
 

 

 

 

 

 

  

新年明けましておめでとうございます。冬休みもお変わりなくお過ご

しでしたか？いよいよ今日から３学期が始まります。うさぎ組で過ごす

時間も残り３ヶ月。お友達と一緒に何かをする楽しさや、気持ちを伝え

合う心地よさや難しさもたくさん味わいながら、年中組へ進級に向けた

準備もしていきたいと思います。 

３学期もどうぞよろしくお願い 

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

はっぴー☆らびっつ 

うさぎ組クラス通信  

担任 髙石晴香       

１月号 

 

今月の主な遊び・活動 

・フェルトや布を貼って遊びます。 

・どんぐりを温める物を探したり、 

お日様や光を使って影遊びをします。 

 

 

 

初めての音楽会♪ 

 先月はお忙しい中音楽会にお越しいただきありがとうご

ざいました。毎朝楽器を手にピアノの前にずら～っと横に

並んで「次は手のひらを太陽に！次はフルーツポンチ！」

と色んな曲に合わせて、発表会ごっこを楽しんでいたうさ

ぎ組さん♪初めての音楽会にもかかわらず思った以上にリ

ラックスしていた子どもたち(^^)舞台裏の秘密の道を通っ

ている時には「年長さんの声聞こえる～！」とわくわくし

たり、舞台で幕が開いた瞬間に表情がパッと輝いたり☆大

きな舞台で楽しく演奏できたことは、子どもたちにとって

大きな自信になったと思います。「楽しかった！またやり

たいな～♡」の声が何よりも嬉しかったです(^^) 

どんぐりくんが登れるドレミの階段 

 「土に埋めてないどんぐりはどうする？」と話をしている

と、「木に帰してあげよう！」という意見が。「どうやったら

帰れるかな？」と問うと「ドレミの階段や！」の一択でした

(笑)画用紙をギザギザに折り、みんなで繋げて、ながーい階

段を作りました。自分の机で紙を折り、みんなで一つの階段

を作ったのですが、セロテープを取るのも順番を守ったり、

貼っていくのも自然と列に並んでいたり、「もう壁にぶつかり

そうやから曲り道にしよ 

っか。」と相談していたり。 

活動の中で作る技術面だけ 

でなく、心の成長もたくさ 

ん感じることができました。 

小麦粉粘土でアリーのごはん作り☆ 

 ある朝、小麦粉を手に「アリーのごはんで

きるかな～。」と実験を始めた先生のもとに

「何してるん？やりたい！」とみんなが集ま

ってきました。小麦粉と水を混ぜてコネコ

ネ。「パンみたい！」「クッキー作れそう！コ

ロコロしてぺったんこにするやつほしい！」

とラップの芯で伸ばしてみたり、「焼いてみ

る？」「レンジで焼けるんちゃう？」とさら

にやってみたいことが溢れてきたようです。

３学期もみんなのやってみたいことを一緒に

試し、「どうなるのかな？」を考えながら実

験遊びを楽しみたいと思います(^^) 

 どんぐりから芽が出たよ！ 

 お友達が持ってきてくれたどんぐりから

どんどん芽が出て、土に植えてみることに。 

お水をシュッシュッとかけてあげたり、「あ

ったかくしてあげないと。」と葉っぱをお布

団にして被せたり。「木になったらまたいっ

ぱいどんぐりできるかな？」と色んなこと

を考えながら大切に育てています。 

       

おおきく 

       なあれ～ 

  

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。今月は不要な

フェルトや布などがあればご協力宜しくお願い致します。 

・かわいい年賀状を送って頂きありがとうございました♡ 

 



 

 

  

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 

冬休みはいかがお過ごしでしたでしょうか？子ども達から冬休み中のお

話を聞けることを楽しみにしています。そして、年賀状&寒中見舞いもあ

りがとうございました。 

さて、今日から 3 学期がスタートしましたね。早いもので今年度も残り

3 ヶ月ですが、寒さに負けずたくさん体を動かしたり、お友達との関わり

を通して自分の気持ちを伝えられるようになったりと、個々の成長が伸び

るよう、時には見守りながら、サポートしていきたいと思います。 

今月の主な遊び・活動 

 

・ザクロの木を温める方法を考え、色遊びや巻く遊びを展

開していきます。 

・身近なものを使って、音を見つけたり作ったり、音遊び

を楽しみます。 

 

 

