
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 園庭の木々から色づいた葉が舞い、子どもたちも落ち葉集めに夢中で

す。また一歩冬へと季節が進みましたが、皆様お変わりありませんか？

先月は、園庭で穫れたみかんやザクロをみんなで味わいました。初めて

のザクロに「粒々ちっちゃ！」「リンゴみたいな味や。」みかんは「あまー

い♡」「ちょっと酸っぱい。」などそれぞれに味わいながら、見て気づいた

こと、匂い、味、五感で感じたことを言葉にしていました。 

今月は子どもたちにとって初めての音楽会もありますね。『練習』では

なく、楽しみながら遊びを通してリズムが自然と身に付いたり、子ども

たちが「またやりたい！」と思えるような内容になっているのではない

かと思いますので、楽しみにしていてくださいね。今月もどうぞよろし

くお願いいたします(^^) 

 

 

 

 

 

 

 

はっぴー☆ 

 

うさぎ組クラス通信 

担任 髙石晴香      

１２月号 

今月の主な遊び・活動 

・じゃまじゃまマンでは、グループごとに鬼の経験をしてみます。 

・音楽遊びでは、音を聴き分け、イメージを広げながら表現する

ことを楽しみます。 

 

 

ありんこアリーにキャンディーを 

 参観動画でもご紹介したレゴの車から出てきたアリ

さん。ある絵本をきっかけに、みんなは「アリー」と

呼ぶようになりました。いなくなってしまったアリー

をもう一度穴から呼ぶために、油粘土で作ったキャン

ディーを置いてから数日後。なんと！本当にアリーが

うさぎ組のお部屋に帰ってきました！一匹だけでした

が、以前のアリより一回りほど大きなアリーを見て、

「みんなのキャンディー食べたからおっきくなったん

や！」「ほんまに来てくれた～！」「キャンディー作戦

大成功！！」と大喜びのうさぎ組さんでした♡ 

おにぎり先生じゃまじゃまマン！ 

 「じゃまじゃまマン」という名前をお家で聞いたことは

ありませんか？鬼ごっこの導入遊びで、進行方向でマット

の上を横に行ったり来たりしながら待ち構え、邪魔をして

くる「じゃまじゃまマン（鬼）」にタッチをされないよう

に走り抜けます。ただ走り切るだけではなく、鬼の動きを

見ながら走り抜ける、駆け引きを楽しむ遊びです。ルール

があり難しいところもありますが、少しずつ理解をしなが

ら、ルールを守って遊ぶと面白い！と感じられるようどん

どん遊びを展開していきたいと思っています。 

アリー救出大作戦 

 その後また姿を消したアリー。「どこに行

ったんだろ？」と尋ねると、「買い物に行っ

てるんかな？」「穴の中のお家で寝てるんか

な？」「もしかしたらお家の奥に行き過ぎて

出れなくなったんかも…」と子どもたち。

「どうやったら出て来れるかな？」とまた

尋ねると「甘いもの食べたら、パワーアッ

プして身体がおっきくなって出て来れると

思う！」ということで、またパワーアップ

できるものをみんなで考え、アリー救出大

作戦を決行します！笑 

お医者さんコーナー 

注射や体温計などがある新しいコーナ

ー。初めは数に限りのある玩具を取り合

いトラブルの連続でしたが(笑)少しずつ

「次、注射貸してね。」などのやり取りを

先生と一緒にしながら、順番に使えるよ

うになってきました。今ではぬいぐるみ

を持ったお友達が「お腹が痛いんです。」

とやってくると「注射しまーす！ブシュ

ッ」「痛―い！」のやり取りが微笑ましく

行われています。 

お願いします 

いつも素材のご協力ありがとうございま

す。今月も不要な空き箱や毛糸などがご

ざいましたらよろしくお願い致します。 

 

らびっつ 



 

 

  

 

