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明けましておめでとうございます。皆様、冬休みはいかがお過ごしでし

たか？先月は音楽会、懇談とありがとうございました。懇談では直接保護

者の皆様とお話し、日々の様子をお伝えしたり、お家での様子も伺うこと

ができたりと、子ども達の様子を共有出来て嬉しかったです。 

早いもので幼稚園生活も後３ヶ月！子ども達はまだまだしたい遊び、経

験したいことがたくさんあるようです。3 学期も 1 日 1 日を大切にし、

充実した時間を過ごせるように保育をして参りますので、今月もどうぞ宜

しくお願い致します。 

 

光の言葉 

今月の主な遊び・活動 

・ミュージアム遠足から世界の民族などにも興味を広げて行きた

いです。インドの楽器の布などの展示があるようなので、子ど

も達とじっくり見たいと思います(^^) 

・チームに分かれて、新しい鬼ごっこに挑戦します。 

 

 

ありがとう、かたちゃん 

１学期にビオトープで見つけたカタツムリ。「か

たちゃん」と名づけて大切に育ててきましたが、

ある日動かなくなってしまい、亡くなってしまい

ました。「ごはんあげてたのに…。」、「なんで

…。」と悲しむ中、「お墓を作ってあげよう。」と

園庭の端に小さなお墓を作り、お線香をあげまし

た。その日から園庭遊びに行くと、「かたちゃん

見てくる！」と手を合わせに行く子がいたり、

「お墓を掃除したよ！」と被さった枯葉を取って

花を供える子がいたりと、その様子から、かたち

ゃんのことをどれだけ大切に思っていたかが伝わ

りました。「ありがとう、 

かたちゃん。またね。」 

そう言いながら子ども達は 

手を合わせていました。 

インドの香り 

先日、保護者の方のご好意で頂いたインドの

お茶「チャイ」を子ども達と飲みました！ 

まず、チャイの香りを嗅いでみると、その独特

な香りに「んぎゃー！」と漫画のような声をあ

げ、倒れこむ子がいたり、何人かの子は好きな

香りだったようで、「美味しそう！」と飲むこと

を楽しみにしている様子もあったりしました。 

次に、子ども達とお鍋を囲み、コトコトとチ

ャイと牛乳を煮詰めると、「ミルクティーみた

い！」と大喜びしていましたが、香りはスパイ

シーなので、「飲みたい気持ちはあるけど怖い

…。」とドキドキしていました。勇気を出して一

口飲んでみると、顔をギュッとしかめ、「あぁ…

おぉ…。」と言葉にならない声を上げる子や、

「これがインドか…。」、「インドを感じる…。」

としみじみ感想を話す子がいて、思わず笑って

しまいました。 

この経験で、よりインドに興味が沸いたよう

で、新たにインドの食べ物やインドの暮らしに

ついて調べて来てくれる子が増えました！ま

た、「冬休みは家族でインド料理を食べに行

く。」と話す子もいたりするなど、ご家庭でも

様々な経験やお話をして下さっているんだなぁ

と嬉しい気持ちになりました。いつもご協力あ

りがとうございます(^^) 

光組のお味噌 

６月にお味噌作りをした子ども達。そろそろ食べられ

る状態になってきたので、味見をしてみました！一口

食べてみると、「醤油に似てる！」、「ちょっと辛いな

…。けど美味しい！」、「もっと食べるー！」と自分達

で作ったお味噌に大満足のご様子♪お味噌をどんな風

に食べたいか、たくさんのアイディアが出たので、子

ども達と相談しながら決めたいと思います。 

お願いします 

ご家庭に発泡スチロールのトレイがあ

りましたらお持ち頂きたいです。 



 

 

 

 

 

 

  

新年あけましておめでとうございます。今年もどうぞ宜しくお

願い致します。先月は音楽会、個人懇談へお越しくださりありが

とうございました。保護者の皆様とお顔を合わせてお話ができた

こと嬉しく思います。そしていよいよ幼稚園生活集大成となる３

学期の始まりです。心に残る楽しい日々を過ごしながら、子ども

たちが自信と期待を持って小学校へと向かえるよう努めてまい

ります。どうそ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

一本松 

松組クラス通信 担任：久保 果穂 

１ 月 号

号 

今月の主な遊び・活動 

・石に絵の具で顔のパーツを描いて遊びます。 

・素材を組み合わせてあそび 

・グループで考えたり調べたりできる機会を作りたいと思います。 

 

