

雰囲気に、色んな気持ちを抱いている様でしたが、

色んな音やリズムに反応し、言葉や身体、楽器を使

って表現したり、先生とのやりとりを楽しむ子ども

達。普段の様子に近い自然な子ども達の姿が見ら

れ、正直驚き、感心しました。舞台に立つと、沢山

のライトに照らされ会場全体が見渡せるので、何度

も音楽会を経験している私でも、毎回緊張します。

そんなこともあり、あの大舞台で誰一人欠けること

なく最初から最後まで楽しめたことに、子ども達の

大きな心の成長を感じ、本当に嬉しく思います。音

楽会が終わると「楽しかったな！」「ちょっとドキド

キしたけど、いっぱい拍手してくれて、ヤッターの

気持ち。」等と話す子ども達の顔は達成感と喜びに

満ちていました。皆の成長に感動したことや、皆と

一緒に出来た喜びを伝えると、嬉しそうに、にんま

り。「まだ、音楽会やりたい。」と楽しくて、名残惜

しそうに楽屋を後にする子の姿もありました。音楽

会を経験し、「出来た」の自信が付いた子ども達。こ

の自信を持って、また、皆で新たなことに、チャレ

ンジしていきたいと思います(^^)/ 

白くて、ふわふわ・・これ、なあに？ 

りんごの木をよく見ると、枝に小さい何かががつい

ています。「フワフワしてる。」「何かな？」と不思

議そうに眺める子ども達。すると、「蕾」と蕾を知

っている子がいました。そこから「蕾のフワフワは、

なんで？」と話が広がり、「栄養が詰まってるから。」

「寒いから、フワフワで、暖かくしてる。」等々。

そこから、「蕾が大きくなってお花が咲くには…」

と話が広がり、毛糸で巻いてあげようということに

なりました。すぐに皆でアトリエに毛糸を探しに行

き、園庭へ！！それぞれ、毛糸を手に持ちグルグル

巻いていきます♪「ここに、めっちゃ小さい蕾があ

って、まだフワフワじゃないねん。」とその蕾の周

りにそ～っと毛糸を巻いている姿からは、優しさが

溢れていて、ほっこり。すると、もう一本の木の方

から、「先生、見て！いっぱい巻いたで！」と大き

な声が。駆け寄ると、暖かそうになっていたのは、

リンゴの木ではなく、添え木。（笑）また、中には、

「わぁ～。長くなりすぎた～。」と毛糸が絡まった

り、自ら毛糸に絡まったり。（笑）すると、「あ、蜘

蛛の巣に絡まってるみたいやなぁ。」とケラケラ笑

う子ども達。色んな笑顔に溢れていて、皆ぬっくぬ

く♡どんなお花が咲くかな？と花咲く日を今か今

かと心待ちにしているひよこ組さんです。 

お願いします 

ご家庭で、不要になったタオル、割り箸、ス

トロー、リボン、毛糸、ビーズ、ボタン、カ

ップ、空き箱、芯、などがございましたら素

材集めにご協力いただけると嬉しいです。 



 

 

 

 

 

 新年あけましておめでとうございます。冬休みはいかがお過

ごしでしたか？新しい年の始まりと共に、パンダ組で過ごす時

間も残り 3 ヵ月となりました。先日、6 月の入園当初の写真か

ら今までの写真を振り返っていると、身体の成長だけでなく子

どもたちの顔つきや表情の成長にとても驚きました。入園当初

は、不安と緊張から強ばった表情の子どもたちが、今ではお友

達と楽しそうに談笑する姿や、落ち着いて集中してはさみやの

りを使って造形遊びをする姿など、お兄さん・お姉さんらしい

表情が沢山みられ、子どもたちの成長に心が熱くなりました。 

 素敵な年中さんに向けて、パンダ組で過ごす残り 3 ヵ月も全

力で駆け抜けていきたいと思います。至らない点も多々あるか

と思いますが、本年も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 

今月の主な遊び・活動 

・植物の成長を通して 

造形活動や表現遊びに取り入れていきます。 

 

・ 

 

種のお話のつづき・・・ 

 先月のクラス通信や懇談会でも掲示していた、種の

お話のつづきです。持って来てくれたメロンの種を植

えたいと言う会話になり、お部屋の鉢植えに種をまき

観察を続けることに。すると、なんと黄色い小さな芽が

出てきました！それを見つけた子どもたちは｢み

て！！なんかでてきてる！！｣と大興奮。そして、｢どう

やったらおおきくなるのかな？｣という、会話に発展し

たので種や植物に関わる絵本や図鑑を鉢植えの近くに

おいてみたり、みんなで絵本を読んだりするなかで、植

物の成長に興味を持ちはじめました。そこで、更に植物

の観察が出来るようにと思い、種の友だちに｢球根｣が

あることをみんなに伝え、一緒に育てることにしまし

た。水耕栽培なのでみるみる伸びる根を｢くらげみた

い！！｣とのぞき込んだり、赤い球根を｢ざくろちゃん｣

(あかい見た目がザクロに似ているから)と名付け育て

ています。さて、一体どんな成長がみられるか私もドキ

ドキワクワクです。 

 

