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星組さんのほっこりしたお話 

先日、外遊びをしていると二人のお友だちが涙を浮か

べていました。一緒に遊んでいた一人のお友だちが「パ

パにぎゅーってしてほしくなったんだって。」と教えて

くれました。「お家に帰ったらいっぱいしてもらお

う！」と私が伝えると、「だって今日パパ遅い日やも

ん。」と返ってきました。すると別の遊びをしていたお

友だちも「どうしたの？」と何人も心配してきてくれま

した。その時、涙するお友だちへ掛けた言葉が「それな

ら、みんなでぎゅーってしたらいいやん！」「ケーキ作

ってパーティーする？」と提案に、涙を浮かべていた子

も、気持ちが晴れてその後、お砂場でケーキを囲んで笑

顔で楽しむことができました。子どもどうしの寄り添

い方にとても心が温まったひと時でした♪ 

 

 

 

厳しい寒さが和らぎ、暖かい日差しが春に移り変わろうとしていま

すね。星組で過ごす日も数えられる程になり、寂しさを感じる毎日

です。残りの時間と年長組になることを会話していると、「年長組も

一緒のクラスになれたらいいなぁ～！」「松組とか光組とかになる

んやろ？」「どっちかな？」と期待を膨らませる様子もあります。進

級への楽しみな気持ちを持ちながら、星組でのクラスのお友だちと

過ごせる残りの時間を存分に楽しめるよう、一日一日を大切にした

いと思います。今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

星組クラス通信 

担任：久保果穂       

最終号 

今月の主な遊び・活動 

・色の種類を沢山作ってみたいと思います。 

・ごっこ遊びが展開できるように必要なものを作って遊びます。 

・一年間を振り返って、したいことを皆で楽しみたいと思います。 

 

 

“造形展ありがとうございました。” 

造形展にお越し頂きありがとうございました。６月から遊びを通して描いた絵や、作品などでい

っぱいになっていたお部屋は、子どもたちの思いが沢山詰まっていて、それを保護者の皆様に観

て頂けたこと、本当に嬉しく思っております。一学期には絵の描き初めに困っていたお友だち

も、思ったものを伸び伸びと描く姿、出来上がったものを「これ結構上手くできたな。」「これ持

って帰って見せたい！」等自信や、満足感が味わえるようになったことも素敵だなと思います！ 

     そして、いろいろと考えて作った案山子さんは、本来なら、ビワの種を植え直してそ

こに立てる予定でした。しかし、種が売っておらず…。幼稚園のビワの木が今年も実

らせたら再挑戦することになりました。ビワの木がどれくらい伸びていくかな？と

グループごとに土粘土で作った木を守ってもらえるように置くことにしましたが、

子どもたちの中では、「種植えたらそこにお引越ししたいな～。」という思いを持って

いるので、年中組で叶えてあげられないのが本当に残念ですが…これからに繋がる

何かがあるはずと願っています。 

 

 

 

星組でしたいことを叶えよう！ 

給食を食べている時に、「パラバルーンま

たしたいなぁ～。」と声にするお友だちが

いました。その言葉に「やりたいなー！」

「あ、い、う～えおかきくけこ～♪」と声

が広がっていく姿を見て、年中組で経験し

て心に残っていることも大事にしたいです

し、“星組さんでお友だちとこんなことを

したい！”と子どもたちが思うことをでき

る限り叶えたいと思っています！ 

まずは、みんなでもう一度パラバルーンを

しようと思います♪ 

これまで、たくさんの素材集めにご協

力下さりありがとうございました。

又、日々汚れたスモック等を奇麗に洗

って頂き、ありがとうございました。 



最終号 

 

 

 

 

 

 

  

