
 

 

  

今月の主な遊び・活動 

・先月に引き続き鍵鬼ごっこをしたり、手具(ボールや

縄)を使って遊びます。 

・パーティーについて会話を深め、実際にゼリーを作っ

たりして遊びます。 

 

 

 新年明けましておめでとうございます！寒さが一段と身に染みる季節。白

い息を吐きながらも子どもたちは寒さに負けず元気に走り回っています。今

年度の冬休みは緊急事態宣言も明け、昨年度より充実した冬休みを過ごされ

ましたでしょうか。星組で過ごす時間も残り３か月。少しずつ年長への意識

を持つようになってきました。どんな遊びをするにも皆が納得して楽しめる

遊びを考え、仲間を思いやる気持ちを持っています。３学期も様々な遊びの

中で今以上にクラスを盛り上げていきたいと思います。今年もどうぞ宜しく 

お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

先月と同じ題名の遊びの続きを紹介いたします。懇談

会で少し掲載していましたが、パーティーでどんな料

理があるか話をしました。すると、「パンケーキ！オ

シャレなお皿に乗ったクッキー！」「グミとかお菓子

もあったらいいなあ。」と、それぞれパーティーにつ

いて沢山の想像を膨らませました。コーナー活動での

経験もあり、紙粘土で作ってみたいという声があった

ので、全体活動で作ってみる事に。薄くクレープ生地

のように伸ばし、丸めてみたり、クッキーと入れ物の

お皿まで紙粘土で作ったり、想像したものを作る楽し

さを感じていました。他にもスライムに色を付け、カ

ラフルなゼリーを作ったり、パーティー開催に向け

着々と準備を進めています       

先月は河内天美駅から河内松原駅まで電車に乗

る、ミニ遠足を行いました。お家でも電車に乗っ

たことがあるかもしれませんが、皆で乗る事は

新鮮で、沢山の事に気付きながら取り組みまし

た。「目の見えない人の道！」「切符には文字とか

数字が書いてあるなあ。」「白い近鉄電車もある

んや！」など、反対側の電車に注目したり、実際

に点字ブロックを歩いている人を見る機会があ

ったり、沢山の刺激を受けました。その後のコー

ナー活動でクレパスを使って線路を描き、数人

の友達と遠足で見た事を話し 

合って絵を描く様子があり 

ました。 

お願いします 

透明のプリンカップ(底に穴が開いていな

いもの)と、引き続き不要のタオルがありま

したら持って来て頂きたいです。宜しくお

願い致します。 

 

にこにこ星 
１月号 

星組クラス通信 

担任：末吉奏絵 

パーティーがしたい！ ミニ遠足楽しかったね 

音楽会♪ありがとうございました！ 

１２月の音楽発表会では年少の時とは違い、堂々と舞台に立つ姿、皆で気持ちを一つにし、お客さんに届

けようとする姿を見て頂けたかと思います。年中からは「言葉遊び」のプログラムがあり、怒る時と笑う

時という内容でしたが、言葉やポーズを考える際に成長を感じた場面がありました。初めは怒る時の表

現が「ドクドクドクドク むかつくなぁ」という言葉でした。しかし、「むかつく」という言葉について、

音楽会には色々なお客さんが来る事、初めてその言葉を聞くとどう思うかという事を話し合いました。

すると、「遊びで言ってるから楽しいけど初めて聞いた人はびっくりするかも。」「小さい子は怖いって思

うかも。」「嫌やっていう言い方やったらちょっと優しく聞こえるんちゃう？」と、受け取り方の違いや、

皆が楽しく参加できる表現を考えました。まだ４，５歳の子どもですが、想像以上に相手の気持ちになっ

て考えることが出来、言葉のあり方について私も子どもたちも考える良い機会でした。結果、「ドクドク

ドクドク もういやや。」という言葉に変更になりましたが、なぜ変更したのかをしっかり子どもたちも

理解していたため、一回で皆が覚え、すんなりと受け入れることが出来ていた姿に年中らしい心の成長

が見られ、嬉しく感じた瞬間でした。 



念願のおにぎりパーティー！ 

 先月号でお知らせしたお米の話。あれから子ども達と一緒に脱穀とも 

みすり、そして精米にチャレンジしました！昔ながらの方法を調べ、 

１つ１つ手作業で頑張りましたよ。全てが初めての体験で、わくわく 

の連続。私も子ども達と一緒に楽しみました。そして、いよいよ食べら 

れる状態に…！どうしようかと子ども達と話し合い、おにぎりを作る事 

になりました。当日は「もうおにぎりパーティーする？」と朝から待ち 

きれない様子。お米を研いだ時には、水が白く濁ったことに驚き、お鍋 

で炊く時には、ぐつぐつと炊けていく音に耳をすましたり…そして、 

見事つやつやのお米が炊けました！自分達のお米もしっかり発見！ 

自分でおにぎりも握り、目一杯楽しみました(^o^) 

