
 

  

寒さの中にも少しずつ暖かい日差しが感じられるようになりま

した。幼稚園生活も残り 1ヶ月を切りました。本当に時の流れが早

すぎて、まだ実感が湧いていません…。子ども達の最近の会話も「ラ

ンドセル何色にしたん？」「何小学校に行くん？」と 4月からの小

学校に向けて期待の気持ちが大きいようです。今年度はコロナ禍の

影響で色々な変更などあり、保護者の皆様には沢山ご理解頂きあり

がとうございました。残りの日々、子ども達の卒園までにやりたい 
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光組クラス通信 

担任 高柴菜都乃 

最終号 

今月の主な遊び・活動 

・年長 5クラスでリレー対決をします。 

（先生達も参加します♪） 

・皆のやりたい事を実現させるにはどうすれば

いいか、子ども達で話合い計画していきます。 

 

 

 

造形展ありがとうございました。 

先日はお忙しい中、造形展にお越し頂きありがとうございました。私自信、改めて完成した

保育室を見ると、「こんなこともあったなぁ。」と当時の子ども達の会話や活動の様子が思い

出されました。ただ作品を作るだけでなく、光組の子ども達の興味から色んな遊びに広が

り、その活動をするまでのやりとりや、子ども達ならではの感性、工夫が見られ、一人ひと

りの成長が見られた 1年間でした。小さな作品でもその作品には子どもなりに込められた

思いや細部までこだわった部分があり、子ども達から作品のお話を聞かせてもらうのが、い

つも楽しみでした。造形展を通して、子ども達の学びや育ちを感じて頂けたら、この上なく

幸せに思います。 

100年後の世界は…？ 

造形展でも見て頂いたと思いますが、100年後という

未知の世界について真剣に考え話合う子ども達。 

「今の車も進化してるから自動運転とかあるよな。」と

話す姿に、そんな事まで知ってるの？と驚かされるこ

とばかりでした。おうちで調べてきてくれたり子ども

の想像する未来は現実になったら面白いのに～！と思

うものばかりでした。「100年後は 106歳か～。長

生きしやな。」と話す子もいました。進化する現代、光

組の誰かが発明してくれる未来も近いかもしれません

ね♪子ども達の中では「宇宙人が当たり前に生活して

いると思う。」という意見が一番多かったです。 

節分当日… 

ずっと楽しみにしていた節

分の日。鬼の登場にびっくり

して泣いている子もいた年少

さん。年長さんはというと…

鬼のギリギリまで近づき「鬼

は外～！」と力一杯豆まきを

していました。その眼差しか

らは熱意が感じ、思わず笑っ

ていましました。最後は福の

神に、目を瞑ってお願いごと

をしていましたよ♪ 

 

お願いします。 

着用しているマスク、予備のマスクに 

必ず名前の記入をして頂きますようお願い致

します。名前のない落とし物が増えています。 

ことを出来るだけ叶えられるように耳を傾けていきたいと思います。今月は最後の参観もあり

ますので、子ども達の成長を感じて頂ければと思います。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

さて、オリーブどうするの？ 

昨年、水や塩、重曹を使ってオリーブを食べよ

うと頑張ってきていましたが、しばらく経って

雲行きが怪しくなってきました。水に何やら得

体の知れないものが浮いてきていたのです。そ

れを見た子ども達はとりあえず水を交換するの

ですが、食べるのはやはり抵抗があるようでし

た。こっそり僕も齧ってみたのですがなんとも

苦くて食べれそうにありません。失敗かぁ、と

思ったのですが、ある子が「染めれるんじゃな

い」と提案してくれました。オリーブの葉や枝

も集めて準備していますが、果たしてうまく行

くのでしょうか。。 

もうすぐ春がやってきます。温かな光が待ち遠しい今日この

頃ですが、皆さんいかがお過ごしですか？ついに最後のクラ

ス通信となってしまいました。子ども達は毎日驚きや不思議

を見つけてはワクワクして遊びを楽しんでいます。小学校に

進学しても、きっとそんなワクワクに溢れた学校生活を楽し

めますように、心から願っています。松組としても最後の 1

ヶ月なので、悔いの残らないよう、楽しみます！！ 

 

 

 

 

 

 

 