 ポカポカする日も増し、春の訪れを感じられるようにな

ってきました。 

 さて、雪組のクラス通信も最終号となりました。今年度

は６月スタートだったのもあり、なお一年が早く感じられ

ましたが、６，７月の頃を思いだすと体も心も成長したん

だなと思う今日この頃です。残りの３月も沢山の思い出を

作れるよう過ごしていきたいと思います。あと少しですが

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     

今月の主な遊び・活動 

・しっぽとりゲームで子ども達が鬼になって遊びます。 

・グループでの造形活動をしようと思っています。 

 

 

 

リクエストコーナー 

造形展終わり、お部屋をもとの環境に戻す中で「雪

組さんもあと１か月しかないから、好きなコーナー

を作ろう。」と提案してみました。すると「もう１回

スライムコーナーしたい！」と遊んだ経験のあるも

のをリクエストしてくれる子もいれば、「どんぐり

バッチコーナー！どんぐりの先生にあげるねん！」

「アイスクリームコーナー作りたい！」と新しくや

ってみたいコーナーを言ってくれる子もいました。

さっそくスライムでアイスクリーム屋さんを子ど

も達と一緒にスタートしました。この１か月子ども

達と沢山話し合いながら安心して楽しい環境を作

っていけたらいいなと思っています。 

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。展示準備中私自身も、６月

からの作品を飾りながら、みんなとの色んな事を思いだし、また「特徴をよくとらえられるよ

うになったなぁ。」「集中力もどんどん増してきたんだなぁ。」と成長を感じていました。 

出来た作品だけではなく、その活動に至った経緯やその作品の込められている子ども達の思い

も感じ取って頂けたら幸いです。 

保護者の皆様には、日々の素材集めやスモックの洗濯などたくさんのご協力ありがとうござい

ました。保護者の皆様の御協力あっての造形展でした。 

また後日作品を持ち帰った際に、ゆっくりと子ども達と話しながらご覧になって下さいね♪ 

年長さんに向けて 

来年のことを子ども達と話す中で、子ど

も達の中では、年長さんへの期待が少し

ずつ高まってきているようです。「私松

組がいいな～。」と年長さんになった

ら、、、とたくさんのお話をしてくれま

す。少しずつ物の管理や言葉使いについ

て等、年長に向けて伝えていますが子ど

も達は期待もあり、不安もありだと思い

ます。安心して子ども達が４月を迎えら

れるようにサポートしていきたいと思

います。 

ありがとうございました 

１年間素材集めのご協力ありがとうございました。

最後子ども達と一緒にお部屋やおもちゃ等の掃除

をしたいと思っていますのでもしご家庭に不要な

タオルがありましたらお願いしたいです 
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 少しずつ春の訪れが感じられるようになってきました。皆様いかが

お過ごしでしょうか。早いもので、今年度も今月で最後となってしま

いました。月組での一年間は、いつもより少し短くなってしまった分、

もっとみんなと一緒に過ごしたいという気持ちが強く感じられます。

また月組の子どもたちも、私が想像いたよりも早い時期から「みんな

と離れるのは寂しい～」と話していて、より一層残りの月組で過ごす

時間を大切にしようと感じる今日この頃です。一日でも多く月組全員

で楽しく遊んでいけたらと思いますので、どうぞ最後まで宜しくお願

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       

今月の主な遊び・活動 

・『月組でしたいこと』を出し合い、自分たちで考

えた遊びを楽しみます。 

・クラスのお友達、年長さんへ“ありがとう”の気

持ちを届けます。 

 

 

もうすぐ年長さんやから！ 

年中組の月組が終わるのを感じると共に

次の学年への期待も高まってきています。お

兄さん、お姉さん意識が高まる事で、いろい

ろなことがいつもよりちょっと頑張れる！

そして、周りの人への思いやりも育ってきて

います。

 
月組さんでしたいことを出し合おう！ 

 月組で過ごすのも残りわずか…ということで、今年

は子どもたちにリクエストを聞いてみました。“もう

一度したいこと”“まだやっていない初めてのこと”

