
 

 

  

 朝晩はぐっと冷え込むようになり、気づけば今年も後１ヶ月となりまし

た。光組の子ども達は遊びと音楽会の練習に熱中しながら取り組んでいま

す。演奏することや歌うことに楽しさを感じているようで、「今日はここ

まででおしまいにしようか。」と声を掛けると、「もう１回！」とやる気を

漲らせる子も多く、子ども達の「やるぞ！」という気持ちや「見て！」と

いう表情を見ると、わたしも心踊ってしまいます。ピアニーにまだまだ苦

戦する子もいますが、「みんなと音を合わせる」という気持ちで頑張って

います！ぜひ、音楽会を楽しみにしていて下さいね。 

・音楽会に向けて気持ちを込めて歌ったり、みんなと 

音を合わせる心地よさを感じながら演奏します。 

・様々な匂いを嗅いでイメージした色を作って遊びます。 

 

スパイス色々♪ 

 ブッタさんがインドの王子様だったことを知ってか

らインドという国に興味を持った子ども達。インドの

言葉や食べ物、暮らしについてお家で調べてきてくれ

る子もいました(^^)その中でインドのカレーについて

話をすると、「スパイスって何！？」「どんな味？どん

な匂い？」とわくわくした様子で話を聞く姿がありま

した。そこで、実際にターメリックやコリアンダーな

どのスパイスを見せ、匂いを嗅いでみることに。 

初めて嗅ぐ香りに子ども達は顔をクシャクシャにしな

がら、「くっさーー！」と驚いた表情でした。色々なス

パイスを嗅ぐうちに、「これは好きかも。」とお気に入

りのスパイスを見つける子もおり、「自分でいろんなス

パイスを混ぜてみたい！」、「葉っぱとか潰してスパイ

スを作りたい！」と、やってみたい遊びも見つけたよ

うでコーナー遊びでの広がりも見られそうです(^^) 

 

「昔の暮らしごっこ」をテーマに１学期から洗濯や

編み物、染遊びをして遊んできました。まだまだし

てみたいことが沢山あるようなのですが、最近子ど

も達が夢中になっているのが昔のおもちゃです。お

手玉やけん玉、コマなど、どれも力加減や集中力が

いる遊びですが、何度も何度も遊ぶうちに少しずつ

上達する姿が見られるようになりました。お手玉を

２つ持って投げながらキャッチする技を習得した

子も現れ、「すごいだろ！」と言わんばかりのニヤリ

顔には自信がみなぎっていました。 

たか～～～～～～～～い建物！ 

遠足で大仏殿を見たことをきっかけに積み木で大仏殿を

作るようになった子ども達。毎日のように積み木で作っ

た大仏殿を見せてくれていました。最近では積み木だけ

でなく、紙や割り箸を使って作ってみることにも挑戦し

ています！作っているうちに、「タワーに見えてきた！」 

「めっちゃ高くして百重の塔にする！」と、イメージが膨

らんでいき、どれだけ高くできるか挑戦するなど、遊び込

む様子が見られます♪ 

インドの言葉で何て言うの？ 

インドでは、「おはよう、こんにちは、こんばんは。」全

部が「ナマステ」という事を知ると、「え！なんで全部

同じなん？」、「インドの人は朝とか夜とかあんまり分

かれへんのかな？」と日本とは違う言い方や言葉に不

思議さを感じたようです。言葉に注目するようになる

と、「これはインドの言葉で何て言うの？」と、たくさ

んの気になる疑問も生まれたようで、お部屋のホワイ

トボードに書かれているインドの言葉をじっと見つめ

る姿をよく見かけます(^^)最近では帰りの際に、「ピル

ミルテ（またね。）」と言いながら帰る子もいますよ♪ 

ご家庭で不要な割り箸があれば持たせてあげて欲

しいです。建物作りの材料に使いたいと思います。 

光の言葉 
１２月号 

  光組クラス通信 

担任：上野 絢子 

昔のおもちゃ 

 

お願いします 

 

今月の主な遊び・活動 

 

 



 

 

  

