
今月の主な遊び・活動 

・別の方法でキラキラパワーを集めたり、お日様の 

パワーを使った遊びをしてみます。 

・みんながしたいコーナー遊びを考え、活動に取り入れていきます。 

 

 

うさぎ組クラス通信 

担任 中島実里 

最終号 

らびっとワールド 

 

 

 

 

 

 

  

 早いもので、うさぎ組のクラス通信も最終号となりました。いつも月末になる

と、シールノートで次は何月か確認しているのですが、次月でページはおしまい

です。「3月が終わったら、皆年中さんになるんだよ。」と伝えると、「知ってんで！」

「ピアニーやるんやろ。」と嬉し気な皆。前日の音楽指導で、山地先生にピアニー

を触らせてもらい、『早くやりたい♡』とはりきっていた所でした。でも、うさぎ

組で過ごせる日を皆で数えてみて、あと 22 日だということが分かると、少し寂

しそうな表情もあり、担任も内心しんみりしてしまいました。入園した頃から思

い返すと、この一年でたくさんの経験をし、成長してきましたね。普段の子ども達

の姿、楽しい世界を、お伝えできていれば嬉しいです。まだまだ遊びたいことがた

くさんです！終業式までの毎日を、大切に過ごしていきたいと思います。 

造形展ありがとうございました！ 

 制限がある中での開催となりましたが、ご協力頂き

本当にありがとうございました。お家の人に見てもら

うこと、皆楽しみにしていました。当日、自分の作品

を見つけては「これ！」と伝える子ども達、いい表情

でしたね！お話に耳を傾けてくれたり、「いいね！」と

褒めてもらったり、嬉しそうな子ども達とご家族を見

ていると、私まで幸せな気持ちでした♡想像力を膨ら

ませて何か作ったり描いたり、素材の面白さをとこと

ん味わったり、手先もですが造形を通じて気持ちも育

ってきたなと思います。何よりつくることを楽しんで

いる姿が素敵です。まだまだ成長していくんだろうな

…と、来年度も楽しみですね！ 

やっぱりキラキラパワーが… 

 造形展後、続々と作ったものを持ち帰っていたかと思いま

す。その中で、ペットボトルに集めたキラキラパワーを持ち

帰る時、ある子が「持って帰っちゃったら、おいもさんのパ

ワーなくなるんちゃう…？」と心配そうに伝えてくれました。

もしかしたら、そう感じるかも…と思っていた所で、同じ気

持ちだったのがひそかに嬉しかったです。本当だね、大変だ！

と早速皆にも意見を聞いてみました。「じゃあさ、また作ろ

う！！」とすぐに話は進みました。（ないものは、作ればいい！

とこの一年で学んできた子ども達、さすが。）「ママ作れるで。

ラメ入れるねん。」「宝石！」「ペットボトル、また持ってくる

わ。」「折り紙をお星さまに切る。きんきら折り紙。」「切った

やつを、オーブンで焼いて、温めたのをおいもの隣に置く。」

「水道から、ホース持ってきて、温かい水をかける。」なんて

面白い、なるほど！とわくわく。アイディアマンな皆。全部

進級前に、なんとかしてやってみたいな、と模索中です…。

運動会からの『キラキラパワー』がすっかり定着しましたね！ 

もうすぐ年中さん♪ 

 年中さんになるってことは…というお話を、少

しずつしていきたいなと思っています。先日はク

ラス替えのことにも触れました。ひよこ組さんと

も一緒になるかも！と伝えると、へぇ～…とあま

りピンときていない子ももちろんいます。進級ま

で、ひよこ組さんとお互いの部屋を行き会った

り、一緒に遊んでみたり、少しずつ新しいお友達

や環境の変化も感じ取っていけるようにしてい

こうと思っています。不安もあるかと思います

が、『楽しみ♪』の気持ちも増えていくように、丁

寧に伝えていきます♪ 

ついに、芽が！！！ 

 以前からお伝えしていたお芋さん「ハートち

ゃん」から芽が出ました～！造形展でご覧にな

った方もいたでしょうか。保護者の方から「気

温の問題かな。」教えて頂き、夜間にはビニール

袋を被せ、温度が下がらないようにしていまし

た。子ども達に「出てるよ！！」と伝えると、

「ほんまや～！」と盛り上がり。大きくなって

欲しい！と「お願いします…！」と思わずお祈

りしている子もいましたよ♪ 

進級前に、『育てる』『嬉しい』の 

気持ちを皆で感じられて、 

とても嬉しいです。 

ペットボトルやキラキラしたもの（ビーズ、折り

紙等）、ご不要であれば持たせてあげて下さい。 

ららら♪ 

 



 

 

 

 

 

    

