
 

 

 

 

 

 

  

星組クラス通信 担任：久保果穂       

ひんやりとした空気に白い息が不思議に見える子どもたち。 

寒さを吹き飛ばすくらい元気に身体を動かして外遊びを楽しん

でいます！最近では大繩を回し、揺れる縄を跳び越えたり「ち

ょっと回してみて！」と郵便屋さんの歌に合わせて飛ぶことに

挑戦しながら、興味を持っている姿もあります。 

２月はあっという間に過ぎていきそうですが、子どもたちと充

実した日々を送りたいと思います。又、造形展で保護者の皆様

にお越し頂ける日も楽しみにしております。今月もどうぞ宜し

くお願い致します。 

 

 

 

 

 

２ 月 号

号 

今月の主な遊び・活動 

・冬に出会った虫さんたちがどうしているか絵の具で描い

てみたいと思います。 

・音符や音を素材に使って表現してみたいと思います。 

・遊びの中でルールや遊び方を考えながら楽しみます。 

案山子さん 

案山子のお洋服を繋ぎ合わせ着せてあげ、続き

をしようと置いていると、自分の靴を脱いで履

かせてあげていたり、案山子の横でポーズをし

てみたり、案山子さんと遊ぶ姿がありました。

様々な案山子の写真から、座っているところ

や、手を上げているところなど、いろいろな姿

の案山子に気づきを教えてくれた子どもたち。 

       “かかしのしきしゃ”という絵

本から、案山子は畑に立ってど

んな音を聞いているのかな？

と想像が膨らみました。 

光の不思議 

以前、画用紙の切り開き遊びをし、カラーセロハンを貼り合わせて遊びました。お日

様の光がお部屋に差し、出来上がった紙に光を通してみる一人のお友だちを見て「わ

ぁ綺麗！」と囲んで見ていました。今はＣＤケースや、卵パック、ぷちぷちの梱包材

など色を塗ってどんなふうに光を通すかな？と試して遊んでいます。置き方を変えて

みたり、並べてみたりしながら、思い思いの不思議を感じている 

ようです。遊びながら気づく、子どもたちの声を大事に一緒に 

遊びを楽しみたいと思います♪ 

 

いろいろな姿に変身！ 

モールを使って遊びました。繋げて遊んだり、

折り曲げたり、ねじったりしていくうちに「籠

みたいなんできた!」「宝石みたい！」と何かに

見えてくるおもしろさを感じながら夢中にな

っていました。コーナー遊びでも引き続き遊

び、お話が生まれていく様子も♪ 

指先を使って細かい作業も 

じっくり楽しめる 

時間が増えて 

きました。 

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。プラスチックのスプーンやフォー

ク、割り箸、ビーズ、ボタンなど不要な

ものがあればお願いいたします。 

２１☆COLORS 

 



 

  
 まだまだ冷たい空気の中、子ども達は白い息を吐きつつも元気に遊んで

います。保護者の皆様、体調等お変わりはありませんか？早いもので３学

期も一か月が過ぎました。１月は雪がちらつく日があり、雪を見た瞬間「見

て！雪！」「雪組の雪やな～！」と目を輝かせて釘付けになってみていまし

た。 

 今月は今年度最後の大きなイベント、造形展がありますね。関係が深ま

ってきた今だからこそ、作品を見せ合って話し合ったり、楽しみながら活

動する姿があります。作品を見ながら保護者の皆様と子どもの面白い表現

や成長をお話できたらいいなと思います。今月もよろ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      

２月号 

今月の主な遊び・活動 

・土粘土で生き物をダイナミックに作って遊びます。 

・北風や寒さに負けず、思いっきり体を動かして遊びます。 

 

 

 

雪で遊びたい！ 

 雪が降った日があったものの、すぐ溶けてしまって十

分に触れ合えませんでした。そこで「溶けない雪を持っ

てきたよ。」と重曹とコンディショナーを混ぜた雪のよ

うなものを子ども達に出してみました。これが絶妙な硬

さで、サラサラだけど圧を加えると程よく固まって形遊

びも出来るのです。「色も付けてみたい！」と色付けも

してみたり。ちなみに、粉がこぼれるのでミニ箒と塵取

りで掃除するのですが、いつもたくさんこぼれるので、

子ども達の箒の扱いも上手になってきました。 

 