音楽会ありがとうございました♪ 

 先月は、寒い中音楽発表会にお越し頂きありがと

うございました。以前から、楽器遊びやリトミック

遊びが大好きなパンダ組の子どもたち。毎回、全力

で｢♪い・い・いちご｣と言いながらリズムを打った

り、大好きな｢♪さんぽ｣の歌をうたいながらお外遊

びに出かけたりと、いろんな場面で音楽に触れて来

ました。本番では、初めての大きな舞台と、いつも

と違う雰囲気に緊張した表情の子どもたちでした

が、終わった後に｢たのしかった！！｣と、にこにこ

の笑顔が輝いていて私もほっと嬉しい気持ちになり

ました。保護者の皆様の音楽会当日に至るまでの体

調管理や、本番中の温かいご声援も本当にありがと

うございました！ 

お礼とお願い 

いつも様々な素材集めに御協力いただきありがとうご

ざいます。今学期も、空き箱・空きカップ・トイレット

ペーパーの芯などの素材を集めています。 

また紙袋・お漏らし用のビニール袋が不足しています。

パンツ等の着替えの中にビニール袋をご一緒に入れて

下さい。御協力宜しくお願い致します。 

 

 

1 月号 

ジャマジャママンがやってきた！！？ 

 みんな大好きな体育あそび。2 学期の後半から

｢関所くぐり｣という鬼ごっこへの導入遊びをして

います。大好きなおにぎり先生（國田先生）がジャ

マジャママンに変身して、目指しているコーンの

前に立ちはだかります！｢捕まらんで！！｣｢きゃ

ーこわい！！｣と、楽しみながら走ったり、次は子

どもたちもジャマジャママンに変身し、少しずつ

｢悔しい！｣｢次こそ！！｣と、いう経験をしていき

たいと思います。 

 

 



月号 

 

 

 

 

  

       

 ２０２１年、新しい１年がスタートしましたね。楽しい冬休みをお過

ごしでしたか？園内には久しぶりに子ども達の元気な声が戻り、活気に

あふれています。子ども達から冬休みのお話を聞くのが楽しみです。 

新年のスタートと共に 3 学期が始まります。早いものでコアラ組の

みんなと過ごせるのも残り３か月。ここ最近は、随分とたくましくなっ

たなあと驚かされることばかりですが、そんな子ども達と一緒に１日 1

日を大切に、楽しく過ごしていきたいと思います。本年もどうぞよろし

くお願い致します。 

 

 

 

 

コアラ組クラス通信 

担任 村中千秋       

今月の主な遊び・活動 

・たくさんの廃材を組み合わせて遊んでみます。 

・紙の切り開きをしたり、蛇腹に折ってみたり、形を変

えて遊んでみます。 

 

 