音楽会ありがとうございました 

 集合直後は、慣れない環境に少しドキドキ！な表情

のひよこ組さんでした。開会前に観客席を見て周り、

大好きなお母さん達がここで見てくれるんだ、と知っ

た時は、安心した様子でした。控室では面白い顔をし

てふざけ合ったりと、いつも通りのひよこ組さんの姿

が見られました。いざ、本番！緊張や恥ずかしさから

か固まる姿も見られましたが、リトミックでは、今ま

でにないくらい大きな声で歌ってくれ、指揮をしなが

らとても感動していました。そして、プログラム終了

後には、「ママ達が見えた！大きく歌ったから元気モリ

モリパワー届いたと思う！」と達成感に満ち溢れた気

持ちを伝えてくれました。後日の感想用紙も、沢山の

温かく嬉しいお言葉をありがとうございました。 

   塗れた！ 塗れ、、、ない？！ 

赤い葉っぱで、ざくろの木を温めようと言う話か

ら、子どもたちからの声が多かった、ペンとクレヨ

ンで葉っぱに色を塗ってみました。すると、クレヨ

ンは強く書いたら着くけど、ペンは付かない！「な

んでーー！？何色なら？どこならつく？」と色が付

くか試しながら遊ぶうちに葉の裏には色が付きやす

い事が判明！次に、みんなが大好きな絵の具で塗っ

てみると、少し弾くけど色塗りが出来ました。一枚

の葉に塗り広げた模様を見て楽しんだり、色塗りし

た葉の上に画用紙を乗せて版画のように写る面白さ

を感じ遊ぶ姿が見られました。 

お願いします 

音遊びや造形遊びで使いたいと考えており

ます。不要な空き箱、缶、ボタン、芯 

等があれば、お持ち頂けると嬉しいです。 

よろしくお願い致します。 

ひよっこ 

メモリーズ♪ 

1 月号 

ひよこ組 クラス通信 

担任：林 優夏 

どうやって温める？ 

 枯れ木になったザクロの木を見て、ある子が一

言「寒そう。」みんな曰く、葉っぱが無くなって

寒そう、らしいです。そこで、「どうやって温め

るか」について話し合いました。すると、どうし

ても「赤い葉っぱで温める。」と言う子ども達。

なぜ赤色なのか、、、。なんと！ 

セーターは暖かい＝自分たちがきているセーター

の色が赤色だから。 

と色のイメージだけでは無く、自分たちの経験か

ら考え発言する姿から、とても成長を感じまし

た。 

積み木遊び 

 ある日、積み木コーナーで遊んでいると、

「見て！顔みたーい！これは、天狗！」何のこ

とかと思い、見てみると「本当だ！顔だー！」

と、並んだ積み木が顔のように見えみんなで大

はしゃぎ！そこから積み木だけでなく色んな素

材を並べて顔に見立てて遊ぶ姿から、顔コーナ

ーが出来ました。色んな素材を使って顔作りを

していると、並べた物が倒れた時の音に注目し

始め、その音が面白くなり、並べては揺らした

り振ったりして倒し、音遊びを楽しんでいま

す。積み木遊びからの顔遊びからの音遊びに発

展するとは、、、先生もびっくりしました！ 



アヒル組クラス通信 担任 河谷茶々      

 

 

 

 

 

 

 

  

新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い致しま

す。いよいよ三学期が始まりましたね。子ども達は随分とたくましくなって

きたなぁと感じることが多くあり、嬉しく思っています。先月は懇談会にお

越しいただきありがとうございました。保護者の皆様とお子様の健やかな

成長を共に喜び、ゆっくりお話しすることができて良かったです。一学期二

学期とさまざまなモノや出来事に興味を持ち、発見したり、不思議に思った

りし、そこから会話や遊びが広がっていきました。三学期も子ども達と様々

なことに関心を向け、ワクワクするような瞬間をたくさん経験できるよう

遊びを深め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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あひるんるん 

1 月号 

今月の主な遊び・活動 

・つるが通る道のトンネルを作ります。 

・体育遊びで、お芋鬼ごっこを楽しみます。 

 

 

 

音楽会楽しかったね♪ 

先日は音楽会にお越しいただき、ありがとうございました。子ども達にとって初めての音楽会はドキドキ

ワクワクの気持ちで胸がいっぱいだったことと思います。それでも本番では大勢のお客さんがいる前で

堂々と舞台に立ち、普段通り笑顔で楽しんでいました。幕が上がる前、笑顔になってお歌が上手に歌える

ようになる魔法の粉をみんなにかけると、緊張がほぐれ笑顔でお歌を歌うことが出来ました。お家の人に

かっこいい姿を観てもらおうと一生懸命な姿に、涙が溢れそうなくらい感動しました。音楽遊びを楽しん

でいる姿は自信に満ち溢れキラキラ輝いていました。音楽会が終わって感想を聞いてみると「めっちゃ楽

しかった！」「ドキドキしたー。」「（お家の人に）褒められて嬉しかった。」等、教えてくれました。「また

やりたいな〜。」とお部屋では音楽会遊びが広がっており、先生の指揮の真似をしたり、お歌を歌ったり

しています。そんな様子からまた一つ大きな成長を感じ嬉しく思いました。 

 