日の長さが短くなり、すっかり冬の季節へと移り変わりましたね。今年もあ

と一カ月となりました。先月、子どもたちが小学校に就学前検診を受けに行っ

た時のお話を聞かせてくれる様子がありました。そんな話をきいていると、小

学校に入学することへの期待も感じていえるようで、時の流れがあっという

間に感じ、私自身寂しさをも感じられます。そして、今月は子どもたちと一緒

に作り上げる大きなイベント音楽会があり、毎日取り組んでいるところで

す！お家でもメロディーを口ずさむ様子やお話はありませんか？ぜひ楽しみ

にしていてください♪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 

・石に顔のパーツを描いて遊んでみます。 

・石の大きさの違い、色の違いを使って並べて遊びます。 

・グループに分かれて彩色文字を楽しみます。 

 

 

大仏様に実際に会ってみると？ 

「わくわくしてきた～！」と、楽しみに向かった奈良

公園。バスを降りると街の雰囲気を感じ、「忍者がお

りそうな所やな～。」と足を進めていくと、シカも迎

えてくれました。東大寺に着くと、周りには子どもた

ちより大きい物が沢山建っており圧倒されていまし

た！子どもたちの目線だからこそ気づけることもあ

り、その中でも大仏様の手のポーズや、指の傾きなど

同じようにやってみる様子や、それぞれの像の表情

の違いをお話する様子も。また、「金色のピカピカ光

っているものはなんやろ？」と行ってから気になる

ことも出てきて帰ってきてからも、感じたことを伝

え合いました。 

さらさら？こなこな？くすり？ 

砂時計のさらさらの砂作りから、園庭に落ちて

いる葉っぱでも「さらさらなるかな～？」と拾っ

た落ち葉をすり鉢で潰しながら遊んでみると「見

て～！緑の粉々になったよ！」「これお薬にできる

かな？」とお部屋に戻ってからも続きを楽しんで

いると、園長先生から「今度ハーブもあげるよ

～！」と声を掛けてもらい、一緒に園内を探検！

いろいろな木や植物の名前を知ることができまし

た。中には香りの違いを話す姿もあり、子どもた

ちとどのように使いたいか話し合って、遊びに活

用していきたいと思います。 

かおってなんであるのかな？ 

いろいろな像の顔の表情についてお話を

していると「大仏様は眠そうな顔やな～。」

「なんでなんやろ～？」「仕事疲れたからち

ょっと休もうって思ってるんかな？」などそ

の時の感情まで考えられたり、「顔ってなん

であるんかな？」と子どもたちに問いかけて

みると、「ないとお話できないやん！」「誰か

分らんくて透明人間かな？って思っちゃ

う。」といろいろな視点で会話が盛り上がり

ました。 

そんな子どもたちと話したことが、なんと音

楽会のオリジナルソングになって、今歌って

いるところです♪ 

大きい・小さい 

アトリエの前に飾ってある 

石を見てふと、「これって 

上の方はさらさらになってそうやな～！」と触

ってみる様子がありました。また、収穫したみ

かんを他の学年にも奇麗に拭いて分けてあげ

ようと、集めている時には、大中小に分けて「こ

れは～年少さん用でこっちは年中さんで・・・」

大きさ別に分けていました。一学期、ビワの葉

っぱの大きさを図ってみたりもしましたが、１

学期とは違った大きさの比較や規則性を見つ

けて面白がっているように思います。 

一本松 

１２月号 

松組クラス通信 

担任：久保果穂 



 

 

 

 

 

 

 

 

 寒い日々が続いていますが、今月も子ども達は元気いっぱい園庭を 

駆け回って遊んでいます。今月はついに音楽会もあり、子ども達は

「後何回寝たら音楽会？」「ワクワクしてきた。」と心待ちにしている

ようです。子ども達と音楽会に向けて話をしていると「年少やった時

は泣いててん。」「年中の時のベルも楽しかったけど緊張してん。」とこ

れまでの音楽会のことを振り返っている子もいました。きっと保護者

の皆様も年少の時からの子ども達の姿を思い出されることだと思いま

す。自信を持って舞台に立つ子ども達の姿を見ながら成長を感じて頂

ければ嬉しいです。今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

竹 組 物 語 

竹組クラス通信 担任：高柴菜都乃       

１ ２ 月

号 

今月の主な遊び・活動 

・飛び出すカード作りに挑戦したり、絵本作りをしたいと

思っています。 

・茶葉を使ったクッキー作りを実現させたいと思います。 

 

 

 