 

                                                                    

 

  

 新年明けましておめでとうございます。2022 年、新しい年を迎えま

したね。そして３学期のスタートでもあります。雪組の子ども達と過ご

す最後の学期となりました。月日が経つのは早いなぁ…なんて感じたり

もしていますが、これまで通り、子ども達と一緒にワクワクする体験を

たくさんしていきたいと思っています。 

２学期には、運動会や音楽会といった行事を通して、子ども達の考え

る力の育ちをたくさん感じることができました。そんな子ども達が３学

期にどんなことに出会い、何を感じるのか今から楽しみです。 

本年もどうぞよろしくお願い致します。 

  

 

 

 

雪組クラス通信 

担任：村中千秋      

１月号 

今月の主な遊び・活動 

・昔ながらの遊びを知り、実際にやってみます。 

・縄やボールを使って体育遊びをします。 

 

 

 

snow memory 

mmmemo 

音楽会ありがとうございました♪ 

 音楽会での子ども達の歌声、お友達と一緒に

奏でるメロディーはいかがでしたか？きっと素

敵な時間を過ごして下さったことだと思いま

す。舞台裏の子ども達は、「楽しみ！」「早く聴

いて欲しい！」の気持ち半分、大きな舞台に緊

張する気持ち半分、といった様子でした。です

が、いざ本番が始まると、堂々と舞台に立ち、

お友達と一緒に過ごす時間を存分に楽しむ子ど

も達の姿がありましたね。お客さんからもらっ

た沢山の拍手が子ども達の自信にもなり、音楽

会が終わってからも、「もう 1 回やりたい！」

「バチやりたい！」といった声が挙がるぐらい

まだまだ盛り上がっていますよ♪ 

ミニ遠足に行ってきました！ 

 12 月にはもう１つ、子ども達が楽しみにしてい

たミニ遠足がありました。秋の遠足から興味を深

めていった電車のこと。今度は実際に電車に乗っ

て色んなことを感じてきました。運転手さんが運

転する姿を見たり、電車の揺れを感じたり、実際

に乗ることでしか体験できないことをたくさん経

験し、とっても楽しい１日になりました。 

遠足の後には… 

 ミニ遠足から帰ると、子ども達の話は電車や

駅で見た地図の話で持ち切りに。次の日には、

実際の路線図を見ながら「次は電車に乗ってど

んな所に行きたい？」と話したり、そのイメー

ジを絵に描いたりして遊びました♪ 

 

お米を研いで 

お鍋で炊いて 

いただきま～す！ 

→ 

← 

← 

素敵な年賀状、ありがとうございました！

年始から心が温まりました♡ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新年明けましておめでとうございます。 

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

2022 年が皆様にとって HAPPY な一年となりますようお祈り申し上げます。 

さて、今日から３学期がスタートしましたね。今までの様々な経験を子ども達自身

が活かしながら、お友達や様々なもの、出来事と関わっていけるよう、一歩下がっ

てサポートしていきたいと思います。今月もよろしくお願い致します。 

担任： 原口久代 

 

あ！見つけた！ 
ミニ遠足がきっかけで身近なマークに興味を持ち始め

た子ども達。そこで、幼稚園にはどんなマークがあるか

なと探してみました。「見つけた！！」「あ。車いすのマ

ーク！駅のエレベーターにもあったやつ！」と色んなモ

ノ、場所でマークを見つけては大喜び。特にアトリエで

は色んな素材についている、プラスチックや紙のリサイ

クルのマークが沢山見つかりました。そこで、「リサイク

ル」や「ゴミ」について話をすると、皆真剣な表情で話

を聞き、「僕たちもリサイクルしてる！」と言い続けて、

「紙コーナーで、箱とかカップで色んなもの作って

る！」とにかっと笑ってみせました。リサイクルという

言葉を知り、普段の遊びを違う視点で見れた子ども達で

した。マーク探しの遊びから、マークの意味を知り、次

はどんなことに興味を向けていくのか…楽しみですね。 

今月の主な遊び・活動 

・絵具で絵を描きます。 

・リサイクル素材を使って遊びます。 

 

 