 

新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。いよいよ三学期が始まりま

したね。子ども達は随分とたくましくなってきたなぁと感じることが多くあり、嬉しく思っています。先

月は懇談会にお越しいただきありがとうございました。保護者の皆様とお子様の健やかな成長を共に喜

び、ゆっくりお話しすることができて良かったで 

つるちゃん 

‘やきいもグーチーパー’の手遊びが大好きなアヒル

組の子ども達。「おいも」の会話が広がって行く中で、

おいもには、‘つる’があるということを知りました。

つるちゃんと名づけ、実際に芋のつるを手に取って遊

びました。「つるちゃん帽子に変身したー！」「鳥の巣み

たいになった。」「つるってめっちゃ長いなぁ！」など

と、瓶に詰めたり巻いたり、つるの特性を活かし、工夫

して遊んでいました。 

 

 

気持ちカードを使って 

アヒル組では気持ちカードを使って自分の気

持ちを伝えることがあります。やったーの気持

ち、ウキウキの気持ち、ぐすんの気持ち、いや

やの気持ちなど 16 種類の気持ちの中から 

今の気持ちを選んで教えてくれます。A 君「今

日‘ヤッターの気持ち’！」「どうして？」「幼

稚園来たから。（みんなに会えて嬉しい）」B ち

ゃん「今は‘えっへんの気持ち’」「どうし

て？」「だってお野菜食べれたから。」等と、自

分の気持ちと、なぜそんな気持ちなのかを教え

てくれます。気持ちをカードで表すことで、自

分の気持ちやお友達の気持ちを知ることがで

き、子どもたちは気持ちカードが大好きです。 

 

 

 

 

 



 

 

  

 新年明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。次の学年へと繋がる 3 学期、遊びや友達との関わりがより深まっていく

よう見守っていきたいと思います。新年のご挨拶には、可愛いお手紙をいた

だきましてありがとうございました。１２月には、ミニトマトから育った、

ミニトマトを食べるという面白い経験をしました。わずかな収穫でしたの

で、ミニトマトをさらに小さく切って分け合ったのですが、その一口を大事

に頬張り、「めっちゃ美味しい♡」「おかわり！」と育てた物を食べれた事は

色んな気持ちが溢れる時間になりました。色々な感覚を使い、心が動く経験

ができます様、今月も頑張っていきます。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

今月の主な遊び・活動 

・いよいよお金も貯まり、フルーツポンチ作りを

行いたいと計画中です。 

・お地蔵様から広がった活動を行います。 

・引き続き、じゃまじゃまマンを楽しみます。 

 