 どんなかお？どんなきもち？ 

奈良公園の大仏を見て「なんで眠たそうな顔して

るんかな？」「怒ってる？」と大仏や像を見て表情

から気持ちを考えていた子ども達。そこで、色んな

写真を見てどんな気持ちか話し合ってみました。 

例えば太陽の塔の写真だと、「真ん中の顔は空に

飛びたいのに飛べなくて悔しんでる顔。」に見えた

ようです。オーギュスト・ロダンの代表作でもある

「考える人」の写真を見ると、「頭が痛くて苦しい

からこんなポーズしてるんやと思うねん。」など色

んな見え方があり､皆も「なるほど！本間にそんな

風に思ってそうやな。」と大盛り上がりの時間でし

た。また別の日には丸いタックシールを使って顔を

作って遊びました。作るだけでなく、完成した顔を

みてどんな顔なのか、どんな気持ちなのかも考えて

みました。皆の完成した作品をどんな気持ちか当て

るクイズにして発表すると、「こんな人ほんまにお

りそうやな。」「確かに！」と何枚も作った子いまし

た。子ども達の想像力や表現力の育ちもグンと見ら

れた機会でした。 

 

 

墨を使って大仏様を描きました！ 

実際に大仏や像を見た子ども達は大仏様の冠や

服の模様に特に注目していました。「私やったらこ

んな柄がいいな。」と話す姿もありました。そこで

今回は初めて墨を使って大仏様や像を描いてみま

した。年長さんになると今まで以上にこだわりを

持って細かい所まで丁寧に描いていたり完成した

作品のお話を聞いてみると、「大仏見た時、冠の中

にも小さい人おったからそれも描いてん。」等子ど

も達の観察力にも感心しました。墨の濃淡も面白

がっていました。素敵な冠や衣装を身につけた素

敵な大仏様になりました。 

ナイスアイデア！ 

工作が大好きな子ども達は毎日紙コーナーで制作に

夢中です。完成すると見せに来てくれるのですが、

その中でも面白い！よく見てるな～！と思うことが

多いのでクラス通信を通してこれから発信していけ

ればと思います。今月の『ナイスアイデア』はこち

らです↓ 

ＤＶＤプレーヤーだそうで、こだわりポイントはＤ

ＶＤを入れる隙間もピッタリになるように工夫して

作っていました。周りの皆も本物やん！と驚いてい

ました。 



 

 

 

 

 

 

 

ドイツの飛行機おもちゃ？！ 

ミニ遠足後のある日、園長先生にとあるおも

ちゃを見せてもらいました。それは木製のおも

ちゃで、上下に揺られるとプロペラと翼が動く

飛行機のおもちゃでした。自分達が見てきた飛

行機とは違い、エンジンやパイロットが剥き出

しでどこかレトロ感のある佇まいに子ども達は

興味津々です。なんと梅組に貸してもらえるこ

とになったので、早速保育室の真ん中の天井に

引っ掛けて飾りました。周りに青い画用紙を貼

って空にしよう！という子も 

いたりして、早速新しい遊び 

を考えているようでした＾＾ 

一緒に考えてみませんか。 

子ども達の周りには色々なコンテ

ンツで溢れています。その中には過

激な言動や暴力的な描写のあるもの

も含まれます。最近エンターテイメ

ントと現実の境界線が曖昧になっ

て、テレビの中の世界をそのまま真

似して悪気なく友達を傷つけてしま

うことが起こっています。むやみや

たらに、過激な描写があるもの全て

を取り上げる必要はないと思います

が、それらをきっかけに人や生き物

の命について考える機会を作ること

は大切だと思います。影響を受けや

すい今の時期だからこそ、一度立ち

止まって、本当に大切にしたいもの

を子ども達と一緒に考えてみてもい

いのではないでしょうか。 

 

今年も残り 1ヶ月。皆様、今年はどんな一年をお過ごしでしたか？ 

遊びの中で生まれた疑問を元に様々な活動にチャレンジしてきた子

どもたち。「楽しい」や「好き」がきっかけでたくさんの学びがありま

した。来年も、より多くの学びがありますように、クラスみんなでい

ろんな遊びにチャレンジしてみたいと考えています！今月もよろし

くお願い致します。 

梅とウグイス便り 

 

今月の主な遊び・内容 

・空から見た俯瞰図や地図、イラストを元に地図作りをして 

みたり、オリジナルのストーリーを考えたりしてみます。 

・新しいルールの鬼ごっこを通して勝ち負け遊びを楽しみま

す。自分の役割を理解して、友達と協力して臨みます。 

梅組クラス通信 担任 田中祐太      

12月号  

 