１月号 

年賀状、寒中見舞い 

ありがとうございました。とっても嬉しかったです♡ 

  ～音楽会までのエピソード～ 

合奏では、「今日は、特急列車に乗って出発するよ♪」

と日ごとにストーリーやテンポの変化も楽しみなが

ら、音の重なりや「出来た！」の喜びを味わってき

ました。また、言葉遊びでは感情を言葉や声色、そ

して全身を使って全力で表現し楽しんでいた子ども

達。「足は、どんなポーズにする？」「○○ちゃんの

面白い♪」等、みんなで沢山笑いながら、皆の気持

ちを聞いて一つずつ決めて遊んできました。「もぉ～

そんなんせんといて！」は、普段から色んな場面で

耳にする言葉でしたが（笑）この言葉に音を付けて

遊んだことにより、いつの間にか子ども達にとって

「面白い」「お気に入り」のフレーズとなり、これま

で以上に飛び交うようになりました。（笑）音楽会当

日も、「怒る」を表現しているのに、笑いが込み上げ

てきて、元気いっぱいで楽しそうな「もぉ～そんな

んせんといて！」でしたね(^^)どのプログラムでも

普段とほとんど変わりない子ども達の様子が見ら

れ、発表会を通して、子ども達の成長と共に、いつ

もの「花組さん」の雰囲気も感じてもらえたことを

嬉しく思います。 

～おまけエピソード～ 

音楽会後に、「こんなに沢山のお客さんの前で楽しそ

うに歌っている皆を見て、凄いな～！大きくなった

な～って驚いて、嬉しくて…涙が…。」と私の気持ち

を伝えていると、「先生、それは感動したってことや

で！」とまとめられ、思わず笑ってしまいました。

（笑） 

Flowers time 花組 クラス通信  

どっちかな？ 

カビの観察と会話が続いている花組さん。「食べ物には、

全部カビが生える？生えない？」という気になるが浮か

んできました。そこで、お給食室からもらってきたレン

コン、人参、南瓜、玉ねぎの皮と、ホットドリンク作りで

使った生姜とレモンを使って実験スタート♪さて、カビ

は生えてくるのか…？その色は…？ 気になる～♪ 



 

   朝の冷え切った空気が気持ちも引き締まるように感じますね。新年あ

けましておめでとうございます。昨年は大変お世話になりありがとうご

ざいました。子供達の沢山の成長を一緒に見守る事ができ、大変嬉しく

思います。今月からは年中組の終盤として、また、二学期からの保育が

さらに深まる日々として毎日を大切にしていきたいと思います。保護者

の皆様とは更に子ども達の様子を共有しながら成長を一緒に見守って

行けたらと思っております。今月もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

Pigeon の vision 

 

 
鳩組クラス通信 

担任 鈴木望      

1 月号 

今月の主な遊び・活動 

・羽を作ってみます。 

・大きい画用紙にいっぱい鳥や遠足で見た電車を描きます。 

 

 

 

*音楽会ありがとうございました* 

 12 月 11 日の音楽会はありがとうございました。「あと何回寝たら音楽会！」と毎日数えているほ

ど楽しみにしていた子ども達。当日は気持ちも高まり、少し緊張したりと、運動会にはなかった表情を

見せてくれましたが、それまでの保育でも子ども達は毎日楽しんで取り組む姿がありました。１学期

から取り組んできたピアニーでは、秋の遠足でも馴染みがあった「かもつれっしゃ」の曲に合わせて演

奏するのが楽しく、また難しさもあったようです。しかし、その難しさが子ども達の中でやる気とな

り、「難しいけど吹けるようになったんやで！すごいやろ！」と自信にもつながっているようでした。

バチも、初めは朝のお返事で「バチを使ってお返事できるかな？」と取り組んでいき、次はリズム遊び

をしてみたり、段階を踏むごとに次はどんな事をするのかなと言う期待を持っていることが見てわか

るほど、目をキラキラさせながら取り組んでくれていました。そんな毎日楽しんで取り組んだ音楽遊

びの中で、見てもらう喜びはもちろん、難しいけどやってみたい気持ちや、みんなで合わせる事の楽し

さを十分に感じた日々だったな、と振り返り改めて感じました♪ 

        *羽から鳥のお話* 

 絵本に出てくる空にある100階建ての家に行きたい

鳩組さんと、「どうやったらお空まで行けるか？」と言

う話から「鳥の羽で飛んでいったらいけるんじゃな

い？」という話題が出てきました。そこから「羽ってど

んな形？」「そもそも鳥って…？」と話題が膨らんでい

ます。羽の会話から出てきた“ツルツル 

でフワフワでサラサラな素材”を 

集めている最中です。どんな羽が 

出来上がるか、 

楽しみですね！ 

 