日中は日差しがポカポカと温かく感じられるようになりましたね。園庭の雪

柳や沈丁花の蕾が次々と開花し始め、「あ。ピンクの花咲いたね。」「いい匂い

♪。」と皆で春の訪れを喜んでいます。春と言えば、大好きなひよこ組の子ど

も達と過ごせるのも今月が最後。まだ、ピンときていない「進級」について、

「もうすぐ年中さん♪」と期待が膨らむよう、「だってもうすぐ年中さん♪」

と色んなことが出来るようになったことを喜び、自信を持って進級できるよ

う、残りわずかな日々、沢山の愛情と「気持ち」を伝えていきたいと思います。

そして何より、子ども達が毎日ワクワクしながら色んなことにチャレンジし、

楽しめるよう努めていきますので、今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

カラフル 

ひよこ組 クラス通信 

担任 原口久代 

最終号 

今月の主な遊び・活動 

進級に向けて期待が持てるよう、うさぎ組さんや他学年

との交流の機会を作ったり、環境を変えて過ごします。 

 

 

初めての造形展 

先月は初めての造形展にお越しいただきあり

がとうございました。当日は、先々進もうと

する子ども達に「ちょっと待って、これ

は・・・？」とカメラを片手に、一つひとつ丁

寧に話を聞き、感想を伝えながら、じっくり

見て下さっていた保護者の皆様。そして、褒

められて嬉しそうに照れたり、得意気に紹介

している子ども達。そんな親子のやりとりは、

とても心温まる光景で、担任として幸せを感

じられたひと時でした。また、アンケートに

もご協力いただき、沢山の思いを伝えて下さ

りありがとうございました。何より、子ども

達の成長を感じてもらうことができ、大変嬉

しく思います。成長といえば、まだまだ気が

早いですが、来年の造形展が楽しみですね♪ 
 

ペンギンから・・・？ 

造形展の代休が明け、「どんなコーナーを作っ

てほしい？」と尋ねると、真っ先に出てきたの

が「ペンギンコーナー」。続けて、どう遊びた

いのか？何が要る？など聞いていくと、プー

ルを出してほしいとのこと。ペンギンやアシ

カを泳がせたいのだとか。遊びに必要な物を

聞いて先生が用意したり、自分達で作ったり。

遊びや会話の中で色んな思いが大きくなり、

興味もどんどん移り変わっていき・・・なんと

今は、魚に興味を持っています！その様子は

参観でお伝えしますね♪ 

モールのつぶちゃんが大変身！ 

モールを繋げて長くしたり、輪繋ぎのようにした

り、グルグルと巻き付けたりし、ギュッと力を加

えて曲げてみたり。活動中の「先生見て！」の回

数が以前より少なくなったような・・・。その代

り、近くのお友達に「見て。凄いやろ？」「一緒

の作ってみる？」等と見せ合って、やりとりを楽

しんでいる子達の姿が増えました。また、器用に

ひねったり、ねじったりしながら思いのままに形

を変化させて遊ぶ姿に、２学期にコーナー活動で

遊んだ頃よりも、指先が器用になっていて、活動

中に様々な成長を感じました。 

大太鼓と遊んだよ♪ 

 ～山地先生と音楽遊び～ 

目の前に現れた大きな太鼓！中がどうなっているの

か覗いてみようとネジを外して太鼓を分解！その様

子を「フラフープみたい！」「あれでも遊べそうやな

～。」と興味津々♪分解が終わり中を覗いてみると、

なんと大きな布が３枚も出てきて「なんで！？」「太

皷さん、食いしん坊やな～！」と大笑い。その後、太

鼓の中に顔を入れて匂いを嗅いだり、大きな声を出

し反響を感じたり、山地先生のピアニーの音を感じ

ながら、バチで叩いたりと、とっても楽しい貴重な体

験ができた子ども達でした。 



 

 

 

 

 

 

  

 道ばたに咲いているタンポポの黄色い花を見かけ、少しずつ春の訪

れを感じられる今日この頃。残すところパンダ組での生活も一か月を

切りました。少し心寂しい気持ちを感じながらも、年中さんへの進級

を今か今かと楽しみにしている子どもたちの姿に期待と楽しみが膨ら

むばかりです。 

 この一年間を振り返ると、６月の入園当初は大好きなお母さんと離

れる不安と寂しさから涙していた子どもたちも、お友達との関わりや

様々な行事を通して、表情にも笑顔が増え、心も身体もぐっと大きな

成長を見せてくれました。 残りわずかなパンダ組での生活も、一人

ひとりが元気に楽しく過ごすことが出来るように努めて参りたいと思

います。今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・卒園する年長さんにプレゼントを作ります 

・マークなしで自分の場所を探す練習をします 

 

 

 