 

みんなで作り上げた音楽会♪ 

子どもたちの立派な姿に感動しましたね。当日までの取り組みの中で、自分のパートを覚えてできるよう

になっていくことに喜びを感じていましたが、大人数で演奏してみると、様々な楽器が合わさって一つの音

楽を作っていくことに難しさがありました。ピアニーと楽器の音を合わせるにはどうしたらいいか考えるよ

うになったり、鼓隊では、レイダースマーチの音楽に合わせて速さやタイミングを調節し、ピタッっとリズ

ム打ちを揃える意識を持ち始めるようなったりと段々周りの音をよく聴くことができるようになりました。

自分たちで「ちょっと早くなってしまった！」、「私ここ間違えちゃう…」「今日一番上手くいった！」と気

づけるほどまで音楽を感じて音楽会を迎えることができました。自信を持って舞台に立てるよう話している

と「もう音楽会最後になるの寂しい…。」という思いに浸る子もいて、幼稚園最後の音楽会に思いを込めて

やり遂げた子どもたちの姿は本当に輝いていました。斉唱では心にぐっとくるものがありましたね。 

その後も余韻に浸りながら、今でも自然とメロディを口ずさんでいます。また、プレゼントのバー笛も作っ

てみたお友だちから「音が鳴ったよ！」という声を聞きました(^^) 

おくすりコーナー 

さらさら探しから、植物を使ってお薬の研究が始

まりました。「これは腰が痛いのが治る薬です！１

日３回飲んでくださいね～。」と何に効く薬かも考

えながらブレンドする様子や、「風邪ひいた時はい

つもシロップの薬飲んでるで！」と体験したお話を

している様子もあり、お花や、葉っぱをすり潰して

出た色に「これはブドウの味がしそう！」緑の色が

出ると「これモンダミンみたい！」と置き換えなが

ら楽しんでいます。どんなものを混ぜたか、おくす

りノートに記録が始まっています(^^) 

みかんの皮は、すり鉢で擦れないことに気づき、ミ

キサーの力を借りると、細かい黄色い粉となり、他

の色も作れるか子どもたちの中で考えています。 

移動動物園 

去年と違った動物も来てくれることにワク

ワクしていた子どもたち。特に鳥類のエミュー

は背も高く、首の動きに驚かされている様子も

ありましたが、慣れてくると触れにいったり

「首の動きがキリンみたいやな～。」と興味を

持ち始めていました。又、いろんな卵が展示さ

れており、「うずらの卵は昨日食べたよ！」と普

段、目にするものから「こんな大きい卵！？」

と初めて見るアフリカダチョウの卵など、大き

さの違い、色や模様など、様々な気づきがあっ

たようです。見て触れてじっくり観察しながら

描いたスケッチは特徴を捉えた表現も見られ、

お部屋に帰ってからも「続きしていい？」と楽

しみました。 

落とし物のお知らせ 

パイル帽子に付けるワッペンが園内

に落ちていました。無くされた方は

お申し出ください。 

 



 

 

  

 皆様、新年あけましておめでとうございます。今年もどうぞ宜しくお願い

致します。子ども達も友達との再会を喜び、冬休みの思い出話などで盛り上

がっていました。竹組の子ども達と過ごせるのも後 3 ヶ月となり、時の早さ

を痛感しています。子ども達を見ているとお互いを信頼し合っている様子が

2 学期の運動会をきっかけに凄く感じるようになりました。自分のことだけ

でなく相手のことを気遣い、思いやれる素敵な関係だなと思います。 

３学期も子ども達の思いや気付きを大切に保育して参りたいと思います

ので、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・バナナをきっかけに世界に目を向け広げていきた

いと思います。 

・ミュージアム遠足に向けて会話を深めていきます。 

 

 

みてみて！色んな発見があった移動動物園！ 

 

