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 雪が降る程冷えたかと思えば、少し暖かくなったりと、近頃寒暖差が

激しいですね。皆様体調お変わりありませんか？先日保育中に雪が降り、

大喜びの子ども達。「♪雪のペンキ屋さん」のお歌を気に入り、あっとい

う間に覚えて楽しく歌っています。「この歌大好き♪」「もう先生歌わん

でいいで！覚えたから！」と歌詞とメロディーもしっかり入っているよ

うです。「雪のペンキ屋さんに届くように歌ってみよう」と伝えると気持

ちもこもり、いつも素敵な歌声を響かせています。そんな皆の姿にまた

雪が降るといいな、と期待するこの頃です。さて、今月は造形展があり

ますね。作品は勿論、この一年の遊びの経験もしっかりお伝えできるよ

う頑張りますので宜しくお願い致します。楽しみにしていて下さいね。 

 

 

 

 

新しいグループになりました。 

 席替えをしたので、グループも新しくなりました。2 学期はグループ名を先生が決めていましたが、「どん

なのがいいかな？」と子ども達と話し合うと「海の生き物」から考えることに。「同じ机（新グループ）の友達

と話して決めてね。」と初めて子どもたち同士に話し合いを任せてみました。各グループの様子を伺って、話

し合いに入るものの、担任もドキドキの試み。「○○がいい！」と一人ひとりの思いを聞き、皆違う場合は、

「じゃあどうやったら決めれるかな？」と聞いてみました。『ジャンケンで決める』『ジャンケンはいやや！』

『じゃあ二人ずつして、勝った人同士でまたして…』と、子どもたちなりの言葉で提案していきます。他にも

『それでいいよ』と初めからスムーズにいくこともあれば、『どうしても』という子の表情を見て「じゃあい

いよ」と譲ろうとすることもあり。相手に意見を伝えることに加え、気持ちの調整もしようする姿に成長を感

じました。これから学年が上がるごとにグループ活動も増えていきます。皆が納得するということは、難しい

事もあるかと思いますが、一人ひとりが気持ちを出せるように、そしてそれを受け止められるように、という

ことをまずは大切にしていきたいと思います。 ちなみに、シロクマ、ペンギン、イルカ、サメ、シャチ、い

くらの６グループができました♡（いくらだけイラストがお寿司になってしまいましたが、特にみんな気にせ

ず「お寿司や、美味しそう～いいな♪」と平和なうさぎ組さんでした♡笑） 

一緒って嬉しいね♪ 

 「ご飯の後、一緒に遊ぼうね」という声が毎日のように聞こえて

きます。ある日、そこに「入れて！」「〇〇ちゃんと遊ぶから…」と

いう会話がありました。どうするのだろう、と心配も束の間、近く

の子が「皆で遊んだらいいやん」と一声かけました。「あ、それいい

なぁ！」「そうしよう」とあっという間に皆がにこにこになってい

ました。お友達がつくったものに興味を持ち、「めっちゃすごい

な！」と褒めたり、「見に来て！この子たちと一緒に作ってんで！」

と皆で作ったものを誇らしそうにしていたり、少し遅れてきた子に

「あ！〇〇くん（ちゃん）来た！おはよー！」と声を掛けたり。6

月から一緒過ごす中で芽生えた、お友達への思いが育ってきている

ことを本当に嬉しく思います。 

おいも 二代目！ 

 二学期終わりから育てていたさつま

いもが上手く育たず腐ってしまい、二代

目のおいもを育てています。二つのおい

ものヘタを水につけ、「ほっちーくん」

と「はーとちゃん」と名付けてお世話し

ています。窓辺の日が当たる所に置い

て、水を毎日入れ替えているのですが、

もしご家庭で水耕栽培されたことがあ

る方いらっしゃれば、芽を出すコツを教

えて頂きたいです…！今度こそは上手

くいきますように…！ 

ららら♪ 

らびっとワールド 

 
うさぎ組クラス通信 

担任 中島実里     

今月の主な遊び・活動 

・土粘土をくっつけて形を変えて遊びます。 

・おいも引っこ抜きゲームをして遊びます。 

 

 

お願いします。 

・衣服や身の回りのものを整える練習を少しずつしてい

ます。シャツは下の服に入れたり、エプロン等を畳んで

みたり、お家でも一緒に見てあげて下さい。 

 



ひよこ組 クラス通信 

担任 原口久代 

 

 

 

 

  

 

 

  