年中さんに向けて！！ 

年中組からは、持ち物や座席など

のマークシールがなくなります。

そのため、少しずつ文字だけの状

態で、自分の物や場所がわかる練

習をしています。ぜひおうちでも

ご一緒に練習してみて下さい！ 

ひばり組やコアラ組のお友達と

の交流機会を設け、進級（クラス

替え）に向けての環境の変化を少

しでもなくすため準備をしてい

きます。 

「節分」豆まきをしました。 

 先月の節分のお話です。１月の末から、「あんな、もう少しし

たら幼稚園に鬼さんくるねんで。」と、子どもたち同士で話す姿

が。そこで節分の紙芝居や歌「♪まめまき」などをクラスみん

なで楽しむ中で、「鬼なんか僕がこうやって倒したる！！」と言

い合ったり、今か今かとその日が来るのを待っていました。そ

していざ、節分当日！豆入れに豆を入れ、意気揚々としていた

子達も、鬼が本当に現れると一瞬固まる姿も・・・。しかし、何

度もシミュレーションしていた子ども達！お友達とカいっぱい

声を出し、豆を投げ、勇敢に戦っていました。最後は「全然怖

くなかった～。」と言いながらも、今日も鬼さん来るかな？と数

日間ドキドキの子どもたちでした。 

 

  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。沢山の方々に作品を通して子ど

もたちの一年間の成長をご覧頂けてとても嬉しかったです。 

保護者の方と一緒にいる子どもたちの姿は、少し照れた様子もありましたが、「これはな～、こっちは

な～。」と自分から作品を紹介したり、お母さん方からの沢山のお褒めの言葉にもじもじ嬉し恥ずかし

い様子に、ほっこり温かい気持ちになると共に、改めて１つ１つの作品に子どもたちの思いや成長が

沢山詰まっていることを感じました。また後日、造形展では飾りきれなかった作品も作品袋に詰めて

お渡ししたいと思いますので、またぜひお家でも子どもたちとご一緒に作品を通して成長を感じて頂

ければ幸いです。 

 最後になりましたが、沢山の素材集めや絵の具まみれのスモッグや制服のお洗濯・・・。いつも子ど

もたちが楽しく、気持ちよく使えるようにご用意下さり本当にありがとうございました。 

 

一年間たくさんの素材集め、保育への 

ご理解・ご協力ありがとうございました！！ 

 

 

最終号 

パンダ組クラス通信 

 担任 葛木裕子 

ＰＡＮＤＡパワー 



 

 

 

 

 

 

少しずつ暖かい日が増えてきた今日この頃、春はもうすぐそこです

ね。早いもので今月のクラス通信で最終号となりました。 

この１年で、思い返すといろんな事がありましたね。初めは泣きなが

ら登園していた子ども達がいつの間にか毎日笑顔で過ごせるようにな

ったり、お友達と遊ぶ中で、譲り合う事がなかなか難しかった姿が、今

や「一緒に遊ぼう！」「これ使っていいよ～！」と声を掛け合いながら

遊ぶ姿に変わりました。他にも、ここには書ききれない沢山の成長を見

せてくれた子ども達。そんな子ども達と過ごした日々は私の宝物です。

残り１か月、毎日子ども達と一緒に全力で楽しみながら過ごしていきた

いと思います。どうぞ宜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 

・卒園する年長さんへのプレゼントを作ります。 

・みんなでいろんな物を並べて遊びます。 

 

 

 