ずっと動物に会えるのを心待ちにしていた移動動物園。色んな

動物の中でも、普段あまり見る事のないエミューに興味津々で

した。「触ってみると思ってたより毛が硬かった。」「足の指の

形が面白い！」など近くで観察できたからこそ気付いたことや

沢山の発見がありました。ポニーにも乗らせてもらえたり、自

分があげた野菜を美味しそうにパクッと食べる姿を見てにっ

こりな子ども達でした。 

コーナー活動の時間、絵本を作っている子がいた

事をきっかけに自分の絵本を作って皆の前で発表

することになりました。お話のテーマを１つに絞

ろうと相談したところ、バナナに決定しました。

子ども達は世界に一つだけのオリジナルの絵本に

大喜び。発表する子どもの姿を見ていると普段、

先生が読む絵本の持ち方や、タイトルだけでなく

作者の紹介など忠実に再現されていて、子ども達

は普段から何気ない大人の姿や細かい場面をよく

見ていると感心しました。 

子どもらしいお話の内容に 

も思わず笑ってしまいまし 

た♪（3 学期懇談会のとき 

にクラス前に飾っていた物です。） 

たけバナナの不思議 

 

１２月の終わりから突如始まったバ

ナナへの興味。バナナの木もお当番

さんが葉を拭いたり水やりをしてく

てくれるので、元気に育っています。

バナナをきっかけにフィリピン→温

かい国→南国など色んな興味へと広

がっていっています。3 学期は世界

に目を向け、色んな会話や遊びに繋

げていきたいと 

思っています。 

 

遊びの中での考える力！ 

 

1 学期からお部屋にあるオセロで遊んでいた子

ども達。毎日遊び込んでいると、段々勝つための

コツなど（端を取れば勝てること）を理解してき

たようで、ただ並べることを楽しんでいた 1 学期

に比べ、頭脳戦が繰り広げられているようです。 

「ちょっと待ってな…。いや、ここに置いた方が

ひっくり返せるやんな。」と遊びの中でも考える 

力の育ちを感じています。私もよ 

く子ども達と対戦するんですが、 

最近は子ども達も強くなってきて 

いるので手加減しないで本気で 

挑んでいます（笑） 

 

 
お願いします 

・柄が入った紙袋やポスター、牛乳パック、蓋つきの

箱などありましたらお持ち頂けると嬉しいです。 

・雑巾も不足していますのでご協力お願い致します。 

 

 

竹組物語 

１月号 

竹組クラス通信 

担任：高柴菜都乃 



梅組クラス通信 

担任 田中祐太    

１月号 

 

 

 

 

 

   

