
 

 

  

 段々と厳しくなる寒さに冬の訪れを感じます。あっという間に今年もあとひ

と月となりました。最近、折り紙遊びが流行り始めました。「こんな形の飛行

機折れるねん！」「家で教えてもらった折り方教えてあげる！」と、自分の知

っている折り方を友達に教えてあげ、紙コーナーが大人気になりました。大人

が折ったのかと驚くような丁寧な折り方や複雑な折り方をしており、指先が凄

く器用になりました。様々な遊びの中で心身ともに成長していける様、今月も

楽しい活動を行いたいと思います。どうぞ、宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

・紙粘土を使い好きな形を使ったり、色を混ぜ合わ

せたりして遊びます。 

・体育遊びの中でサーキットで年中らしい身のこな

しを身に付けたり、ルールのある鬼ごっこ(鍵鬼)

に繋げて、遊びます。 

先日、年長さんから、園で育ったとれたてのみかんをもら

いました。一人一つずつ食べてもまだまだ余っており、皮も

沢山出て来ました。「これ捨てるん？」「また色で染めたりし

ようよ！」と、以前の遊びを思い出し、やってみたいことが

沢山出てきた事が、私もとても嬉しく感じました。もちろん

同じ遊びでもよかったのですが、もう少し他にどんな遊びが

出来るか会話を進めていると、「ひよこ組の時にジャム作っ

たよ！」「みかんパーティーしたい！」と、色々な意見があ

り、まずはみかんの実と、皮を使い、ジャムを作る事になり

ました。作り方をお給食室へ聞きに行き、「材料なんです

か？」「簡単に出来ますか？」など、聞きたいことを聞きま

した。作っている時には、少しずつお部屋に甘い匂いが充満

したり、粘り気が出てくると、「なんか匂い変わってきた！」

「○○ちゃん混ぜてみ！硬くなってきた！」と、形や性質の

変化に自然と気付き、楽しむ姿がありました。「早く明日に

ならへんかなあ。」と、翌日のパンに付けて食べる事がもの

すごく楽しみな様でした♪ 

 

 

みかんジャム作りの時の会話にも出て来ました

が、１学期の野菜 BBQ からパーティーに興味を持

っていました。１０月には、お家でハロウィンパー

ティーをしたことを話す子が多く、星組でもパー

ティーがしたい！と話しています。食べる事は出

来ませんが、紙粘土に絵具を混ぜてマーブル模様

のクッキーを作ってみたり、「藍の花をドライフラ

ワーにしたものを混ぜて「藍の花のおにぎり！」

と、パーティーに使いたいものをコーナー活動で

作っています。今後は全体活動に取り入れて見た

り、スライムをゼリーに見立てたり、また実際に食

べられるものを作ったりと、パーティーについて

子どもたちと会話を進めたいと思います。 

 

１０月の事になりますが、延期なった遠足に行って

きました。事前に写真で見ていた SL スチーム号を実

際に見て、「これに乗れるの？」と、目を輝かせ、乗り

ながら汽笛を聞いたり、横を走る新幹線を見つけて興

奮したりしていました。石炭で動く事も知り、「黒い石

で動いてるん！？」と、驚いていました。館内では汽車

を下から除き、タイヤの大きさに感心したり、踏切を

渡れる場所では途中で踏切りが降り、挟まれたり(笑)

実際に切符を買って改札に通すところでは改札が透明

で、中の様子が見えていました。「こんなに早く切符動

いてたんや！」と、新しい発見もあり、とても充実した

一日でした。帰りのバス内では皆ぐっすりで、お家で

も沢山のお話があったのではないでしょうか？ 

       翌日、「お給食の時間まだ？」と、朝

からずっと給食の時間を楽しみにしていました。いざ

実食してみると、「甘～い♡」「これは大成功や！」「最

高すぎる！」と、自分たちで作ったジャムは何よりも

美味しかったようで、あっという間に完食しました。

「次はゼリーも作ってみたいなあ。」と、新しい事にも

挑戦してみたいようです＾＾ 

 

いつも素材のご協力ありがとうございます。最近、エプ

ロン、水筒等、身の回りの物が新しくなり、「これ新しくな

った♪」と、見せてくれる事が増えました。もう一度名前が

記入されているか、開け閉めや、脱ぎ着が自分で出来るか

を確認して頂けたら幸いです。宜しくお願い致します。 

 

にこにこ星 
１２月号 

  星組クラス通信 

担任：末吉奏絵 

お願いします 

 

今月の主な遊び・活動 

 

 

みかんジャム作り 

最高☺！！ 

パーティーがしたい！ 

京都鉄道博物館 



 

 

  