寒い日が続きますが、皆様、お変わりありませんか。 

さて、今月は最後のビッグイベント『造形展』がありますね。一年間のプロジ

ェクト活動を中心に子ども達が様々なモノ・ヒト・コトと出会い「なんでだろ

う？」と興味を持ち、体験してきたことを展示しています。遊ぶ中で、想像を

膨らませたり、出来た形・色が何に見えて喜んだりしながら、色んな「出来

た」の喜びや成長が詰まった作品が盛りだくさんです。どうぞ、お楽しみに！ 

そして、日常の様々な場面では、自分の気持ちをより具体的に「○○だから～

したい／してほしい。」と少しずつ理由を添えて伝えられるよう、関わってい

きたいと思います。「思いを伝える」「受け取る」を皆で丁寧に大切に過ごして

いきます。今月も宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

カラフル 

２月号 

今月の主な遊び・活動 

・土粘土を使って遊びます。 

・体育遊びでは、お芋鬼ごっこのルールを理解しながら 

鬼役との間合いのやりとりを楽しみます。 

 

 

りんごちゃん○○の気持ち 

２学期から使用してきた気持ちカード。ふとした時

に、「○○してくれたから、ほんわかの気持ちや(^^)」

等と様々な場面で色んな気持ちを言葉で表現できる

ようになり、その度に成長を感じ嬉しく思います。先

月からできた「福笑いコーナー」では、色んな顔を作

って「こんなところに髭！変なの～♪」「これは、えぇ

～！ってびっくりの気持ち。」と楽しそうな笑い声が

聞こえてきます。そんな姿から今回は大好きなりんご

ちゃんを身近な色んなものを使って、りんごちゃんの

気持ちを表現して遊びました。「これ、面白い♪」「見

てみて！」と色んなものを並べたり、組み合わせたり

しては、並べ替え…と繰り返し楽しんでいました。 

氷を作ってみよう 

ちらちらと雪が降った始業式の日。舞い散

る雪に大喜びし、「雪が手についたら溶け

た！」と不思議を発見。「なんで雪がふるの

かな？」と皆で話していると、「雪の神様と

か氷屋さんの店長が雲の上かき氷作るマシ

ーンで雪をいっぱい降らしてるねん。」「皆

が喜ぶように雪降らせてイタズラしてる。」

等、年少さんならではの可愛らしい空想・会

話が広がりました。その中で、「氷を削って」

というワードが出てきて、皆で氷を作って

みることに♪初めは、外で作ろうと陰を探

してチャレンジしたものの気温が下がりき

らず、上手くできません。どうしても氷が作

りたい子ども達、どうしようかと考え、冷凍

庫で凍らせて作りました♪ウッドデッキで

氷を滑らせたり、捻って回したり、太陽に透

かせて氷の亀裂を「花火みたい。」「つぶちゃ

んがいっぱい。」と眺めたり。指先が真っ赤

になるほど夢中になって遊んでいました。 

削って遊ぼう！ 

初めて目にしたソフトパステル（コンテ）に「こ

れ何？クレヨン？」とみんな興味津々です。今回

は、網を使って削って遊びました。どんどん削れ

て粉になっていく様子に目を丸くし「すっご

～！！」「色のついた雪みたいや♪」と声を弾ま

せ、出来た粉を触って「ふわふわ～。」と感触の変

化を楽しむ子ども達。また、カップの中で粉が混

ざり合い、色が変わったことにも気が付いて、「な

んで！？」「きれい。」と様々な色を手に取って削

っては、カップを振って何色になるかなと試し、

色の変化に心をときめかせていました。 

お願いします 

今月も引き続き、カップ、空き箱、芯、スト

ロー、古タオルを集めていますご不要なも

のがありましたら、ご協力お願いします。 



年少さん最後の大きなイベント造形展が待っています。身も心も大きく成長し、子どもたちの可愛くて、

面白い、いろんな表現を感じて頂ければ嬉しいです。今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

  

 冬の寒さが身に染みる季節がやってきました。皆様お元気でお

過ごしでしょうか？ 

 先月も、子どもたちは寒さなんてどこ吹く風！と、毎日元気い

っぱい遊んでいます。先日、お外遊びに行こうと運動場に向かっ

ていると、空からしんしんと白い物が・・・雪が降ってきました。 

 子どもたちと空を見上げていると、｢わぁ、きれい～♪｣と見と

れている子や、｢雪のこぼうずやな！！｣｢僕、ゆきの歌知ってん

で！！｣と、雪に関するうたの大合唱がはじまりました。 

 身近な自然を感じて、全身でそれらを受け止める子どもたちの

姿に私もはっと気づかされた出来事でした。今月はいよいよ、 

 