 すっかり風が冷たくなり、冬の訪れを感じられる今日この頃ですね。体調も崩

しやすい季節の変わり目、皆様お変わりありませんでしょうか。子どもたちは冷

たい風も気にせず、走り回ったり体をたくさん動かしてはセーターを脱いでとて

も元気に過ごしています。 さて、今月は音楽会がありますね。最近は遊びを通

して色んなリズムや楽器に触れて楽しんでいます。年内最後の月、子どもたちに

とって楽しい思い出となるよう、そして気持ちよく新たな年を迎えられるよう過

ごして参りたいと思います。今月もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

・様々な楽器でリズム遊びをしたり、みんなで一緒

に歌ったり楽器遊びを楽しみます。  

・土粘土に触れて感触や様々な形の変化を楽しみま

す。 

 

ザクロ♪ ザクロ、、、？  

ザクロを取って食べる日が待ち遠しく楽しみにしていた子どもたち。ザクロを取って食べる日は、朝から「今

日ザクロ取るんやんな！早く行こう。」と言って大好きなお外遊びよりも先に行くんだと、とても楽しみにしてい

ました。ザクロの取り方についてたくさん話してきて「一人ずつ先生に抱っこしてもらって、くるくる回してみ

よう！」ということになりました。朝から一人ずつ抱っこして挑戦してみるも中々取れず、、、。結果、先生が枝を

ハサミで切って取ることに。「 次はどうやって開ける？」と一人ずつ、割ろうと挑戦するも中々割れず、先生が割

ることに。でも、みんなのパワーのおかげで、とてもすんなりと割れました。実際に開けると中身の粒の小ささに

みんな驚き！！！「みかんよりもちっちゃい！」と色んなものと比べたり、「種が入ってる！」「○○ちゃんのピン

クやけど○○のは赤い！」等よく見て様々な違いに気付いては共有する姿も見られました。ゆっくり口に入れて

みると「…？？ 味…ない？…ある？」「ちょーっと酸っぱいかも？」「何でーーー！？」と他の果物みたいにしっ

かりと味がついていると思っていた子どもたちにとっては、とても予想外で面白く様々な反応を見せてくれまし

た（＾ω＾）次は種を育ててみようと話しています♪さてさてどうなるのか、、、？お楽しみに(^^♪ 

ザクロを描いてみました ✑ 

今回は、みんなが大好きな絵の具を使ってザクロを描きました。 

実がつき始めた（生まれたての）頃・少しずつ大きくなり色付き

始めた頃・割れそうなザクロ・割れて中身が少し見えてるザクロ、

色んなザクロを見てきた子どもたち。今までのザクロの写真を見

て振り返ってると、「私は生まれたてが良い！」「割れたザクロが

良い！」と描きたいザクロを決めた声が次々に聞こえてきまし

た。「（最初は）こうだったけど次はこうなって、雨が降ってきて

中身はこんなん！」と今まで見てきたものを頭に浮かべながら、

一枚の紙に一度に描く子がいれば、一筆目が乾いてから中身や種

を描く子がいたりと、それぞれ思い思いのザクロを描いていまし

た。また、お家でもいろんなお話を聞いてみてください!(^^)! 

いつも、素材集めご協力頂きありがとうございます。

お陰様でそれぞれの遊びも広がり、とても楽しく遊

んでいます。引き続き空き箱やカップ、不要なタオル

等がございましたらよろしくお願い致します。 

 

ひよっこ 
メモリーズ♪ 

 
１２月号 

ひよこ組クラス通信 

担任：林 優夏 

お願いします 

 

今月の主な遊び・活動 

 

 

ザクロ。 

 
生まれたてと 

割れそうなのと

割れたザクロ。 

 
ザクロが優夏先

生の所に歩いて

行ってるの。 



１２月号 

 

 

 

 

 

 

ひんやりと冷たい風で舞い散る枯葉が冬の訪れを感じます。早いもので今年も

残すところあと１ヶ月になりました。先日配信されました参観の動画、見ていただ

きありがとうございました。一学期とは、また違った子ども達の姿やお友達との関

わり等、成長を感じて頂けたのではないでしょうか。最近ではお友達と遊んでいく

うちに新しい遊びを発見しどんどん発展し遊び込む姿があり、その中で友達と一

緒に考えたり、協力したりする姿も見られるようになりました。今月は子ども達に

とって初めての音楽会があります。色んな楽器やリズムに触れながら「楽器って楽

しい！」「みんなでお歌を歌うことって楽しい！」と感じられるよう、音楽会への

取り組みを楽しんで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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あひるんるん 