ポテトはいかがですか？ 

 素材で割りばしが沢山あったので子ども達とどん

なことが出来るか一緒に話してみると「色付けたい。」

と意見が出てきました。そこで色んな大きさに切った

割りばしと絵の具で染め遊びをするとなんだかポテ

トを揚げているみたい♪ポテト屋さんがオープンで

す。大盛況でお客さんが沢山来ていたので店員さん役

は「ちょっと待ってくださいね！もう先生も手伝っ

て！怒」と怒られました（笑）「赤色ポテト１０本注

文した人誰ですか～？」と本物そっくりの店員さんの

掛け声に、日々色んなことを吸収しているんだなと改

めて子ども達の観察力に驚かされました。 

郵便です～！ 

 お地蔵様に手紙を書いた経験もあり、

文字にも大分興味を持っていたので手

紙コーナーを作ってみました。一人ひと

りにオリジナルの郵便番号もつけ、「○

○ちゃんは５０３の、、、」と番号を書き

ポストに入れるとその子に手紙が届く

仕組みです。「配達はバイクがいるよ！」

との声でバイクも作ることに。お友達に

出すのも貰うのもとても嬉しいね。 

薪ストーブ 

 外遊びに行くタイミングで薪ストーブを園長

先生たちが用意してくれていました。着火から

火が大きくなるまで特等席で見ていた子ども

達。「なんかくさーい！」「キャンプの時うちわ

で仰いだよ！」とみんなで手をパタパタ♪外遊

びから戻るとまだ火が付いていて「なんか匂い

変わった！」「なんかあったかくなった。」と微

妙な変化も感じ取って心躍らせる姿に、これか

らもこのような五感をくすぐる体験を沢山一緒

にしていきたいなと思いました。 

 

お願いします 

いつも素材の御協力本当にありがとうござ

います。引き続き不要なタオルや造形素材が

ありましたらお持ち頂けると嬉しいです。 

 



 

 

 

 

 

 

  

 日によって寒暖差が感じられる今日この頃ですが、皆様お

変わりありませんか。なかなか世の中の状況は良くならずで

すが、一日も早く落ち着いて安心して過ごせる日々を願うば

かりです。3 学期の始まりに、子ども達へ年中組“月組”で

過ごすのもあと少しということを伝えました。「年長さんに

なると離ればなれは嫌やなぁ。」という声も聞こえてきます

が、日に日にクラスのお友達が大好きで大切な存在になって

きていることが感じられ本当に嬉しく思います。一日でも多

くの時間を共有していけたら…今月もお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

輝く月のように 

月組クラス通信 担任 柴田沙耶       

２月号 

今月の主な遊び・活動 

・コーナー活動では、順番やルールを守って楽しむカードゲームなどグループで出来る遊びを増やします。 

・土粘土に触れ、お友達とイメージを共有し相談したり一緒に作り上げていく面白さを味わいます。 

・手具を使って一つのもので様々な遊び方を楽しみます。 

そんな優しい言い方が出来るんだね！ 

いつも感心させられるのは、お友達への思い

やりの言葉掛けです。わずか 4･５歳の子ども達

ですが、お友達が頑張っているところに気付き、

すかさず「すごいね！」「やったね～！」と声を

掛けるのです…！出来ていることってついつい

当たり前のように感じて見過ごしがちになるこ

ともありますが、やっぱり褒めてもらったり共

感してもらえるって嬉しいことだなと思いま

す。言い回しも大人顔負けでこれからも変わら

ず、ずっとずっと大事にして欲しいなと思いま

す。そして、私自身もしっかりと心に留めなが

ら見習いたいと思います(^^)♪ 

お当番活動 

3 学期になり、お当番活動のグループ

が新しくなりました。年初めということ

もあり月組での目標を書いてみました。

“もうすぐ年長さん”という気持ちが芽

生えてきているので、自分たちでやって

みたいと思うことは一つでも多く体験

できるといいなと思います。 

 

よし！作戦を考えよう！！ 

 3 学期に入り外遊びでもよくやっている

鍵鬼ごっこ。少しずつ遊びが深まってきて

いて、最近では、鍵を守り追いかける鬼役、

逃げる役の両方の役割をお友達と一緒に経

験していく中で、どうすればより良い結果

になるのかを考えます。「そっち守っとい

て。」と守るエリアを分担したり、「よっし

ゃ～作戦成功！」なんて声も聞こえてくる

ようになってきました。｢困ったことはなか

った？｣と振り返りの時間を設け、子どもた

ち自身がルールを守るためにどうしたらい

いのかを相談する機会も作っています。 

～造形展に向けて～ 

今月は造形展があります。少しずつお部屋の中

も子どもたちの作品で飾られ賑やかになってきて

います。 

・年間を通して、たくさんの素材集めにご協力あ

りがとうございました。 

・ダイナミックな造形活動が増え、スモックを汚

して帰ることも多くなっているかと思います。

お洗濯ありがとうございます。 



 