まつぼっくりハウス 

松組クラス通信 担任 田中祐太      

最終号  

お願いします 

マスクを含む持ち物の名前が無いものが目立ちます。

卒園間近ですが、消えかかっているものもありますの

で今一度確認をお願い致します。 

 

造形展。ありがとうございました！！ 

先日は造形展にお越しいただきありがとうござい

ました。保護者の皆さんに一生懸命作品の説明を

していたり、恥ずかしくてモジモジしてしまった

り、、、幼稚園ではあまり見ない子ども達の姿がと

ても微笑ましかったです。普段の遊びや幼稚園で

の様子が少しでもイメージできたのなら嬉しいな

ぁと思っています。年長になって、共作の作品も多

かったかと思いますが、あの一つ一つにストーリ

ーがあって、子ども達にとっても大切な作品達で

した。なかなか細かいお話は出来なかったですが、

後日作品を持ち帰った時は、是非子ども達と作品

作りのエピソードをお話ししてみてください＾＾ 

今月の主な遊び・活動 

・卒園アルバムの表紙を描きます。 

・少しルールが複雑な鬼ごっこを通して、 

勝ち負け遊びを楽しみます。 

 

 

 

マリオネットで遊ぼう！！ 

先日園長先生に、魔法使いの姿をした本物のマリオ

ネットを見せてもらいました。「師匠の師匠だ！」と

みんな大興奮。目線はしっかりとマリオネットに向

かっていて、園長先生のことなどみんな忘れて空想

の世界を楽しんでいるようでした。しかしその後園

長先生とマリオネットが部屋からいなくなった瞬

間「見た？上のやつで操作してたよ」「すごかった

ね！一人じゃ寂しそうやから自分たちで作ってみ

ようや！」と、今度は現実の世界にすぐ帰ってきた

子ども達。翌日からマリオネット作りが始まりまし

た。造形展でも一部展示していたものです。可愛ら

しいものばかりでしたね＾＾ 

できるようになったら面白い！ 

体育遊びで、跳び箱や縄跳び、鉄棒にも

挑戦しています。進級してすぐは出来

なかった子も多く「出来ないから面白

くない。」とボヤいていた子ども達。で

すが何度も練習するうちに少しずつ手

応えを感じるようになったのか、熱中

して練習に取り組むようになっていき

ました。体育の國田先生もびっくりし

ていましたよ＾＾出来ないことも、練

習を続けていればいつか出来るという

経験はとても貴重な物ですね。 



 

 

 

 

 

 

 

  

 暖かくなったりぐっと冷え込む日があったりと寒暖差が激しいですが、皆

様お変りありませんか。いよいよ梅組の子ども達が幼稚園で過ごす最後の１

ヶ月となりましたね。少しずつ小学校に向けて話をしていくと、「小学校は自

分で歩いて行くんやで！」、「本いっぱい持って行かなあかんし、勉強もある

し、頑張らなあかんねんで！」と小学校への期待を持っている子もいれば、「寂

しいなぁ。」、「ちょっと嫌やなぁ。」と不安を感じている子もいるようでした。

わたしも「あと１ヶ月」と思うと寂しさがこみ上げてきますが、子ども達が安

心して前へ踏み出し、「楽しみ！」と笑顔で小学校へ行けるように送り出した

いと思います。 

３月は子ども達が楽しみにしていた遠足に行けそうです！まだまだいろんな

経験の中で、発見したり不思議に思ったり、様々な「面白い！」を子どもと一

緒に見つけ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。 

梅の小道 

梅組クラス通信 

担任：上野 絢子      

最終号 

今月の主な遊び・活動 

・子ども達が考えたルールを取り入れながら、じゃんけん鬼ごっこをします。 

・小学校の写真を見たり、小学校ごっこをしたりしながら、イメージを持てるようにします。 

「こんなのできたよ！造形展！」 

先日は造形展へお越し頂き、ありがとうございました。造形展では、子ども達がどんな事に興味を持ち、

心動かし、どんなお話が生まれ、どんな遊びをしてきたかご覧頂けたでしょうか。お部屋の中にいると、

「これ！こんなん作ってん！」、「これはな、○○でなぁ。」と少し恥ずかしそうに、でも「見て！」という

気持ちが溢れながら話をする子どもの姿を見ることができました。お家の人に、「すごいね！」と言っても

らえた子ども達はとっても良い表情をしていましたね。 

また、実践発表にもお越し頂き、ありがとうございました。今回は zoom での配信もあったので、とても

緊張していたのですが、子ども達や保護者の皆様の顔を見ていると、いつの間にか緊張も解け、夢中で話

をしていました！梅組の子ども達はもちろん、保護者の方が、「うん、うん。」と頷いて下さったり、笑顔

を見せて下さるだけでほっとしました。本当に梅組ってあったかい(^^)今回は１･２学期をメインとしてお

話したので、参観では少し３学期の様子もお伝えできたらなと思います。 

 