 
アヒル組クラス通信 

担任 河谷茶々       

今月の主な遊び・活動 

 

・サーキットでは、様々な動きや鉄棒に挑戦します。 

・自然物をすりつぶして色や香りを楽しみます。 

 

 

みかんの中身って？ 

一学期に「にょろむし」を見つけたみかんの木の

みかんを、年長組さんが収穫し、アヒル組にもみか

んが届きました。実際に目の前にあるみかんを見て

大興奮！そしてみかんを切ってみることに…。刃を

入れる瞬間から切れるまで、静かに息を呑んで見守

っていました。感想は「皮はボコボコ、中はペタペ

タしてる！」「中は冷たいわー。」「いい匂い！」と、

それぞれに、感触や香り等、みかんの新しい発見を

たくさんしました。また、縦切りと輪切りの断面の

切り口が違うことにも気付き形を何かに例えて見

立て遊びを楽しみました。みかんの中身にもワクワ

クしながら楽しんでいたアヒル組のお友達、まだま

だみかんとの出会いを楽しんでいきたいです。 

みかんジャムを作って食べたよ 

みかんが実り始めたころ、このみかん美味しくなったら食べようねとお話ししどんな食べ方で食べたいか相談しました。

その結果『みかんジャム』にして食べることにしました。ジャムを作るには何が必要かやどうしたら出来るのかをみんな

で意見を出し合い、子ども達の意見に基づいて「みかんジャム」作りが始まりました。皮を剥いて果肉と皮をすり棒で潰

し、お砂糖を入れて混ぜ、ぐつぐつと煮込み、出来てゆく過程をとても楽しんでいました。子ども達から自然と「美味し

くなーれ、美味しくなーれ。」の大合唱！その声と共に美味しそうなみかんジャムが出来上がりました。一人ひとりの気持

ちがこもった笑顔溢れるジャム作りでした。出来たジャムはパンに塗って食べたい！との子ども達の声から、後日、お給

食にでてきたパンにつけて食べました！「めっちゃ美味しい～。」「いっつも食べたい！」等と、自分達で作ったジャムは

より一層美味しかったようで、ジャムをおかわりしたりジャムだけで食べたりしていました。みんな大満足のいい笑顔で

した。園長先生や教頭先生にもお裾分けし、「甘くて美味しい！」と言ってもらい、「やったー！」と飛び跳ねて喜んでい

ました。 

寒くないように温めてあげたよ 

アヒル組の子ども達は園庭にある草木の様

子が変わっていくことをたくさん見つけてき

ました。最近、木に葉っぱが無くなっているこ

とに気付きました。「寒いから飛ばされてたん

ちゃう？」「木の服とかあるんかなー。」と子ど

も達。寒そうにしている木を温めてあげたい

気持ちが高まりました。「セーター暖かいから

これ着せたろ。」と木にセーターを着せてあげ

たり、松ぼっくりや木の枝が寒そうだったの

で毛糸でぐるぐると巻いたりして温めてあげ

ていました。「これで寒くないからね♡」「もっ

と温めてあげないと風邪ひくわ。」と心があっ

たか〜い子ども達でした。 

 

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。ラップやトイレットペーパ

ーの芯をお持ちいただけると嬉しいです。 

 

 
 

 

 



 

 

  

 「これは赤！これは黄色。それから虹色もあった！」と紅葉した葉っぱを一

つ一つ集める子どもたちの姿が見られます。葉っぱを組み合わせてお花のよう

にしたり、「これはお母さんにあげよう！」と大事にする様子もあり、目で見

て、心で感じて、自然の美しさを喜んでいるようです。 

今月は二学期の最終月。本当に月日の流れは早いですね。先日は二回目の参

観動画配信で、子どもたちの様子を見ていただきました。沢山の感想も頂き、

保育の内容や成長を一緒に感じることが出来て嬉しかったです。ありがとうご

ざいました。音楽会での子どもたちの演奏も楽しみにされていてくださいね♪ 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・じゃまじゃまマンでは、グループごとに順に鬼にな