など、月組のみんなと楽しみたいことだったら何でも

いいよと意見を聞くと、楽しそうなものがいっぱい♪

そこで嬉しかったのが、｢月組みんなで大きい絵を描

きたい。｣など月組全員で一つのものをという内容が

多かったこと。｢先生も一緒にしようね！｣と嬉しそう

にお話してくれました。今からワクワク～♪可能な限

り、全部叶えていきたいと思います！ 

造形展ありがとうございました！ 

 造形展いかがでしたか。今年は限られた時

間の中でしたが、楽しんでもらえていれば嬉

しいです。感想もありがとうございました。

私も当日に向け、この一年間の作品を展示し

ながら、年中での成長って大きいなと改めて

感じていました。一つ一つの作品から、たく

さん感じてたくさん考えて出来たんだとい

う子どもたちのパワーが感じられます。そし

て、さすが木の実っ子！のびのび表現する姿

は、もう一流アーティストでしたよ！！ 

音符ちゃんで遊ぼう！ 

造形展の作品の中にもありました

が、引き続き朝の会などでは、音符

ちゃんで遊んでいます。最近は音符

に言葉を当てはめて、ボディーパー

カッションや打楽器で遊んでいま

す。いくつかのグループに分かれて、

それぞれの異なるリズム音を合わせ

ると更に面白いリズムが…！みんな

で声を出して楽しんでいます。 

＊一年間素材集めなどたくさんのご協力ありがとう

ございました。 

＊年長組に向けて、各自持ち物に名前の記載がある

か、補充が必要かなど改めて確認お願い致します。 

 

 



 

 

  

 暖かな日差しに春の訪れを感じるこの頃。園内に差し込むやわらかな日差しが今年

度の残りわずかな時間をそっと包み込んでくれている気がます。早いものでもうすぐ

花組での 1年間が終わろうとしていますね。 

異例の 6月スタートになってしまいましたが、この一年で子ども達の姿を振り返ると

本当に逞しく成長したなと感じます。思いやりの沢山詰まった優しいクラスになって

欲しいなと願い保育してきましたが、困った時には誰かがすぐ手を差し伸べたり飼っ

ている生き物に対して愛情を沢山注ぐ姿など沢山思いやりの姿を見ることができまし

た。子ども達のそんな心優しい思いに寄り添い楽しい時間をあと少し一緒に過ごせた

らと思います。そして 1年間至らない点も多々あったかとは思いますが暖かく見守っ

て下さった保護者の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。これからもお子様の健や

かな成長を願っています。3月もどうぞ宜しくお願い致します。 

O h a n a 

花組クラス通信 

担任 角村奈々   

最終号 

今月の主な遊び・活動 

・空き箱を使って遊びます。・秘密基地を作って遊びます。・泡で遊びます。  

 歌「とはともだちのと」 「ひなまつり」 

 

・色んな染め遊びをして遊びます。 

 