 

 

 

 

ＰＡＮＤＡパワー 

パンダ組クラス通信 

担任 葛木裕子 

２月号 

今月の主な遊び・活動 

・自分の思いやイメージを様々な素材で表現し

て遊びます 

・簡単なルールのある遊びを楽しみます。 

 

 

 

♪ゆきのこぼうず 

3 学期の季節の歌として

｢♪ゆきのこぼうず｣を新

しく歌っています。 

そこから、｢ゆきのこぼう

ずちゃんってお空にい

る。｣という話になり、子ど

もたちとよくお空を見上

げて、探しています。 

でもなかなか見つからな

い、ゆきのこぼうずちゃ

ん。是非、おうちでも一緒

に探してみてくださいね。 

 

 

種のおはなしのつづき・・・② 

先月のクラス通信の続きのおはなしです。 

たねのお友達として、子どもたちと球根を栽培観察しはじめて一

か月が経ちました。お部屋の入口付近に観察スペースを設けてい

たので、毎日｢先生、なんかまた伸びてるで！｣｢ツノ大きくなっ

てるな～。｣と、根っこや芽の成長をよく教えてくれます。 

 球根ちゃんが大きくなたらどうなるのかな？とみんなで話し

た時は、｢根っこが大きくなったらクラゲになるかも。｣｢このツ

ノは伸びたらぐるぐるって大きくなって、地球をぐるぐるってす

るねん！｣と、子どもらしい可愛らしい考えが沢山出てきました。 

さて、球根ちゃんはどうなるのかな？？私も楽しみです。 

（補足⇒メロンの種を同時に栽培していたのですが、1 月の寒さ

と鉢の小ささの為か、芽も出なくなりました。そのことを子ども

たちと話し合いどうするか尋ねると、｢置いとく。｣｢もうメロン

出来へんねん。｣と、意外と現実的な解答も。どうしようか・・・

ただ今模索中です・・・。） 

 

 

お礼とお願い 

いつも素材集めにご協力頂きありがとうございます。 

引き続き、空き箱や空きカップ・トイレットペーパーの芯

等集めています。宜しくお願い致します。 

・子ども達の持ち物にお名前が消えていたり、薄くなって

いるものにはお名前の記入をお願い致します。 

 

 

 

 



 

よ 

 雪が降る日もあるような厳しい寒さが続く日々ですが、保護者の皆様はお

変わりありませんでしょうか？新しい年がスタートして早１か月。子ども達

は日々の寒さにも負けず元気に過ごしてくれています。 

 先日の雪が降った日には普段あまり見ることのない雪に興奮気味の子ど

も達の姿がありました。寒さなんてなんのその、「雪降ってるで～！」と走

り回っていましたよ。そして、園内にあるビオトープの水が凍っていたり、

園庭にも氷が落ちていたりと、普段見ることのない光景に目を輝かせ、新し

いものとの出会いを楽しんでいました。そんな子ども達と一緒に今月も元気

いっぱいに過ごしていきたいと思います。 

  

 

コアラ組クラス通信 

担任 村中千秋 

      

２月号 

大好きな体育遊び♡ 

 週に１回のお楽しみ、大好きな國田先生との体育遊

び。子ども達は毎週この時間を楽しみにしています。

金曜日になると、朝から「体育遊び早く行きたい！」

と口々に言っているぐらいです。残念ながら雨で中止

になってしまった時には、しょんぼりしていることも

しばしば（笑）先日の体育遊びでは、色んな動きを取

り入れたサーキット遊びをしました。ジャンプをした

り、一本橋を慎重に渡ったり、最後には鉄棒にもチャ

レンジしましたよ。入園当初の姿に比べ、子ども達の

出来る動きのバリエーションもぐっと増え、また１つ

成長を感じることが出来た時間でした。 

海コーナー🐟 

 

お箸頑張っています！ 

３学期になって始まったお箸タイム。

少しずつお箸を使うことにも慣れていっ

て欲しいという思いから始めました。お

箸タイムの間は頑張ってお箸だけでお給

食を食べていますよ。まだまだ持ち方や

使い方がぎこちなかったりすることもあ

りますが、「先生、これお箸で取れたで

～！」と嬉しそうに教えてくれることが

たくさんあります。そうして達成感を感

じながら、楽しんでお箸に慣れていって

欲しいと思います♪ 

  