り、かけ引きを楽しみます。 

・かなへびさんの尻尾から、他の動物の体にも注目し

遊んでみたいと思います。 

・様々な楽器を使い、みんなで音に合わせて演奏する

事を楽しみます。 

 

かなへびさんってどんなこ？ 

遠足で見つけたカナヘビさん、カナヘビの出てく

る絵本も色々読みました。好きな食べものを知り、蜘

蛛を見つけると、「カナヘビさんにあげないと！」と

みんなで協力し捕獲しようと頑張っています。一学

期、大事に捕まえて可愛がっていたダンゴムシも、カ

ナヘビのご飯に…。弱肉強食の自然の循環を改めて

味わい、少し複雑な気持ちですが、大切に育てていま

す。遊び場として子どもたちが入れてくれた松ぼっ

くりに体がはまり動けなくなってしまうなど、事件

もありますが、失敗を経験して次はこうしてあげよ

うとさらに愛を持って接するパンダ組さんです。「好

きなところは長いしっぽ、可愛いおてて、べろべろす

る舌、散歩してるとこ～！」と沢山出てきました♪ 

 
じゃまじゃままんに負けないぞ！ 

大好きなあそび、じゃまじゃままん。変身してし

まった國田先生は、みんなの行く先を邪魔してき

ます。「じゃまじゃま～♪」と手を広げながら左右

に動く鬼さんの動きをよく見ながら、あっちにこ

っちに逃げる子どもたち、「きゃー」と楽しい声を

響かせながら、元気いっぱい体を動かしています。 

捕まってしまっても、もう一度最初からパワーを

ためると何度でもできる事や、鬼との駆け引きな

どルールを理解しながら繰り返し遊んでいます

よ。今月は順番に、鬼の経験もしていきたいと思っ

ています。どちらの役割も分かった上での遊びこ

れからの発展が楽しみです 

お手伝いがしたい！ 

フルーツポンチを作る為…から始まったお手

伝いですが、最近は「何かお手伝いすることな

い？」と聞いてくれる姿が増えてきました。お友

達の事もお手伝いしたいとの話にもなり、具体的

にどんなことができるか会話してみると「鳩組さ

んに行ってお片付けとか、困ってたら一緒にす

る！」「ナースリーさんが粘土の遊ぶのとかわか

らなかったら教えてあげる！」と学年関係なしに

関わりたい気持ちがいっぱいなようです。 

まずは、「困ってることなぁい？」と声を掛けに行

ったパンダ組さん。お助けパンダさんに、声がか

かることを楽しみにしています。 

おじぞうさまごっこ？？ 

お外遊びの帰り、みんなが集まってくるのを待

っていると、手をあわせて目を閉じて。。お地蔵さ

んに変身する子がいました。「なんかお願いして

よ。」と言ってくれたので、お願いしていると、い

つの間にかそこにいるみんながお地蔵さまに変

身！！(^^♪その帰りに絵本のお部屋へ行き、お地

蔵さんが出てくるお話を読んでみると、これがま

た大爆笑。「なんか大仏に似てるな～。」と話をする

子もいて、そこから何かあるとお地蔵さまに変身

する事を楽しんでいます。急にでてきたお地蔵さ

んの遊び、これからも続いていくのでしょうか(^^) 

お願いします 

ご自宅で不要なタオル、子どもたちが造形あそ

びで使えそうな、お菓子の空き箱や、ペーパー

芯などありましたら持たせてあげてください。

どうぞよろしくお願い致します。 

パンダスタジオ 

１２月号 

パンダ組クラス通信 

担任：久川純奈 



 

 