    秘密基地コーナー 

コーナー活動で新しい素材を出してみると「これ

でこんなんして遊べるかも！これに使おう！」と

新しい遊びを沢山発見してくれる花組さん。皆で

過ごす時間もあと少し…そこでどんなコーナー

があったらいいなと思う？と皆に聞いてみてみ

ました。秘密基地コーナー！レースコーナー！沢

山の案が出てきました。「秘密基地コーナーでは

これもいるんちゃう？！」「こっからここを繋げ

たいんやけどなぁ…。」と友達同士で相談しなが

ら進める姿に成長を感じました♪さぁどんな秘

密基地ができるのでしょうか…！ 

 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。1 年間の作品を展示して

いる中で私自身花組のみんなとの思い出や、

1 年間の成長した姿が沢山詰まった造形展と

なりました。こんな思いで、こんなところを

工夫してましたよ！など保護者の方にまだま

だお伝えしたいエピソードが沢山です。これ

からも遊びを通して様々な表現をする楽しさ

を感じ、物や人との出会いで心動かされる経

験を沢山して伸び伸びと成長していってほし

いなと願っています。 

お願いします 

いつも素材集めにご協力頂きあり

がとうございます。 

今月は不要なタオル、ビニール

袋。お菓子の空き箱があればお持

ちいただければと思いますのでよ

ろしくお願い致します。 

       蜂の巣作戦 

さて、土粘土で蜂の巣を作っていた花組ですが全然蜂

こやんなあぁ、、、。と残念がっていました。しかし、そ

こで諦めないのが花組さん。「粘土は壊れちゃったしも

う一回作ろ！」「あ、これにさ、はちみつを入れたらい

いんちゃう？」とカップを持ってきてくれたり、「える

ところにした方がいいと思う。」ど子どもたちなりに次

はどうしたらいいのかを一生懸命考えていました。そ

んな気持ちに寄り添いながら、みんなで一緒に取り組

みたいと思います。 



最終号 

 

 

 

 

 

  

寒さの中にも、少しずつ春の暖かい日差しが感じられるようになった

この頃。昼夜の寒暖の差はありますが、お昼のポカポカな陽気が春を感

じさせてくれますね。鳩組で過ごす日も残りわずかとなりました。子ど

も達とは「鳩組で遊べる日もあと何日…。」と数えています。子ども達

は寂しい気持ちや年長組への期待も持ちながら日々を過ごしています。

造形展も終わり、残す行事も参観日のみとなりましたが、保護者の皆様

には子ども達の鳩組での成長をしっかりお伝えできればと思います。 

残り 1 ヶ月となりましたが、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      

今月の主な遊び・活動 

・体育遊びではボールを使った遊びを行います。 

・ハサミで紙を様々な形にしてみます。 

 

 

 

〜アボカドの種を育てています〜 

 あるお友達が持ってきてくれたアボカド

の種。「みんなで育ててみたいねん。」と言う

発言にみんなも大賛成！早速育て方を調べ

てきてくれたお友達の姿もありました。今

はクラスで水耕栽培しているアボカドの種

から根っこや葉が生えてくるのを待ち望ん

でいます。種まきの季節としてはまだ最適

ではないようなのですが…終業式までにみ

んなで発芽を見られるように、大切に育て

て行こうかと思います。 

            〜造形展 ありがとうございました〜 

 2 月 14 日は造形展にお越し頂きありがとうございました。鳩組は今年度の実践を発表する時間

も設けさせて頂き、お時間が限られる中でも足を運んでくださった皆様にはお礼を申し上げます。

コロナ禍で 6 月から始まった今年度ですが子ども達は沢山の興味関心を持ち、遊びの中で様々な経

験をしてきました。お部屋の展示でも子ども達の成長やクラスでの取り組みを知っていただけたか

と思いますが、何よりも実践発表という形で保護者の皆様にお話しする場を持てたことが、私にと

ってはとても嬉しい時間となりました。なかなか言葉足りずで分かりづらいと思われる部分もあっ

たかとは思いますが、少しでも私の思いや子ども達の小さな発見や心の動き、思いなどを汲み取り

感じていただけているならとても嬉しく感じます。例年とは異なる開催となりましたが改めて皆様

のご協力に感謝致します。 

   〜最近の造形コーナーでは〜 

 最近の造形コーナーではスマホ作りがブームに

なっています！子ども達の身の回りにあるスマホ

を画用紙に描き、切り取り、手持ちの部分を作る

子も現れたり。「先生のスマホあげる！」「みーぴ

っぴちゃんには小さいやつ作ってあげよっか！」

と大きさにも変化をつけながら作っているようで

す。画面にあるマークは子ども達のオリジナルで、

「これを押したらお花が出てきてお花屋さんがで

きるよ。」となんとも素敵なお話を聞かせてくれま

した。 

お願いします 

いつも素材集めにご協力いただきありがとうご

ざいます。引き続きよろしくお願いします。 

 



 

 

 

 

    最終号 

 