「お願いします」 

もし、ご家庭に使わなくなったタオルが

ありましたら、持ってきて頂けると 

嬉しいです。 

「こんなコーナーがほしい！」 

造形展が終わり、コーナー作りをする際に、「みんなは今

あるコーナー以外にどんなコーナーがあったら楽しいか

な？」と聞いてみました。「うーーーん。」と悩む子ども

達の中で１つだけ上がったのが、「師匠の洋服コーナーが

ほしい！」ということ。詳しく聞いてみると、「マントや

仮面を作りたい！」、「機織りしていたからそれを服にし

てみたい！」などなど。師匠…。根強い人気ですね(笑) 

２学期も師匠に変身していましたが、今回はどんな変身

姿が見られるのでしょうか。楽しみです(^^) 

ありがとうがざいました！ 

いつも様々な素材を持ってきて頂き、とて

も嬉しかったです。いろいろな遊びに活用

することができました！そして、たくさん

遊んだ跡がついたスモックの洗濯など、ご

協力、本当にありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昼夜の寒暖の差がまだまだ厳しく、そろそろ春の陽気が恋しくなってき

ましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。最近は造形展の片づけを子ども

たちと一緒に行いました。「これ懐かしいなあ。デイキャンプの時の道？迷

路やった？」と、子どもたちも１学期の作品を懐かしむ声に笑ってしまいま

した。「もったいないけど皆で解体や！分けて持って帰ろ！」と、グループ

での合作をどう処理するかを話し合った時にこのような声がありました。

終わったから捨てる、なんでも飾って置いておく、のではなく大事にするポ

イントや片付けの意味を知りながら自然と理解しながら行っているのだと

感じました。残り僅かな園生活も思い切り楽しみながら過ごしたいと思い

ます。どうぞ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     

今月の主な遊び・活動 

・大型積み木や木材、紙コップを用いて、お部屋を 

広く使い、ダイナミックに遊びます。 

・卒園に向けて卒園式の練習をしたり、卒園アルバム

を作ったりします。(表紙など) 

・引き続き王様鬼ごっこの遊びをチーム対抗で行い、

駆け引きや、勝ち負けを楽しみます。 

 