音楽会ありがとうございました♪ 

 思わず「寒い～！」と口にしてしまう

程の寒さの中始まった音楽会。当日は子

ども達がどんな姿で会場まで来てくれる

のかドキドキしながら待っていました。

そんな私の心配をよそに、子ども達は緊

張しながらも元気にやって来てくれまし

たね。保護者の皆様と離れてからは、泣

き出してしまう子も少なく、「早く行きた

～い！」と自分たちの出番はいつかいつ

かと待ち遠しそうにしているほどでし

た。そんな中始まったプログラムでは、

大きな舞台に臆することなく、歌を歌っ

たり、音に合わせて体を動かしたり、お

友達と一緒に合奏を楽しんでいました

ね。今までの行事では、いつもと違う環

境に戸惑い涙する姿も多かったコアラ組

ですが、音楽会では大きな舞台とたくさ

んのお客さんを目の前にしても、自分ら

しく自由な表現を楽しんでいました。そ

んな姿からは子ども達の大きな成長を感

じることができ、私にとっても嬉しい１

日になりました。 

 最後になりましたが、保護者の皆様に

はたくさんのご理解とご協力を頂きまし

て本当にありがとうございました。 

見つけたことを話してみよう 

 お寿司屋さんコーナーが盛り上がりを見せ

る中、会話の時間には、本物のサーモンとマ

グロの写真を見て見つけたこと、不思議に思

ったことをみんなで話し合ってみました。

「なんかぶつぶつの模様があるで。」と模様

に注目した子もいれば、「ここは黄色やけど

ここは青やなあ。」と色の違いに注目する子

もいて、色んな発見がありました。ここから

また新しい遊びが生まれそうです♪ 

くるくるくるくる 紙を巻いてみよう 

 先月のクラス通信でお伝えしたお寿司屋さ

んコーナー。「マグロで～す。」「サーモンで

～す。」とたくさんお寿司を作って遊んでい

る中で、「これな海苔巻きやねん。」と紙を

くるくると巻いて遊んでいる子ども達の姿

がありました。そんな子ども達の姿から、

先日の全体活動では、色や大きさが様々な

紙をくるくると巻いて遊んでみました。巻

いた紙をお弁当箱やお皿に見立てた箱に沢

山入れて、「これは鉄火巻。」「これは○○○

のご飯。」と、だんだんと子ども達の想像が

広がっていきましたよ。 

お願いします 

引き続き素材集めへのご協力お願い致しま

す。（箱、カップ、リボン、トイレットペー

パーの芯など） 

 

 

コアラッキー 

 
☆ 

Days 

 １ 



ひばりっこの足跡 

ひばり組クラス通信 担任 白岩千春      

 

 

 

 

 

 

  

皆様、あけましておめでとうございます。年末年始、いかが

お過ごしでしたでしょうか？子ども達から話を聞けること

を楽しみにしています(^^) 

早いもので、今年度もあと３か月となりましたね。 

年中さんに向けて、生活面も改めて意識していきながら、い

ま、ひばり組だからこそできる活動を皆と楽しみたいです！ 

どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月号 

今月の主な遊び・活動 

・大きな不定形の画用紙に絵の具で描いてみます。 

・ハサミとノリを使って見立て遊びをします。 

・ルールのある遊びに挑戦します。 

 

 

音楽会、お越しいただきありがとうございました♪ 

初めての音楽会はいかがでしたでしょうか。「ドキドキする～～！」「恥ずかしいかも！」と言って

いた子ども達。初めて客席を見た皆は「ツリーある！」「綺麗やな～！」とウキウキ気分。そこから

は、「楽しそう！」「頑張る！」と、意気込んでいました。思わず笑ってしまったのは、余裕も見せ

つつも、待機場所で、「床に座りましょう。」と声を掛けると、スッと正座をしていたところです(笑)

いつもは、私が正座をしていても体育座りをしていますし、座らずふらふら～っと歩いている子も

いるのに！！！(笑)まだどこか緊張はあったのでしょうね。舞台裏でも「音楽会なにするん？」と聞

かれるほど、普段からの取り組みを、日常の一部と捉えていたのだなあと感じました。リズム打ち

では、１学期は、ビートに合わせて手を叩くことも苦戦していた子ども達。毎日いろんなリズムで

遊ぶ中で、リズムを自分のものにし、本番に挑みました。本番中は、ピアノを弾く私に向かって、

「先生、ママ見つけたで！」と報告するほど、その場を楽しんでいました。年少さんならではの

「楽しい雰囲気」を大切にした音楽会。来年は、音色に心地よさを感じたり・・・と、また違う一

面が見れることを楽しみにしています！ 

ケガしてる木さん 

お部屋で植えているいろんな種から話

は木に移りました。というのも、りんご

の木が育ったら天井を突き抜けて、ひよ

こ組まで行くかも!?と想像したからで

す(笑)ところで、りんごの木ってどんな

ん!?そもそも木ってどんなん!?と園庭の

沢山の木と、木でできた机や遊具を触

り、匂い・・・実際に確かめてみました。

その時にメタセコイヤの木の皮がめく

れていることに気づき「気がケガして

る」と感じた子ども達。どうしてあげよ

うかな・・・と相談中です。 

じゃまじゃまマン 

走る先を遮るのがじゃまじゃまマン。國田先生

との体育遊びが楽しかったようで、その日の外

遊びで早速やってみました。コーンを叩いてパ

ワーを溜め、マットの上のじゃまじゃまマンを

通り抜けて、その先のコーンでパワーを溜める

ゲームです。タッチされると「お願いします。」

と言い、「OK」を得て再スタート。走るのは一方

通行だったり、じゃまじゃまマンはマットの上

から出られなかったりとルールのある遊びです

が、私がいなくても、皆で守り、自分たちで声を

掛けながら遊ぶ姿に成長を感じました。 

お願いします 

 

ビニール袋やご不要のタオル・雑

巾があればお持ちください。 

 

 