 吹く風にも冬の訪れを感じる今日この頃。早いもので２０２１年も残

り一か月となりました。先日は、保育参観動画をご覧いただきありがと

うございました。二学期になり一学期とはまた違った、子どもたちのお

友達との関わり方や、遊び方の変化と成長を感じて頂ければ幸いです。

また今月は、待ちに待った音楽会もありますね。子どもたちにとっては

初めての大きな舞台での演奏になります。どんな姿がみられるのか、私

も今からドキドキ楽しみです。今月も、子どもたちにとって「楽しかっ

た！」と思える毎日になるよう、１日１日を大切に過ごしていきたいと

思います。今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＯＡＬＡの気持ち 

コアラ組クラス通信 葛木裕子 

 

１２月号 

今月の主な遊び・活動 

・音を聞き分けて、身体で表現して遊びます。 

・色や形で遊びます。 

・ルールのある遊びを知り遊んでみます。 

 

 

落ち葉を集めて、繋げてみたよ！ 

 色探しから、よく色づいた落ち葉を集めて遊んでい

た子どもたち。そこで葉っぱの色だけでなく、形にも

興味を広げみんなで落ち葉探しに出かけました。 

 ハート型の銀杏の葉っぱや、子どもたちの顔が隠れ

るほどの大きなビワの葉っぱ、虫に食べられ穴の開い

た桜の葉っぱなど、同じ葉っぱでも探してみると色ん

な形がありました！みんなで沢山の葉っぱを見つけ

ることができたので、それをみんなで大きなテープの

上に並べて貼り、色の違いや形の違いを毎日楽しんで

います。是非ご家庭でも色めく木々の葉の色や形に目

を向け遊んでみて下さいね♪ 

色探し探検隊！！ 

コアラ組では最近、「あかの本」「みどりの

本」など色に特化した絵本にはまっています。 

 毎朝、その日に読んだ色を今日はどれだけ

見つけられるかと、子どもたは「色探し探検

隊」に変身して楽しんでいます。 

「こっちにもいっぱい赤あったよ！」「この赤

はかわいい赤色♡」と、子どもたちらしい感

性で色を教えてくれたりします。僅かな色の

濃淡やグラデーションにも気付き、楽しむ子

どもたちでした。 

いつも素材集めにご協力頂きありがとうございます。 

引き続き、空き箱やカップ・リボンなど様々な素材を

募集しています。宜しくお願い致します。 

みんなでザクロを食べました 

コアラ組のお部屋の前にある３本の木の１つにザ

クロの木があります。２学期のはじめに園長先生に教

えてもらってからコアラ組みんなで観察をしたり、お

話をしていました。そして実が割れ熟れてきた１１

月。みんなで収穫をして食べてみました。みんなの前

で割って見せると「わぁ綺麗！！」と、キラキラと綺

麗な赤色のザクロの実にみとれている子、早速口に運

び甘酸っぱさを感じている子と、初めてのザクロに１

人１人の心が動く貴重な経験になりました。 

お箸タイム頑張っています！！ 

 先月のクラス通信でお伝えしたお箸タイム。 

 「お母さんと一緒に練習したよ！」「先生見て！

こんなんつかめるよ！」と、毎日子どもたちの頑

張りと成長を沢山感じます。ご家庭でも一緒に御

協力頂き本当に有り難うございます。これから次

の年中さんになることを少しずつ見据えて、子ど

もたちと無理なく、食事中のマナーやスモック・

エプロンを畳んで直すこと等、細かいことも自分

の力で気付いて出来るように保育をしていきた

いと思っています。宜しくお願い致します。 

 
こんな絵本を

読みました 

 



 

 

  

  寒さも少しずつ厳しくなり、本格的な冬の訪れを感じられる頃となりまし

た。皆様、体調お変わりありませんか？ 

 今年も早いもので、もう１２月ですね。４月に初めてひばり組の皆と出会った

頃が懐かしく感じられると共に、子ども達の成長に毎日驚かされるばかりです。

最近は、またまた蜘蛛に夢中で、「どうすれば蜘蛛を捕まえられるか？」と紙コ

ーナーでカップ等を使って試行錯誤するお友達がいます。そこには、その子なり

の捕まえやすいと考えた仕掛けがあったり、素敵な飾りが付いていたり、自分で

工夫して遊ぶ姿が見られるようになりました。それぞれが自分で様々な事に気

付き、学んで成長しています。今年も、あと一か月ですがどうぞ宜しくお願い致

します。 

 