幼稚園最後の造形展、楽しんで頂けましたで

しょうか。お一人お一人と全ての作品を紹介

しながら回りたいと思う程、私も気持ちの入

った物ばかりでした＾＾作品を見ながら子

どもたちが「これは友達とこうやって決めな

がら作って…。」と、制作過程を活き活きと

保護者の皆様に話しながら見回っている姿

がとても嬉しく思いました。年長になると、

グループや複数人での作品が増えますが、ど

の活動でもやらされている…ではなく、子ど

もたちで話し合い決めていく部分がありま

した。「先生、こういう素材が欲しい！木の

枝足りひんからアトリエから持って来て！」

と、頼まれる程でした(笑)自分の思い通りに

作ったところ、少し我慢した所等、作品から

気持ちの成長も感じ取って頂けていれば幸

いです。「もうこの作品片付けるんか…」と、

片付けを惜しむ程子どもたちも心を込めて

作った物ばかりでした。😊 

皆で片づけをした後に広くなったお部屋を見て、

どんなコーナーで遊びたいか、皆で考えてみまし

た。「どんぐりにある塗り絵とかバッチ作りした

い！」「大きい積み木３０個くらい持って来てそ

れで家とか作って遊びたい！」と、造形展の展示

に使っていた大型積み木を見て、新しい遊びを思

いついたようです。「滑り台作れる！」と、大型

積み木を組み合わせながら思い思いの物を作り、

実際に上に乗ったりしながら遊んでいます。最後

の１か月はダイナミックに、子どもたちがやって

みたいと思った遊びを安全に気を付けながら更

に自由にやってみたいと思います＾＾他にも今

まで行った遊びで楽しかったものや、どんぐり組

で遊んで楽しかったものを出し合い、オリジナル

のコーナー遊びが出来てきています。 

先月のお便りで紹介しましたお守り作り。

その中で出てきた神様について会話を深

めました。描画や土粘度でも作品があった

かと思いますが、作品に至るまで、七福神

や千手観音、他にも様々な仏像等を見まし

た。「これ手なん？」「神様がおるから世界

が出来たんか！神様凄い！」と、神様の形

や種類を話し合って楽しんでいました。写

真や話から沢山のイメージを膨らませる

事が出来る様になったからこそ、あんなに

素晴らしい作品になったのですね＾＾ 

最終号 

造形展にお越し下さり、 

ありがとうございました。 

神様って本当に居るの？ 

造形展の片付け後は… 



最終号 

 

 

 

 

 

 

 

  

 園庭では沈丁花が蕾を膨らませ、春の訪れを知らせています。皆様お

変わりありませんか？いよいよ『椿のキセキ』も最終号となり、卒園ま

で残りわずかとなりました。子ども達との話からも「もうすぐ小学校や

な。」「ランドセルは黒！」「筆箱も買ってもらった。」と、小学校への期

待感がうかがえると共に、「あと給食何回食べれる？」「もうシールノー

ト終わっちゃう！」と卒園を惜しむ声も。卒園、入学と期待感だけでな

く不安ももちろんあると思います。そんな気持ちに寄り添いながら、少

しでも楽しみに、そして自信を持って小学校に進めるよう、残りわずか

な園生活を子ども達と過ごしたいと思います。どうぞ最後まで宜しくお

願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

椿のキセキ 

椿組クラス通信 

担任 髙石晴香       

今月の主な遊び・活動 

・スーパーボールすくい屋さん以外にも、みんなで考えなが

らコーナーを作っていきます。 

・お世話になった先生たちにお礼のプレゼントを作ります。 

 

 

 

スーパーボールすくい屋さんが再び！ 

 造形展が終わり、園生活も残りわずかというこ

とで、椿組のみんなに「お部屋に何コーナー作りた

い？」と尋ねてみました。すると、「スーパーボー

ルすくい！もう一回やりたい！」という声が多く

上がり、もう一度みんなで作ることにしました。

「スーパーボールはアトリエやったよな？」「すく

うやつプールの時に使った網がいいなぁ。」「看板

作る？」「入口こっちがいいかな？」「並ぶとこも作

らな！」と必要なものを出し合い、一学期よりも改

良を加えながら、自分たちで遊びの場を作ってい

く姿に大きな成長を感じました。自分たちで夏祭

りの時のようなスタンプカードを作ったり、すく

えた個数を書いてみたりと、今までの経験がフル

活用されていました！隣のクラスのお友達も遊び

に来てくれ、「めっちゃ面白かった～！」と喜んで

もらえて、嬉しそうな椿組でした(^^) 

土器作りに挑戦！ 

 造形展にも展示していた土器。『鬼の生活図

鑑』という絵本の中に、“大昔に住んでいた山

鬼は、土器を作っていた。”と書いてありまし

た。「土器って何？」「食べ物とか冷蔵庫みた

いに物を入れられる入れ物やで。みんなが遊

んだことある粘土で作れるよ。」と言うと、

「わかった！土粘土やろ？やってみたい！」

ということで、さっそく土器作りに挑戦しま

した。1 人でこだわりの土器を作り込む姿、

友達と相談しながら作り上げる姿、細かい装

飾にこだわる姿。それぞれの姿に育ちを感じ

ました。また作りたい！の声が多かったの

で、土器作りコーナーは継続中です☆ 

  造形展ありがとうございました！ 

 先日は造形展にお越しいただきありがとうござ

いました。例年とは違う形式での開催となりまし

たが、保護者の皆様にもじっくり見ていただくこ

とができ嬉しかったです。子ども達が少し照れな

がらも自分の言葉で作品を紹介する姿や、作品一

つ一つからも表現力や作る細やかさ、協力する力

など、昨年よりもまた成長を感じていただけたの

ではないでしょうか(^^)また作品袋を持ち帰った

際にもたくさんお話しを聞いてみてください♫ 

並ぶ足跡マークが近すぎまし

たが、ちゃんとぎゅうぎゅう

に並んでいました(笑) 