 あっという間に、最終月になりました。こうしてクラス通信を書いている今

も実感はないですが、この季節は、やはりさみしく感じてしまいます。最近歌

っている歌『とはともだちのと』この歌の歌詞を初めて聞いた子供たちは、「な

んかここが(胸に手をあてて)さみしい感じ。」と伝えてくれ、様々な心の育ち、

素敵な感受性の芽生えに胸がいっぱいになりました。誰かの気持ちが沈んでし

まったときには何重にも円になって集まり、寄り添い「大丈夫？」と声をかけ

たり、後ろからよしよししたり、気分転換に笑かしてくれたり、それぞれ自分

のポジションでさっと駆け寄る優しい空組さん。何ものにも代えがたい時間の

中で深まる友情。私も子供になってその時間を共有したいな。なんて思う今日

この頃です。ラスト一か月、さらに沢山の自信をつけキラキラ輝くみんなを年

長さんへ送り出したいです。今月も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      

今月の主な遊び・活動 

・もうすぐ１年生になる年長さんへプレゼントを作ります。 

歌「とはともだちのと」「はるがきたんだ」etc.. 

☆改めて、給食後のエプロンなど畳んで片づけられる様取り組んでいます。 

お家の人に褒めてもらうことが一番の喜びだと思いますので、持ち帰っ

た際は褒めてあげてくださいね♪ 

造形展ありがとうございました。 

例年とは異なるスタイルの造形展、様々な感想があったかと思いますが、まずは無事に開催出来ました事

を嬉しく思います。カブトムシの迷子から始まった空組のプロジェクトも、色々な枝分かれを経て興味関

心も広がってきました。子供たちの純粋な発見や、意見。それを拾い保育を進めていく中でみんなで学び

合っているなと感じることがたくさんありました。そして、自分自身の話をみんなに聞いてもらう事が、

日常の中でなくてはならない時間になり、それを大いに表現する面白さを感じている事が私にとっても嬉

しい時間でした。苦手だなと感じること。もちろんそれぞれにあります。失敗して気持ちが沈んでしまう

こと、これもあります。すぐにとはいきませんが、経験を重ねるごとに認め合いの瞬間も増え、例えこう

なっても、こうしたら大丈夫。と一つずつの過程でしっかり乗り越える方法を見つけ、前を向く姿にここ

ろの成長も感じられ、色んな思いが詰まった空組のお部屋になったのではないかなと思っています。綺麗

だなと心が動く瞬間、まだまだ試してみよう、こうしたらどうなるの？の時間を一緒に楽しんでくださり

ありがとうございました。飾った作品の他にも、一年を通して活動したものを作品袋にて持ち帰るのでま

た一緒にご覧くださいね。子供たちの感性、表現、最高でしたね、本当にありがとうございました。 

 空組さん楽しかったね♪ 

今年は分散登園から始まった空組での一年。初めての事で大人も子供たちも戸惑いがあったかと思いま

す。いつもと違い進級式で保護者の方にはお会いしてのご挨拶も出来ずでしたが、この一年可愛い子供た

ちを預けて下さりありがとうございました。お部屋にドキュメンテーションを貼っていると、一年間の活

動を自分たちで振り返る様子も見られ、子供たち同士で会話をしていました。「これやったよなぁ。」とそ

の時感じた事の話をしたり、カブトムシを埋めた場所に行ってその時を思い返してみたり。「もう一回パ

ラバルーンやりたいなぁ。また新しい技、國田先生に教えてもらおう。」との意見が出たりもしています。

まだまだやりたい事が沢山ある子供たち、「空組さん終わるの嫌やなぁ。」と。。しんみり。今月はそんな

「やりたい気持ち」を聞き、叶えられるよう、保育を考えていきたいと思います。自主性も育ち、助け合

いながら行動することのできる子供たち。本当にお兄さん、お姉さんになりましたね！！！ 

 

 
一年間を通して、ご協力あり

がとうございました。沢山集

まる素材の豊富さに私も楽し

ませてもらいました。 