 

 

 

 

 

 

・イメージを広げながら、様々な音の聴き分けをする。 

・様々な楽器で、リズム遊びをしたり、皆で一緒に歌ったり、

楽器遊びを楽しむ。 

・手洗い、うがいを身に付けて風邪予防をする。 

 

 

参観の動画、 

ご覧いただきありがとうございました。 

 今回は感染症予防の為、参観を動画配信させていた

だきましたが、皆様いかがでしたでしょうか？連絡帳

やお電話などで動画について素敵なお声を沢山いただ

き、私もとても嬉しく思っています。ある子は、私が

映っていた動画のことを「桜子先生の映画、面白かっ

たよ。」と伝えてくれました(笑) 

 今回は、動画で見ていただく形になりましたが、お

家でのお子さんの様子とはまた違った姿が見られたの

ではないかと思います。幼稚園では先生の話を聞き、

自分で全ての用意をし…それだけでも十分成長してい

る部分ですが、自分が学んだ事をお友達に教えてあげ

たり、関わり合いの中で話し合ったり、そういった部

分もまた見て頂けると嬉しいです。今年度も、あと数

か月ですが、どうぞよろしくお願いします！ 

今日は何のおにぎりにしようかな？ 

遠足でお家の人に美味しいおにぎりを作ってもら

った子ども達。それからおにぎりの曲を朝の会に取り

入れて歌っています。皆、その曲が大好きなようで、

途中で具材を考える歌詞のところでは「んん～、何に

しようかな。」「良いこと思いついた！」等とノリノリ

で考えています。また音楽会も近くなってきたのでお

にぎりの具でリズム遊び。「コ・コ・コンブ」「しゃー

け」等、楽しんでリズム遊びに参加する様子が見られ

ます。音楽会楽しみにお待ちください♪ 

ジャマジャママンから逃げろ！ 

ある日の体育遊び、いつものように國田先生と体を動

かして遊んでいると…なんと池（青いマット）に國田先

生が入った瞬間、ジャマジャママンに変身していましま

した！ジャマジャママンはその名の通り、子ども達が走

りぬけようとするのを邪魔してきます。一見、邪魔され

るのが嫌…となってしまいそうですが、子ども達は大盛

り上がり！満面の笑みで参加するお友達が沢山いまし

た。これはジャマジャママンという鬼に捕まらないよう

に逃げるという鬼ごっこの元となる遊びです。 

ジャマジャママンに捕ま 

ったら「お願いします。」 

と言うと、もう一回挑戦 

出来たりと段々とルールの 

ある遊びを楽しんでいっています♪ カエルさん何しているかな？ 

 あなぽこプロジェクトや、あるお友達が『楽しい夏

休み』で大きなカエルを捕まえた事を紹介してくれた

ことから、カエルに興味を持つ子ども達。雨が沢山降

った次の日、大きな水たまりが出来ているのを見て、

「カエルさんいないかな？」と探してみたり、カエル

がぴょんぴょん跳ぶおもちゃで遊んでみたりしていま

した。そこで皆でカエルさんが何しているのか考えて

絵の具で描いてみることに。「あなぽこの中に住んでい

るカエルさん」を描いたり、「ボールで遊んでいるカエ

ルさん」を描いたり、それぞれがイメージしたお話が

面白かったです。 

今月から給食時間に少しずつ「お箸タイム」を取り

入れます。段々とお箸を上手に使うお友達が増えて

きてので、お箸の持ち方や器に手を添える、前を向

いて食べる等の食事のマナーにチャレンジする時

間とします。ぜひご家庭でも一緒にお声掛けいただ

けると幸いです。よろしくお願いします。 

 

ひばりたちの
おしゃべり 

１２月号 

  ひばり組クラス通信 

担任：山岡 桜子 

お 願 い し ま す 

 今月の主な遊び・活動 

 

 