 つんとした冷たい空気にひんやりとした風、季節はもうすっかり冬で

すね。あっという間に時は過ぎ、今年も残りひと月となりました。雪組

の子ども達と過ごす日々もだんだんと少なくなっていることに寂しさ

を感じつつも、１日 1 日を大切に、そして楽しみながら過ごしていき

たいと思います。 

 今月はいよいよ音楽会！大好きなお友達と心を通わせながら、一生懸

命に取り組みます♪一段とたくましくなった子ども達の姿を是非感じ

て頂けたらなと思います。今月もよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

雪組クラス通信 

担任：村中千秋       

12 月号 

今月の主な遊び・活動 

・子ども達が出来る方法で脱穀やもみすりに挑戦した

いと思っています。 

・色んな気持ち、表情に注目して遊びます。 

 

 

集めた石で何しよう？ 

 宇宙の話がきっかけで出来た石コーナー。先日公開

した動画内でも登場しました。毎日、子ども達がたく

さんの石を集めていましたが、次第にその数はいっぱ

いに…。そこで、「みんなで集めた石をどうしよ

う？」と、子ども達に聞いてみました。すると、「遊

びたい！」とすぐに返事が返ってきました。そこか

ら、「どうやって遊ぶ？」「何がいる？」とたくさん考

えました。「それするんやったらもっと石集めなあか

んで！」「石以外にもこれいるで。先生用意して。」

と、自分たちで考え、遊びを考え、話を進めていく子

ども達の姿に感心し、嬉しくなった時間でした。 

お米が出来るまでって知ってる？ 

 お寿司屋さんコーナーが盛り上がりを見せる中、クラス

のお友達がお家で育てていた稲を持ってきてくれまし

た。それを見た子ども達は「これお米やろ～？」と興味

津々。その日の会話の時間には、稲を近くで見て、触っ

て、匂いを嗅いで…。「ご飯って白いのにこれは白くない

なあ。」とたくさんの発見がありました。そして、ある子

の「このままでは食べられへんねんで！」の一言から、

話はどうしたら食べられるのか、という方向に。「お寿司

にして食べたいなあ。」なんて声も聞こえてきました

（笑）子ども達と一緒に考えていきたいと思います♪ 

お寿司屋さんの開店です！ 

 集めた石をどうしよう？と話していた時に

でた案の１つが「お寿司屋さんごっこをした

い！」でした。石をご飯にして～と、イメー

ジがどんどん膨らんでいる子ども達と一緒に

早速準備！使えそうな石を集め、落ち葉や画

用紙も用意し、いよいよお寿司屋さんの開店

です！「たまご下さ～い。」「はい、お待たせ

しました～。」と役になりきって遊ぶ中、「こ

れもいるで！」と、空き箱を利用してガチャ

ガチャを作り出す子も。日常の光景をよく見

ているな～と思わず笑ってしまいました😊 

みんなで奏でるハーモニー♪ 

 1 学期から少しずつ触れてきたベ

ルとピアニー。最近は、この２つを

使っての合奏に挑戦しています。ピ

アニーは「レって何番の指やっけ

…？」と苦戦している子もいます

が、そこはすかさず「２番の指や

で！」とお友達がフォロー。教え合

いながら楽しく取り組んでいます。

ベルもお友達と一緒に奏でる綺麗な

音に心地よさを感じながら演奏して

いますよ。音楽会をお楽しみに♪ 

教えてください♪ 

 子ども達でも出来る脱穀やもみすりの方法、

お米の美味しい炊き方など、詳しい方、ご存知

の方いらっしゃれば教えていただきたいです。 
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Flowers time 

 

花組クラス通信 

担任：原口久代 

   

１２月号 

今月の主な遊び・活動 

・体育遊びでは鍵鬼をして遊びます。 

・パステルコンテを使って遊びます。 

 

 