お味噌っておいしい！ 

一学期にみんなで作ったお味噌を、数か月

ぶりに開けて中身を確認しました。以前の

色は肌色だったと記憶していた子ども達

は、味噌の色が変わって濃い茶色になった

ことに大変驚いていました。「食パンのに

おいがする。」「醤油みたい。」と、においだ

けで様々な感想を抱いたようです。少しず

つ試食してみると、ちょっぴり塩辛い味に

驚く子もいましたがとても楽しそうでし

た。今からお味噌をみんなで食べる日が待

ち遠しいようです。 

先生クリップ貸して！ 

「園長先生がめっちゃ飛ぶ方法教えてくれた！」と、

紙飛行機を片手にウッドデッキに飛び出した数人の

子が慌てて返ってきました。「先生クリップ貸し

て！」と。手元にクリップがなかったので代わりの

ものを探すと、小さな木製の洗濯ばさみが見つかり

ました。早速オリジナルの紙飛行機と一緒に洗濯ば

さみも片手に握りしめ飛び出していった子ども達。

聞いたことを早速試そうという姿に頼もしさと遊び

への意欲の育ちを感じました。 

バイキングって楽しい！ 

みんな楽しみにしていたバイキング当日、朝か

らみんなソワソワしていました。大好きなカレ

ーだけでなく、お代わり自由な特別メニューに

大興奮の子ども達。お腹がいっぱいになりなが

ら、もう少し…とたくさん食べる子もいるほど

でしたよ。デザートのトッピングも自由に楽し

めたので、こだわる子はまるで造形作品のよう

なデザートのトッピングを完成させてご満悦

でした。特別な給食だけでなく、友達とのおし

ゃべりもとても楽しそうでした。 

ある程度制限がある中での開催でしたが、みん

なで楽しめて本当に良かったです。＾＾ 

 妖怪って知ってる？ 

 11 月の遠足から帰ってきて更に神様仏様

について興味がわいていた子ども達。ある日ク

ラスの子が紹介してくれた本をきっかけに、外

国の神様や妖怪にも興味を持つようになって

きました。すぐにパソコンで写真を検索し子ど

も達と見てみると「わ、知ってる。」と声を上

げる子も多かったです。絵本『地獄のそうべい』

に登場した鬼などの空想の生き物や、天界や地

獄などの世界についても話題が広がって大い

に盛り上がりました。ちょっぴり怖いけど面白

い。そんな世界の入口をみんなで覗いた瞬間で

した。もう一歩踏み込んでみると、さらに楽し

いお話に出会えそうですね＾＾ 

明けましておめでとうございます。 

今年は、もうすぐ卒園する子ども達にとって特別な一年になりそうです

ね。最近は「あぁ、さみしいな。」と卒園の寂しさを伝えてくれる子が

多くなりました。それほど幼稚園を大切に思ってくれてると思うと嬉し

いなと感じる一方で、小学校への期待も同じくらい大きく持ってほしい

なとも思います。自信をもって卒園に迎えるよう、今年も子ども達と

色々なことにチャレンジしながら充実の日々を送れるよう頑張りたい

と思っています。今年もよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

ありがとうございます 

沢山の素材のご寄付ありがとうご

ざいます。大切に使わせていただ

きます。 

梅とウグイス便り 

今月の主な遊び・活動 

・文字や記号を並べたり分解したりしながら、自分だけの新

しい文字を作って遊びます。 

・身近な素材を使って立体的な造形作品を作って遊びます。 

 

 



 

  
 新年明けましておめでとうございます。冬休みは皆様どんな風に

過ごされていましたか。3 学期もまた、子どもたちが元気に登園し

てきてくれて嬉しく思います。新しい年を迎え、幼稚園生活も残す

ところ 3ヶ月程となりました。少しずつ小学校への準備も意識しな

がら、一日一日の桜組で過ごす時間を大切に、「桜組好きやな。」と

いう思いが増していけるよう精一杯頑張ります。今年もどうぞ宜し

くお願い致します。今月はミュージアム遠足に、保育参観などの行

事もありますので、体調管理も一緒に心掛けていけたらと思います。 

 

 

 

 

 

桜の詩
うた

 

桜組クラス通信 

担任 柴田沙耶 

1月号 

今月の主な遊び・活動 

・お友達と一緒に相談し、イメージを共有しながらグループで活

動することを楽しみます。 

・描画では自分で必要な画材等を選びながら描き込みます。 

 

 

 

素敵な音楽会になりました！ 

保護者の方の感想も書いて頂いてありがとうござい

ました。これまでの成長も感じながら見て頂けたようで

嬉しかったです。年長組の音楽会では、本番が近づいて

くるにつれて「今日より明日はもっと上手に！」という

ような思いも育ってきていたように感じました。お家の

人に見てもらえる当日は、それまで以上に「格好いいと

ころを見せたい」気持ちが子どもたちの姿からもひしひ

しと伝わってきました。音楽を通して、周りを感じなが

ら一緒に気持ちを合わせていく楽しさを体感してもら

えているといいなと思います。 

冬眠準備できたかな？ 

 桜組さんは相変わらず外遊びも元気いっぱいですが、冬

の寒さが増していくと共に、私はかえるのカエちゃんのこ

とが心配に…。せっかく長生きしてくれているし、本を読

んだりしながら、みんなにも冬眠について話してみました。

言葉は聞いたことがあるけどどういう場所を用意してあげ

たらいいのかな、と分からないなりにカエちゃんの環境を

変えてみました。その後数日間は特に変化がなかったので

すが、終業式前に身体をある一角に少し隠すように収める

姿を目の当たりにすることができました。今後どうなって

いくのか…？一緒に話を進めていきたいです。 

味噌が育ってきましたよ♪ 

ふとしたときに「色変わってきてるか

な?」「そろそろ食べられるかな?」と気

に掛けていたお味噌。たまに覗いたりも

していましたが、先月は味見をしてみま

した。「もう 1 回食べたいくらい美味し

い！」と好評で、ちょっと酸っぱい？し

ょっぱい?醤油やパンみたいな匂いもす

る～といろいろな声が挙がっていまし

た。いよいよ今月は子どもたちとそのお

味噌を使ったお料理を実食です！また

どんな感想が聞けるか楽しみですね♪ 

 