 

 

 

 

  

厳しい寒さが続くこの頃。 

子どもたちは、ひんやりとした空気を肌で感じたり白い吐息を吐い

たりと、小さい体で季節を感じながら過ごしています。 

今年度も残り僅かとなり、子ども達も次の年長への期待も少しずつ

持ってきているようで「もうすぐ年長組やからな、こんなんもでき

るようになってんで。」と誇らしげな表情でお話してくれる 

姿も見られるようになりました。2 月はそんな次のクラスに期待を

持ちながら、花組で過ごす日々も大切に保育をしていきたいと思い

ます。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 

・土粘土を使ってグループで遊びます。 

・石鹸を使って、色々試して遊びます。 

 

 

 

              お花がいっぱい？！ 

ゼリー作りから、木の葉と洗濯のりを混ぜて、ゼリー作りコーナーで遊んでいたある日。

葉っぱの色が洗濯のりについて、蜂蜜色に。「先生！蜂蜜みたい！蜂蜜もいい匂いだよ

ね！すいすいも好きなんちゃう？！」とお話が広がりました。「蜂呼んで作ってもら

お！」と花組を蜂の好きなお花だらけにしたいという思いから花に興味を持った皆。図

鑑を持って園にある草花の名前を探したり、キッチンペーパーを使って花を作ってみた

り、素材で頂いた造花を置くと、「素敵〜！結婚式したい！お花屋さんしよーよ！」と

ごっこ遊びが始まったり色んな遊びが広がっています。冬に咲くスノードロップという

花も球根から育てています。毎日少しずつ伸びる根っこと葉っぱに子ども達ははやく咲

かないかなぁと待ち遠しそうに眺めているのでした。 

匂い作戦失敗？ 

レモンジュースや、りんごなど、子ども達と

話したいい匂いを集めて置いておくと...カビ

が生えてきてしまいました。いい匂いではな

くなってしまった物をみて残念そうにして

いた子ども達ですが「どうしようか」と聞い

てみると、「いい匂いがバイ菌は好きなんか

な？」やからカビが生えるねん。」「腐らんや

つを用意したらいいんじゃない？食べ物は

賞味期限があるんやで。」「いや、すいすいは

腐ったやつも好きやから食べるねん。」と子

ども達なりに一生懸命考えている姿があり

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、お菓子の箱など空き箱を集めています。

不要なものがあれば、ご協力お願いします。 

2 月号 

 



 

  
 暦の上では春ですがまだまだ寒い日が続いていますね。3 学期が始ま

り早くも 1 ヶ月が過ぎようとしています。子ども達は寒さにも負けず

元気いっぱいに登園してくれています。最近は造形展の準備がお部屋の

中で着々と進んでおりますが、子ども達は「造形展ってお母さん見にき

てくれるやつやんな！」「早く見に来て欲しいな〜。」と楽しみにしてい

るようです。緊急事態宣言が発出されている世の中で、保護者の皆様も

不安に思われる事が多々あるかと思いますが、感染対策をきっちり行い

ながら今月も保育を進めて参ります。鳩組で過ごす時間も残すところ 2

ヶ月となりましたが、怪我なく楽しく過ごせるよう努めて参りますので

今月も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       

2 月号 

今月の主な遊び・活動 

・マーカーと絵の具を組み合わせて絵を描いてみます。 

・グループで土粘土をして遊びます。 

 

 

 

〜最近のお外遊びの様子〜  

 最近の子ども達は体育遊びで行なっている鍵鬼ごっこを自分たちで鬼

の人数を決めたりルールを設けて遊んでみたり、ごっこ遊びで木の実や

落ち葉を使いご飯を作ったり、それぞれ工夫して遊ぶ姿が見られます。

そんな中で子ども達に人気なのはサーキット遊びです。年少組の時から

経験のあるサーキット遊びを、最近では自分たちで組み合わせて遊ぶの

が楽しいようで、道具を出すとみんなで並べていきます。「ここにこれ並

べよう！」と提案しながら遊んだり、矢印や足形を並べて「足で歩いて

いくところとハイハイで行くところ！」とみんなでルールを決めて遊ん

でいるようです。 

              〜みんなでロケットを作っています〜 

 ある会話でガイコツのお友達が一体どこから来たのかという話をしていると、「きっと宇宙からきた

んやで！」と宇宙の話に。宇宙について話していく中でロケットを作って宇宙に行こうという事になり、

ロケットコーナーが出来ました。「段ボールやったらみんなでも作れるかも。」とみんなに少し提案をす

ると子ども達がどんどん新しい提案をしてくれます。「段ボール 2 枚じゃ足らんからもっと持ってくる

わ！」と毎日段ボールを持ってきてはガムテープで繋げて…遊んでいくうちに操縦するためのボタンが

出来上がったり寝室のようなものが出来上がったり、みんなでイメージを共有しながら遊び進めていま

す。今は屋根を作るのに苦戦していて、ガムテープのみで段ボールを繋げているという脆さやどのよう

にすれば屋根になるのかを考えながら作っています。 

これからどのようになっていくのか見守りながら、 

手伝いながら遊んでいきたいと思っております。 

 