耳たぶくらいの○○？ 

ホットケーキパーティーの数日後、小麦粉を使って粘土

を作ってみることに♪先生から教えてもらったのは、①水

と小麦粉を混ぜたらできること②耳たぶくらいの柔らか

さがちょうど良いの２つだけ。すると一斉に、自分の耳た

ぶをモミモミ…。続けて「グループのお友達と相談＆役割

分担してやってみよう！」と伝えると、「それだけかぁ～

い！」と突っ込んで腕まくりをし、やる気満々の子ども達

♪ヒントが少ないからか、「どれくらいにする？」「ちょっ

とずつ入れて。」「はい！ストップ！一回混ぜてみよう…全

然お水足りない。」とどのグループも慎重で、意外な姿に

思わず笑ってしまう先生。（笑）どんどんお水を足して混

ぜていくと「わぁ～めっちゃ気持ちいぃ。」「パンの匂いす

る♪」「ゾンビみたいな手になった～！」等と小麦粉で覆

われた手を見せて大はしゃぎ♪丸めて、伸ばして、ひねっ

て、ちぎって感触の変化を感じ、お水を足したり、粉を足

したりして、料理感覚を楽しみながらも、自分の好みを追

及する子ども達。「ホットケーキ」「ピザ」「餃子」…と色ん

なものを作って楽しんでいました。そして活動後、小麦粉

粘土をどうしたいかを聞くと「ラーメン作りたい。」「色着

けたい。」「いろんな形を作ってみたい」という意見が出て

きました。どれもやってみたいということで順番に試して

みることに決定(^O^♪)つづく 

ドンドン！コロコロ…びよ～ん♪ 

小麦粉粘土で麺作りをすることに♪する

と、「うどん作る時に足で踏んで作ったよ。」

と自分の経験を話してくれた子がいまし

た。「足でやってみたい♪」と皆、裸足にな

ってドンドン！ふみふみ・・・。「めっちゃ

楽しい♪」「ジャンプしてもいい？」と大は

しゃぎ♪その後、手でこねたり、伸ばしたり

して、出来上がった麺を沸騰したお鍋の中

に入れると…「わぁ！太くなった！」と麺の

太さや大きさの変化にびっくり。また、お湯

から取り出してしばらくすると「あれ？固

い。柔らかくなると思ってたのに。」と予想

外の感触に「なんで？」と首を傾げる子ども

達。その感触は…その後どうしたのか・・・

ぜひ子ども達に聞いてみて下さい(^^) 

 

何角形？ 

色んな形の名前を知り、形への関心が広がっ

てきた花組さん。今回は紙帯で遊びました。何度

も折って、端と端を貼り合わせると、「五角形で

きた！」「あれ？また五角形になった。」「今度は

八角形作ろう♪何回折れば…。」と口々に話しな

がら、折りながら数えたり、形が出来ると角の数

を数えたり。折る回数を変えると色んな形が出

来ることを知り、夢中になって遊んでいました。 

 

 園庭に広がる落ち葉の絨毯。子ども達は、「きれいな葉っぱ見～つけた♪」

と落ち葉を集めて束ねたり、並べて見立て遊びをしたりと、葉っぱの色や形の

重なりを楽しんでいます。また、最近は小麦粉粘土からカビが生えてきたこと

で、カビに興味を示し、「なんで色んな色があるの？」「なんで形が違うの？」

「もっと置いてたら色がいっぱいになって、繋がって虹になるかも(^O^)！」

「このまま置いとこう！」とカビの観察が始まりました。（笑）子ども達の発

想と展開は、面白く、微笑ましいのですが、今回ばかりは、一緒に観察をする

度に「(;O;)！」と身震いがします。いったいどうなるのでしょうか…。 

さて、今月は音楽会に遠足、クリスマス会と楽しい行事が盛り沢山です。今月

も色んなことを経験していく中で、感じること・気付くことに皆で耳を傾け、

一つひとつを大切にしていきたいと思います。今月もよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 



舞い散る枯れ葉や冷たい風に、本格的な冬の訪れを感じるこの頃。

寒さが厳しくなって参りましたが、皆様はお変わりありませんでしょ

うか。最近の鳩組ではある変化が起こりました。それは朝のコーナー

活動での姿です。運動会が終わってから、段々と子ども達同士の関わ

りが深まり、落ち着いてやりとりを楽しむ姿が見られます。以前と同

じ汽車コーナーでも、お友達と会話を繰り返していくことで遊びもさ

らに深まり、お部屋の中が温かく柔らかい雰囲気に包まれているよう

に感じます。さて、今月は音楽会がありますね。楽しみ、面白がりな

がら取り組んでいますので、ぜひ楽しみにしていてくださいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pigeon の vision 

 
鳩組クラス通信 

担任 鈴木望      

12 月号 

今月の主な遊び・活動 

・素敵なお空のお話を大きい画用紙いっぱいに描いてみます。 

・折り紙で繋ぎ模様を作って遊んでみます。 

 

 

 