造形展にお越しいただき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。造形展では、子ども達の作品

をたくさん見て頂けたことと思います。子ども達が出会った様々な物や出来事。そこから

生まれた様々な遊び。子ども達の発想力は本当にすごいですね。私も一緒にたくさん楽し

みながら遊ぶ日々でした。造形展当日は、保護者の皆様と一緒に作品を見て回る子ども達

は、少し照れもあるのかいつもと違う様子でしたが、「これ作ってん！」「これ見て～！」

と嬉しそうに話す姿を見て微笑ましい気持ちになりました。代休明けに造形展の話をする

と、「いっぱい褒めてもらったで～！」と自信に満ちた表情で教えてくれましたよ。 

 実践発表では、１時間もの間子ども達と一緒にお話を聞いて下さりありがとうございま

した。この 1 年、子ども達と一緒に取り組んできたことが伝わっていれば幸いです。コロ

ナ禍で制限のある中での開催でしたが、ご理解いただきましてありがとうございました。 

山地先生と音楽遊び♪ 

 先日の音楽遊びの時間には、音楽指導の山地先生と

一緒に遊びました。山地先生とは音楽会振りに会った

子ども達ですが、どうやらしっかり覚えていたようで

「山地先生と一緒にミックスジュース作ったやん

な？」「今日もジュース作るん？」と前日から楽しみに

していました。そんなワクワク気分で迎えた当日。ホ

ールに行くと大太鼓とキーボードが待っていました。

キーボードが奏でるメロディに合わせて体を動かし

たり、お友達と一緒にバチを使って大太鼓を演奏した

り、みんなでとっても楽しい時間を過ごしましたよ♪ 

鬼は外～！福はうち～！ 

 今年の節分は２月２日でしたが、園

では３日に鬼がやってきました。前日

にお家で豆まきをした子は「鬼なんか

全然怖くないで！」と自信満々。「鬼

おっきいんかな、、、。」と不安がる子も

いましたが、みんなで豆をもっていざ

運動場へ！鬼が現れてからは必死に豆

まきをしました。中には怖くて泣き出

す子もいましたが、みんなで精一杯頑

張って鬼は優しい心を取り戻し、一件

落着でした♪ 

ありがとうございました。 

 素材集めのご協力ありがとうご

ざいました。子ども達の遊びにた

くさん使わせていただきました！ 

 

 

コアラッキー 

☆ 
Days 

 

最終号 



ひばりっこの足跡 

 

 

 

 

 

 

  

 早いもので、ひばり組で過ごす生活も、残すところ１か月

となりました。 

 例年とは異なるスタートでしたが、今の皆だからこそでき

ることを、ひばり組２２人と全力で向き合い、突き進んでき

ました。最後の１か月も、皆と思い切り遊び、楽しい毎日を

過ごしていきたいと思っています！ひばりっこが自信を持

って、新しいクラスに飛び立てるように関わっていきます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひばり組クラス通信 担任 白岩千春       

最終号 

今月の主な遊び・活動 

・おいも鬼ごっこに挑戦します。・自分の顔を見て描きます。 

 

 

 

造形展 ありがとうございました。 

造形展にお越しいただき、ありがとうござい

ました。いかがでしたか？「恥ずかしかっ

た！」「すごい！ってほめてくれた！」と、と

びきりの笑顔で教えてくれた子ども達を見

て、良い時間を過ごしていただけたのかなと

感じました。形にならないものも沢山あった

と思いますが、「ここを拘ったのかな？」「こ

の部分面白い！」と子ども達が、どこを楽し

んで活動していたのかを感じてもらえると嬉

しいです。お家に作品を持ち帰った際に、ま

たじっくり見てあげてくださいね♪ 

伝えたいきもち 

先日、外遊びで何人かが鉄棒をしていました。一人は補

助なしで、逆上がりもできてしまうほど得意で、皆でそ

の子に「凄い！」と拍手を送る姿が。自分たちで、友達

を認めてあげる姿に感動しました。練習中の友達に「頑

張れ！」「もうちょっとこんな風にやって！」とアドバ

イスし、できた時には「おめでとう！」と抱き合って声

を掛け合う姿に、心の成長を感じました。思いを素直に

言葉にすること、伝え合うことは、まだ難しい時もあり

ます。しかし、友達に興味を持ち、関わろうとする成長

の一つと捉えながら、時には間に入って、友達同士の関

わりをサポートし、乗り越えていけたらと思います。 

山地先生と音楽あそび 

先日、音楽指導の山地先生と、音楽遊びを

行いました。音楽会に向けての取り組みで

何度か指導を受けているので、「あ～あの先

生か！」「楽しみ～～～！」と前日からワク

ワク♪ 始まってみると、皆の目の輝きがす

ごい！どんどん惹き込まれていることが伝

わります。ピアニーに触れてみたり、大太

鼓を叩いたり・・・大はしゃぎです。大太

鼓のネジを外し、中を見てみよう！とネジ

を外している時も、「（ネジが）取れた！」

という先生の一言でさえ、「ぎゃっはっは～

～～～！」と、椅子から落ちそうなほどに

大笑い！子ども達の笑顔を見て、このワク

ワクと笑顔が大好き！大切にしたい！と感

じました。来年度からも楽しみですね(^^) 

ポケットをたたくと・・・？ 

「ふしぎなポケット」という歌を皆

で歌っています。ポケットを叩くと

ビスケットが出てくるのですが、ビ

スケットだけでは物足らず・・・

「ケーキ！」「ピザ！」とリクエス

トまで(笑)そしてある日、「先生見て

て、魔法使える！」と言いながら制

服のポケットを叩くと出てきたもの

は・・・なんとマスク！周りにいた

友達も大爆笑！皆で真似っこしなが

ら遊んでいました。 

身の回りの整理整頓や、衣服の着脱、

食事等、自分のことは自分ですすんで

出来るように練習中です。お家でもぜ

ひ機会を作って頂けると嬉しいです。 

宜しくお願い致します。 

 

 