     *ビーズコーナー* 

 12 月に初めて触れたアイロンビーズ

コーナー。お家にあるお友達も多いよう

で、すぐに大人気のコーナーになりまし

た。「この色好きやねんな〜。」「私も好

き！」「僕はこの色かな〜。」と好きな色の

話をしたりしながら取り組んでいます。

回数を重ねるとかなり大きな土台でも、

お友達と協力しながら完成させていきま

す。完成した時の子ども達の表情は達成

感に溢れていますよ。 

お願いします 

子ども達と話し合って、羽になりそう

な素材(羽から鳥のお話より)があれば、

持ってきていただければと思います。 

 



 

  

 保護者の皆様、新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろ

しくお願い致します。寒さが厳しくなってまいりましたが、お変わりはござ

いませんでしょうか？寒い日も子どもたちは元気に駆け回り、「今日の外遊

び一緒に遊ぼうな！」「いいよ！今日もいい天気やしなぁ。」という会話を微

笑ましく見守っていました。二学期は様々な行事に取り組む中で、子どもた

ち同士が意識をしあって協力したり、励まし合ったりする姿もありました。

三学期もこの姿を大切に、お互いの気持ちを伝えあっていける関係づくりが

できたらなと思っております。今月もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

Blue sky 

空組クラス通信 

担任 長谷川衣里 

１月号 

今月の主な遊び・活動 

・温泉の会話から活動を広げてみます。 

・画用紙を折ったり丸めたりすると立体になることを知り、それを組み合わせて遊んでみます。 

・色々な素材を使った造形遊びをします。 

 

 

音楽会ありがとうございました♪ 

音楽会当日、舞台裏での子どもたちは、「ワクワク」「ド

キドキ」「はやくやりたーい！」という気持ちとは裏腹

に、いつもとは違う表情に緊張感を浮かべながらも幕が

上がった瞬間、キリッと変わる姿がありました。胸を張

って「お客さんに歌声を届けたい。」そんな気持ちが伝

わり、楽しむだけではなく、誰かに自分の頑張る姿を見

せたい。そういった憧れの気持ちに成長を感じました。

今でも、「今日はハッピーチルドレン歌えへんの？」「ド

レミのまほうやろうや！」と、子どもたちにとって大好

きな曲となったようで、前にいる先生の指揮の真似っこ

をしながら歌ったり、お友達と手をつなぎながら楽しく

歌ったり、子どもたち同士で色々な表現を楽しみながら

過ごしてきた音楽会でした。 

♨温泉屋さん♨ 

ままごとコーナーから始まった温泉づくり。「もく

もくした温泉」「しーんとした温泉」「こつこつした

温泉」などなど…子どもたちの中で色々な温泉を思

い浮かべながら作っていたようです。どんな香りが

するかな？どんな温泉がいいかな？温泉には何が

必要かな？とこれからまだまだお話が広がってい

きそうです♪ 

こんなマーク見つけたよ！ 

「明日遠足？」と待ちに待ったミニ遠足。電車か

ら見える風景を見て、「ここ通ったことあるで！」

とおうちの人といった記憶を思い出したり、どん

な色の電車が通ったのか、どんな速さの電車が走

ったのか、「どうして？」という疑問をみんなで共

有しながら楽しめた遠足でした。地元の遠足なら

ではの発見があり、和やかな雰囲気でした      そ

んな中で、改めて河内天美、河内松原駅を観察し、

色々な表示やマークに興味を持ちました。意味を

知った上で、色々なマークを自分達で描いてみる

ことで、ひらがなだけではなく、カタカナ、漢字、

英語にも興味を持ち、じっくりと思い出し、写真

を見ながら描いていました。 

お礼とお願い 

たくさんの年賀状をいただき、皆様ありがとうご

ざいました。年始から温かい気持ちになり癒されま

した       

また、いつもたくさんの素材集めにご協力いただ

きありがとうございます。3学期は以下の素材を集

めたいと思っています。ご不要な物がありました

ら、ご協力よろしくお願い致します。 

▶並べて遊べそうな種、豆類（小豆や大豆などな

んでも大歓迎です。）もしくは、ビーズやボタン

などの人工物。 

▶温泉コーナーに使えそうな香りが出せそうな

果物の皮、入浴剤など。 

よろしくお願い致します。 