見て触って感じて！ 

 先月の移動動物園では、たくさんの動物

と触れ合い興味津々の様子でした。また、

10種類以上の鳥の卵を用意して下さり、

色や大きさの違いも知ることができまし

た。動物園の方の説明を聞く中で、動物の

体重や食べ物の量などを自ら質問する子

もいて、知りたい意欲が溢れていました！

お部屋に帰ってからも「エミューとダチョ

ウって何が違うのかな。」と疑問に思った

こともお話してくれていましたよ。 

お願いします 

・和紙のような透ける素材 

・牛乳パック 

を集めたいと思います。もしご家庭

にあればご協力お願いします。 

 



１月号 

 

 

 

 

 

 

 

  

 新年あけましておめでとうございます。皆様冬休みはいかがお過ごし

でしたか。先月は音楽会や懇談会にお越し頂きありがとうございまし

た。懇談会で、小学校に向けてのお話をしたり、「残り３ヶ月ですね。」

なんて話をしていると椿組で過ごす時間ももう少ししかないんだと私

自身寂しく思ってしまいました。３学期は更にあっという間に過ぎてい

くのかなと思うと、これまで以上に１日１日大切に過ごしていきたいと

思います。また、寒さもどんどん厳しくなっていきますので、みんなで

体調管理に気を付けて過ごしていけたらと思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

Tsubakindergarten 

 

 

椿組クラス通信 

担任 吉田真侑      

今月の主な遊び・活動 

・ミュージアム遠足から世界にも興味を広げます 

・チームに分かれて新しい鬼ごっこにチャレンジします 

 

 

 

幼稚園最後の音楽会 

先月は音楽会にお越し頂きありがとうございました。今回の音楽会は、楽しみながらも鼓隊・合

奏・歌どれも、「みんなで音を合わせるところを聞いてもらいたい」という気持ちを持って取り組

んでいました。鼓隊では特に「聞くこと」「合わせること」「調整すること」を意識して取り組ん

でいました。自分の音だけではなく友達の音やマーチの音も聞きながら合わせることは子どもた

ちにとって本当に難しかったと思います。ですが、日々意識しながら取り組むことで初めは音が

ずれていたところも合うようになってきたり「ちょっとずれた。」と子ども自身がそのことに気づ

けるようになりました。本番、緊張もあり初めはマーチと音が少しずれてしまいましたが、ちゃ

んと聞いて途中から合わせられたのは子どもたちの聞く力や合わせる力がついてきたからだと

思います。この音楽会という行事を通して身についた子どもたちの聞く力や合わせる力は今後の

生活の中でも子ども達の役に立つことと思います♪ 

 

美味しかったね、バイキング給食 

先月のバイキング給食、子ども達はチケットを貰っ

てからそれはそれは楽しみにしていました。いざ当

日になり、実際にからあげを選んで入れたり、カッ

プケーキにトッピングを乗せる時の子どもたちの嬉

しそうな表情がすごく印象的でした。「唐揚げは一応

２個にしとくわ。」「クリームってかけすぎたら飽き

るよな。」など普段の給食では見られない姿が見られ

て私自身もとっても楽しい時間となりました。♪ 

 

    まじかる○○♪ 

音楽会の大仏しりとりをきっかけに

言葉遊びの面白さを感じ始めていま

す。子ども達同士でも「マジカルバナ

ナ♪」と遊ぶ姿が見られたのでクラ

ス全体でもあの大仏しりとりの音楽

に合わせて色んな言葉をスタートに

遊んでいます。中には「さかさことば

であそぼって知ってる？」と去年の

年長さんの言葉遊びを思い出し、お

話してくれる子もいたので逆さ言葉

でも遊んでみたいと思っています。 

お願いします 

来月の造形展に向けて、不要なものがご

ざいましたらご協力よろしくお願い致

します。 