音を合わせよう！ 

今月はいよいよ音楽会がありますね。子ども達は気

合い十分です。少し時間があればピアニーを持ってウ

ッドデッキに飛び出して、青空の下、友達と一緒に肩

を並べて練習を楽しんでいます。年長ならではの鼓隊

やオリジナルソングの準備も着々と進んでいます。

「音楽の練習」ではありますが、あくまで遊びの一つ

として楽しんでくれているようで、楽しそうに練習に

励む姿がとても微笑ましいです。当日は、きっと緊張

もあるでしょうが、友達と音を合わせる楽しさややり

切った達成感もみんなで共有出来たらいいなと思っ

ています。皆さんも楽しみにしていてくださいね＾＾ 

ミニ遠足に行ってきました！ 

 クラスみんなで幼稚園バスに乗って、八尾空港に

ミニ遠足に行きました。到着したその瞬間に、ヘリコ

プターの着陸を目にして大興奮！子ども達は大喜び

です。滑走路や格納庫の飛行機やヘリコプターをじ

っくり観察したりスケッチしたりしながらのんびり

時間を過ごしました。滑走路の広さや、ヘリコプター

の離着陸の音や風に驚きながら、楽しみにしていた

ミニ遠足を堪能していました。変な形の建物（管制

塔）の存在に気づく子もいたりして、疑問と驚きでい

っぱいの 1時間でした。あっという間でしたがみん

なとても満足そうで、「面白かったねぇ」と顔を見合

わせて話す姿がとても可愛らしかったです＾＾ 



 

 

 

 

 

 

  

日が落ちるのも随分と早くなり、澄んだ冷たい空気に冬の訪れを感

じます。皆様お変わりありませんか。今年も残すところあと 1 ヶ月

となりました。今は、音楽会に向けての練習真っ最中。一人一人の子

どもたちの真剣な表情を見ていると、ぐっとお兄さんお姉さんになっ

たなと感じます。本当に毎日たくさんのことを吸収しながら成長して

いっています。今月は、音楽会や懇談会で直接お会いできる機会もあ

るので楽しみにしています。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜の詩
うた

 

桜組クラス通信 担任 柴田沙耶      

12月号 

今月の主な遊び・活動 

・音楽会に向けて他クラスと気持ちを一つにして、大勢の音が合

わさる心地よさを味わいます。 

・集めた自然物を使って出来る遊びを考えやってみます。 

 

 

 