ルールのある遊び 

 最近はお友達と一緒にルールのあ

る遊びにも挑戦しています！“テン

ポかたつむり”といったゲームなん

ですが、サイコロを振って、出た色

のかたつむりが１マス進み、ゴール

する順番を競うゲームです。子ども

達に簡単にルールを説明すると、し

っかりそのルールを守って遊んでい

ましたよ。ルールや順番をきちんと

理解し、それを守りながらお友達と

一緒に遊ぶことが出来ていることも

また、子ども達にとっての大きな成

長ですね♪ 

  

  

コアラッキー 

☆ 
Days 

 

先月のクラス通信でお伝え

したサーモンとマグロのお

話。それがきっかけで出来た

のが海コーナーです。スクリ

ーンに海中の映像を映し、気

分はまるで海で泳いでいる

みたい。 い♪「めっちゃ魚おる！」「カメさんも泳いできたで！」と言

いながら、自分も一緒に泳いでいるかのように体を動かしな

がら遊んでいます。季節は冬ですが、このコーナーはまるで夏

のような雰囲気です（笑） 

今月の主な遊び・活動 

・土粘土に触れて遊んでみます。 素敵な年賀状ありがとうございました♪ 



ひばりっこの足跡 

ひばり組クラス通信 担任 白岩千春       

 

 

 

 

 

 

  

 寒暖差のある日々が続きますが、お変わりありませんか？ 

登園時、保育室になかなか姿を見せない子ども達。楽しそう

な笑い声と、ウッドデッキを走り回る足音だけは、お部屋の

中まで聞こえています。なぜだと思いますか？ 

その日は、雪が降っていました。「雪食べたよ！」「体にくっ

ついた！」「寒い。」と部屋に入ると沢山報告してくれました。

小さな雪でしたが、季節や自然の変化をしっかりと体感した

ようです(^^)今月も体調に気を付けて過ごしていきます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月号 

今月の主な遊び・活動 

・土粘土で遊びます 

・自然物を用いて並べて遊びます 

・ルールのある遊びに挑戦します 

 

 

「きりじいちゃん」はじめまして！ 

木に興味が移り、園内の木々を見た１２月。そこで１月に、『きりかぶの きりじいちゃんときりばあ

ちゃん』という絵本を読みました。切り株というものを知ると、部屋にある小さな丸太を「きりじいち

ゃん！」と見立て、心を宿してあげる子ども達。「葉っぱ生えなくて悲しいって絵本で言ってたから。」

とたくさんの葉っぱを園庭から持ち帰る姿も。「ありがとう～。」と声色を変え、きりじいちゃんにな

ってお話しをすると、大喜び！会話の時間も声色を変えて進めています。「聞いてよ、きりじいちゃん。」

と声をかけ返答がないと、「先生！きりじいちゃんにお話ししてるんやけど！！」と、私にちょっぴり

怒り気味で訴えかけます(笑)『先生が話している』とわかっていても、物と心を通わせることは、なん

だかワクワクしてしまいますね！可愛らしい一面が見られました(^^)その後は、積み木を用いて、きり

じいちゃんと一緒に遊んでいます♪ 

頑張っています！ 

挨拶を進んで行えるように頑張っています

‼１学期から元気に「おはようございま

す」が言える子が多いひばり組ですが、も

う一度振り返りながら、朝だけでなく、

「いただきます」「ごちそうさまでした」

「さようなら」も含め、自分から伝えられ

るように取り組んでいます。他にも、衣服

の着脱（裏返しにならないように脱ぐ・表

の向け方・畳み方）・お椀に手を添えて食

べる・足を地につけ、姿勢を正して座る

等、年中さんを意識して過ごしています。

できた事を認め、声をかけながら、『自分

で出来る！』自信を育てていきたいです。 

 

キラキラコーナー 

色遊びから光へと、遊びが変化してきたひばり組。

『キラキラのもの→星』とイメージしたようです。

「星を手に入れるには？」「お部屋をキラキラにし

たい！」とコーナー遊びが始まりました。どうすれ

ば綺麗か・どんなおもちゃが綺麗に光るか等、自分

で探し「これは？」「あれは？」と試しています。 

お願いします 

・不要な袋やタオル、雑巾があれば持たせていた

だきたいです。宜しくお願い致します。 