＊はっけよーい…のこった！* 

 今、お外遊びでみんなが夢中な遊びは相

撲！お友達同士の関わりが好きになって

きたということと、体育的な観点から、押

し合いができる遊びということで子ども

達に提案をすると、そこから毎日のように

繰り広げられている相撲遊び。相撲をする

為の環境も自分たちで作ります。「今日は

一回だけ勝った！」と勝ち負けを楽しむ

姿、負ける事も悔しい気持ちを経験する場

になっているようです。 

    *パラシュート、飛べるかな* 

 みんながそれぞれに作ったパラシュートで、お空を

飛んでみたい！という話から実際やってみる事にし

ました。「ほんまに飛ばれへんかったら危ないから初

めは少しだけ高いとこからにしよう。」と話が出て、準

備から始めます。実際やってみると、「これやったら絶

対お空行けるわ！！」「もうちょっと風さん来てくれ

たら飛べそうやな…？」となんとも微笑ましい会話が

聞こえてきました。 

    *はしごを登ってから…？* 

 先日のビデオ参観でも紹介したはしご作り。

コーナー活動でもはしご作りが進んでどんどん

長くなっていっています。ある 1 人の子どもが

「はしご登ってお空に行ったら帰ってくる時ど

うするの？」という疑問から新たに会話が広が

ります。様々な話の末、みんなで空から帰る為の

パラシュート作りへと発展していきました。材

料や作り方も相談して、実際に作ってみます。完

成したパラシュートで「次は飛んでみたいな♪」

と思いを膨らませました。 

     *バチ、楽しいね* 

 音楽会でも演奏するバチ。子ども達は

コーナー活動でも遊ぶほど大好きなも

のの一つです。色んな音符ちゃんの長さ

に親しみを持ちながらリズム遊びを楽

しんでいます。バチの持ち方にも子ども

達は注目していて、「かっこいいバチの

持ち方、できるから見といて！」と持ち

方のルールも楽しみながら、そしてかっ

こよくできる自分に自信を持つ事がで

きるようになっている事にもとても成

長を感じますね。 

お願いします 

 お箸タイムを引き続き行っています。引き

続きおうちでも一緒に練習お願い致します。 

 



葉っぱっておもしろい！ 

お花のプロジェクトから、葉っぱや根っこ、茎、

花びらなど植物のいろいろな部分にお話が広がっ

ています。実際に自分たちで集めてきた葉っぱを見

て、触って感じることで、色が同じでも形が違うか

ったり、大きさが同じでも模様が違うかったりと、

様々なことを発見できました      

 

 

  

 早いもので今年もあと１か月となりました。空組さんに出会った当初の

緊張した姿を思い返すと、子どもたちの関わりを通して、ちょっぴり甘え

ん坊な一面のありながら身も心もすっかりお兄さんお姉さんになったよう

に感じます。そして今月は音楽会ですね♪運動会でクラスのみんなと力を

合わせる楽しさを感じられるようになった子どもたちと、今度は３クラス

で心を通わせ、音を合わせる心地よさ、ハーモニーを感じながら楽しんで

いきたいと思います！今月もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

・役割を意識し音やリズムを感じながら音楽

遊びを楽しみます。 

・コーナーなどでごっこ遊びに必要なものを

自分たちでイメージして描いたり作ったり

します。 

・お花のお話から色々な遊びを広げてみます。 

 

繋げてみよう！ 

ある日、素材として置いていた紐を廊下に持ち出して

は飾りつけ、を繰り返していたお友達がいました。周り

のお友達も「パーティーみたいやん！」と楽しそうに遊

んでいました。それをきっかけにもっと長～く沢山繋げ

られるものはないかと、保護者の方々から頂いた「布」

をジグザグに切ることで長いひも状になったものを用

意し、つなげ遊びをしてみました。「一つ結び」に挑戦す

る姿や、お友達と繋げ合わせてどんどん長くなるのをと

ても喜んでいました♪ 

 

バチ演奏では、子どもたちが大好きなお給食に

乗せた言葉遊びを交えて遊んでいます♪「お給食を

食べる時はどんな音？」と会話をしてみると、「モ

グモグ」「カリカリ」「パクパク」。その他には「フ

ォークとお箸も音なるで！」と、「カチャカチャ」

「サリサリ」など、様々な擬音を思い浮かべたよう

で、それを音符ちゃんにあてはめながらリズミカル

に楽しく演奏する姿はとても微笑ましいです       

様々な楽器に触れよう！ 

11月からはベルやピアニーに触れて遊んでいる

ところです。音楽指導の山地先生と３クラス合同で

合奏してみると、合図をしっかりと見極めて演奏し

ている姿や、隣のお友達を意識しながら演奏してい

る姿や、音を鳴らす部分の語呂合わせをお部屋でも

口ずさんでみたりする姿があり、ベルとピアニーの

役割を意識しながら楽しんでいます♪ 

 

 

 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。

不要な雑巾、ペットボトルがありましたらご協力よろしくお

願い致します。また現在、お花のプロジェクトから種のお話

に関心が広がっています。もし不要なもの、余分なものがあ

りましたら、どんな種類でも結構ですので、保育に使わせて

頂けると嬉しいです。 

 

Bluesky 

１２月号 
空組クラス通信 

担任：長谷川衣里 

言葉遊び♪ 

 

お 願 い し ま す 

 

今月の主な遊び・活動 

 

 