自分たちのオリジナルソングが出来たよ！ 

年長組になってからも、ふとしたときに口ずさ

む子がいたくらい記憶に残っていた、昨年度のオ

リジナルソング。ついに自分たちで考える番がや

ってきました！『顔・表情』をテーマに、いろい

ろな人のあらゆる場面を思い浮かべお話してみま

した。歌うことが大好きな桜組さんですが、今回

は自分たちで作った特別な歌。「自分たちの言葉が

詰まった歌にどんな気持ちを込めたい？」と大事

に歌い育てていけるといいな、と思います。 

ぜひ楽しみにしていて下さいね。 

鼓隊演奏に挑戦！！ 

 年長組での音楽会では、鼓隊演奏も見所です。大

太鼓、中太鼓、小太鼓、シンバルとどの楽器も魅力

的で、初めて太鼓の活動の日は、思う存分触れて鳴

らしてみることを楽しみました。ただ、座って演奏

するのと立って演奏するのでは大違い。楽器を身に

付けていざ立ち上がってみると、思わず「うわっ」

と声が出ていました。予想していたよりも力が必要

だったようですが、迫力満点の音が揃ったときの気

持ちよさは、言葉に表現できないくらい大きな達成

感です。本番でも格好いい姿を見てもらいたいとい

う思いで、頑張って練習しているので、応援してあ

げて下さいね。 

文字で遊ぼう♪ 

１学期から文字ノートでひらがなを書く練

習をしたりもしてきていましたが、小学校に進

学したときにスムーズに読めたらいいなとい

う思いで、改めて文字をいろいろな遊びに取り

入れています。文字数や枠組みを決めてしりと

りをしたり、朝の会では、名前カードを作って

お当番さんに呼んでもらったりして遊んでい

ます。何気なく言っている言葉も音の響きが似

ていたり、リズムが同じだったり、そこから新

しい遊びが見つかることもあるんです！ 

八尾空港に行ってきました。 

 ミニ遠足として八尾空港に出かけ

しました。プレイタイムをきっかけ

に、日本と海外を繋ぐ乗り物として

以前にもお話していた飛行機やヘリ

コプターを、とても近い距離で見学

することが出来ました。飛行場で働

く人の姿や、機体をサポートする車

も見ることが出来ました。写真など

で見るのとは違って、エンジン音や

風の勢いなど本物ならではの迫力を

感じることができ、大興奮でした！ 

お願いします 

たくさんの自然物が集まってい

ます。お家でもどんな遊びが面白

いか一緒に考えてみて下さい！ 



 

   秋の木々の変化を楽しんでいるうちに、あっという間に季節は冬へと

進んでまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。最近は音楽会に

向けての活動も増え、音楽を体全体で感じています。「音楽会でお客さ

んに素敵な演奏を」という思いを持った子もいますが、まずは「音楽っ

て楽しい！」「みんなで演奏するのって良いなあ。」と感じて貰えるよう

に日々私たちも考えながら接しています。特に年長さんならではの鼓隊

は、見た目や、ぴりっと年長さんらしいメリハリが子どもたちは嬉しい

ようです。ぜひ当日を楽しみにしていてくださいね！ 

 

 

 

 

 

Tsubakindergarten 

 
椿組クラス通信 
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今月の主な遊び・活動 

・子ども達と会話をした表情・顔の面白さや考えを 

歌にしたオリジナルソングを歌います 

・ボールを使って勝ち負け遊びを楽しみます。 

 

 

 

ミニ遠足 

先月は八尾空港にミニ遠足に行ってきました。到着す

るや否や子どもたちの近くからヘリコプターが飛び

「すごーい！」と大興奮でした。（大人もその近さに

思わず声をあげてしまう程でした笑）その後も次々と

セスナやヘリ、はたらく車が現れ、４０分ほどの時間

はあっという間に過ぎました。見ていた場所には、ほ

ぼ人はおらず、じっくりと見れたことで、スケッチす

る際には、自分が面白いなと思ったところや見たもの

の特徴がよく表れていました。園に帰ってから、空を

見上げるとヘリコプターが。子どもたちは「絶対八尾

空港のやつやな。」と嬉しそうに見ていました。 

音楽会に向けて 

先月から音楽会に向けての活動が始まりました。子どもたちは合奏

や鼓隊、言葉遊びと歌を楽しみながら取り組んでいます。自分が鳴

らしたいように鳴らすだけでなく、【周りの音を聴いて合わせる】

ことを目標にしている年長さん。ピアニーをコーナーの時間に何人

かが練習していると、自然とタイミングを合わせて演奏し始める子

がいて「すごい！ぴったりあってるね。」と言うと、嬉しそうに顔

を合わせながら「だって仲良しやもん。」と。楽器を演奏するのに、

得意な子や苦手な子、個人差はあります。が、得意な子が苦手な子

に教えたりしながら、みんなで頑張っています。この機会で音を合

わせることの楽しさや難しさをしっかり感じてほしいです。 

判定ではなく折り合いを 

日頃から何か困ったことがあると、子ども

達とどうしたらいいか話し合うことを大切に

過ごしているのですが、ある日２人の子が給

食前に「ちょっと困ったことあったから二人

で話してきていい？」と。部屋の隅に座りなが

ら話しているのを横目に私は配膳をしていた

のですが、数分たつとにこにこで帰ってきま

した。「解決した？」と聞くと「ちゃんと話し

しててんけど２人で顔見てたら笑えてきても

やもやなくなった！」と。自分たちで折り合い

をつける姿に成長を感じた一瞬でした。 

生き物係 

新しくヤモリの「つばきちゃ

ん」がやってきて、カニ２匹、

ヤモリ１匹と過ごしています

が、新たに生き物係という係

が出来ました。餌を挙げるこ

とと、元気かどうかのチェッ

クが係の仕事です。「今日は何

曜？○○グループさん生き物

係やで！」と声を掛け合いな

がら取り組んでいます。 

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。引き続きよろしくお願い致します。今後、造

形素材としてではないものを、園へお持ちいた

だく際は、一言知らせて頂けると幸いです。 