お願いします 

今月は、種や木の実などの小さい素材を集め

ています。不要な物などありましたら、ご協

力お願いします。 

 



 

 

 

 

 

 

  

 吹く風も冷たく、寒い季節がやってきました。皆様、体調などお変わ

りありませんか。空組の子どもたちは『子供は風の子』という言葉がぴ

ったりなほど、芝生に出たときにはすぐに裸足になり、その感触を楽し

みながら元気に走り回っていたり、冷たい氷で遊んだりと寒い中での遊

びも楽しんでいる様です。近頃、ART＆SCIENCE が自然と空組のテー

マになってきましたが、色々な実験の中で起きる失敗や成功体験を大事

に保育を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。 

 

 

 

 

 

 

 

空の足音 

空組クラス通信 

担任 久川 純奈                 

２月号 

今月の主な遊び・活動 

・土粘土を使って遊びます。 

・引き続き、様々な実験遊びを楽しみます。 

 

 

 

あつい vs さむい ！？ 

氷で遊んでいるときに、溶けてなくなる氷を見て「太陽は暑いから勝つねん、氷はまけるねん寒いから。」

と勝ち負けの話になりました。そこで本当に暑いのが強いのか実験して遊んでみることにしました。『あ

ついもの』にはお湯、火、太陽などの他、電子レンジや布団、分厚いパジャマなど、『さむいもの』には

雪、氷、影、ケーキ、冷凍庫、風など、それぞれ出揃いました。(ろうそくの)火 vs 水では、絶対火が強

いという子供たちを前に試してみると、一瞬にしてジュッと消える火に「なんで！」と驚き、火が消え

た後の水を匂って、「臭いにおいになってるから水が負けや。」と無理やりあついものを勝たせたり(笑) 

分厚いパジャマの代わりに、私のパーカーを冷凍庫に入れて凍るのかを試したり(^^)色々な実験に励ん

でいます。溶けない氷も作ろうと、凍らせたいものを集めて、園内の一番さむい場所を探して探検もし

ましたよ♪カチカチになるまでの過程も楽しんでいて、丈夫で綺麗なものが出来上がりました♪ 

また造形展でも展示させていただきますので、どうぞお楽しみに♪ 

影の写真？なんでかな？ 

白い画用紙をもって影探しをして遊びました。 

なにもないところに、くっきりと表れる影が面白くて、 

「メロパンみたいな影～。」とその形を何かに 

見立てたりお友達の持っている紙をくっつけて「影が 

繋がった！」と大きくなることを喜んだりしました。 

その後、魔法の紙(感光紙)を使って影の写真を撮って 

みようと、お天気のいい日に芝生へ行き、自然物を並べ、いざ

待機！変化していく紙の色に「もうすぐかな。」と待ち遠しい。

仕上げに水につけると…。あれ？でてくるはずの形が全部消え

ちゃった…。今回の実験は失敗してしまいましたが『なんで 

そうなったのか』みんなで考えたり、次はこうしてみよう 

と作戦を立てたり、「でも、この紙も綺麗。」とどんな時でも 

前向きな子供たち。大人になっても「こんな事したなぁ。」 

と心に残る経験が出来たらと思っています。 

 鍵鬼ごっこをしよう。 

お芋鬼ごっこからの発展とし

て、鍵鬼ごっこという遊びを楽

しんでいます。捕まっても仲間

が鍵を開けてくれると、また逃

げられるという遊びなのです

が、回数を重ねるごとに、チーム

で作戦を考えたり、遊びのルー

ルを追加したりと盛り上がって

います。外遊びでも、「鍵鬼しよ

う！」と誘い合う姿も見られ、遊

びが始まると、「いれて。」と何人

も集まってきて、数人で遊ぶ姿

が微笑ましいです。  

いつも素材のご協力ありがとうございます。 

持ってきてくださる素材のお陰様で、造形遊びが充

実しています。今月はカップやペーパー芯、不要な

タオル、空き瓶があればお持ちいただきたいです。

どうぞよろしくお願い致します。 

どうぞよろしくお願い致します。 

 