お手伝い作戦！！ 

音楽発表会を終え、お助けパンダさんがナースリーさんと

遊ぶ日がやってきました。日にちが決まると「やった！」と

ガッツポーズをする子、少しだけ不安そうにする子、それぞ

れの色んな気持ちが見られました。リンゴ組さんの入り口

まで迎えに行き、手を繋ぐと距離も縮まり、積極的に声を掛

ける子も出てきました。運動場で、自然物を使ったおままご

と遊びをしたのですが、道具の使い方を隣で教えてあげた

り、逆に手伝ってもらったり(^^)一緒に遊んだりと微笑まし

い姿がたくさん見られました。同じ年のお友だちだけでな

く、異年齢の縦の繋がりはこれからも大切にしていきたい

なと感じるひとときになりました♪ 

カナヘビさんのしっぽ 

遠足から大事に育てているカナヘビさん。名前は

まだありません。まだないというより、カナヘビ

という新しい生き物の名前を知ったことが嬉しそ

うな子ども達で、今ではヤモリを見つけても「あ、

カナヘビさんいた♪」と話す姿が見られます。触

っていくうちに尻尾が何度かちぎれてしまい、新

しく生えてくることを知り、「よかったぁ。」と一

安心。どんな尻尾が生えたら嬉しいかなとカナヘ

ビの尻尾を変身させて粘土で作って遊んでみまし

た。尻尾だけでなく、ベロをつくったり、食べる

ご飯が出来たりイメージの世界が沢山広がり、面

白い作品になりました。 

お店屋さんを開こう！！ 

お手伝い＝お金をもらう ではなくなってきた

子どもたち。だけど、「フルーツポンチを作りた

い！」と次の作戦です。どんな事が出来るか考

えて、「お店屋さんをするのはどう？」と話にな

り、冠やリボン、カバン、ブレスレット、クッキ

ーなど何を作りたいのかを決め、実際に作って

みました。出来上がった物は、さっそく身に着

けたりと、商品ではなく自分の物にする素直な

姿もあり、作った物を大切にする、その姿も嬉

しかったです。これからの遊びの発展も乞うご

期待♪ 

音楽発表会たのしかったね♪ 

初めての音楽会、大きな舞台で楽器遊びやお歌など音を

楽しむ時間になったなぁと感じています。 

自分の音を聞く、お友達の音を聞く、他の学年の音を楽

しむ、そんな時間に心地よさを感じ過ごしていました。

来年は、新しい楽器に触れる事にも今からワクワク♪ド

キドキ♪引き続き、音に触れ表現を楽しめたらと思って

います。素敵な時間をありがとうございました。 

お地蔵さまと一緒にいたのは。。 

お地蔵さんごっこから、気になるお地蔵様を近くで見よ

うと園庭へ。「服を来ているみたい！」と前掛けをめくっ

てみると、ちょこちょこ動く生き物が！！よく見ると、ヤ

モリが前掛けの後ろに休んでいたのです。「カナヘビさ

ん？？」とびっくりする子ども達の横で、「なんて(プロジ

ェクトに繋がる)運命的な出会いなんだ。」と私は驚いて

しまいました。(笑)「寒いから(前掛けが)お布団と思った

んかな。」「(お地蔵さんが)お母さんと思って抱っこしてる

ん違う？」など色んな話に盛り上がっています。 

 

パンダスタジオ 

１月号 

パンダ組クラス通信 

担任：久川純奈 



 

新年あけましておめでとうございます。 

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

皆様、冬休みはいかがお過ごしでしたでしょうか。素敵な年賀状

や寒中見舞いを頂き、ほっこり幸せな気持ちで早く子どもたちに会

えることを楽しみにしていました。二学期末には、個人懇談会にも

足をお運び頂き、ありがとうございました。さて、いよいよ三学期

がスタートしますね。次の年中組への期待感を持ちながら、今まで

以上に「やってみたい！」「なんでだろう？」の気持ちを大切に保育

を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 

担任：葛木裕子 

１月号 

今月の主な遊び・活動 

・様々な素材を組み合わせて見立て遊びを楽しみます。 

・どんぐりの観察を通して、植物への興味・関心を深め

ていきたいと思います。 

 

 

 

音楽会にお越し頂きありがとうございました♪ 

 子どもたちにとって初めての音楽会。朝の集合ではい

つもと違った雰囲気に緊張していた様子の子どもたちで

したが、会場を見てまわったり、お友達や先生と話すう

ちに、これから始まる本番に期待を抱き舞台へ向かいま

した。幕が開き、初めての大舞台に緊張で泣いたり不安

にならないかドキドキしていた私に反し、いつものよう

にリラックスし楽しく表現している子どもたちの姿とそ

の成長にじーんと感動しました。この音楽会の経験を大

きな自信に、また新たなチャレンジの一歩になればと願

っています。 

 

大好きなどんぐりから・・・ 

 秋の遠足から、どんぐりや松ぼっくり、落ち葉な

ど沢山の自然物で遊んできたコアラ組の子どもた

ち。その中でもどんぐりは、おままごとの材料にした

り、並べて遊んだり、お水に入れてどんぐりジュース

を作ったりと特にたくさん遊んできました。 

そこで、私も大好きな絵本『どんぐりころころ～お

やまにかえるだいさくせん～』という絵本をみんな

で読んでみました。この絵本、童謡どんぐりころこ

ろに合わせて歌いながら物語が展開されていきま

す。絵本では、どんぐり君が色んな生き物たちと出

会い冒険をし、最後には大きな木になるという物

語。読み終えてから「え、どんぐりって木になる

ん？」とびっくりの子どもたち。みんなのお部屋の

どんぐりも木になるかな・・・？みんなで話合い、

植えて育ててみることにしました。 

 

 

 

どんぐりくんが大きくなるには？ 

ある日の会話の時間。 

植えたどんぐりくんにまだ変化がみられず、どう

したら大きくなるか相談していました。 

一番多い意見が、「もっとお水あげる。」という意

見。よく知っているな！と内心で驚嘆しながら、

他にも「仲間つくって応援してあげたらいいんち

ゃう？」「まだどんぐり君眠たいのかも。」という

子どもらしい意見も♡ 

3 学期もどんぐりの成長を子どもたちと観察し

ながら、植物を育てる喜びや大切にしようという

気持ちが育めればと思っています。 

お願いします 

いつも様々な素材集めにご協力頂きありが

とうございます。 

引き続き、不要なタオル・リボン・ボタン・

ビーズ・毛糸・空き箱・芯・空きカップ・紙

袋などございましたらお持ち頂きたいで

す。ご協力宜しくお願い致します。 

 

好きなどんぐりを選ぶ 水に入れ選別 
植える 



 

 

  

 皆様、明けましておめでとうございます。お正月休みはいかがお過ごしで

したか？私は、しばらく子ども達の声を聞かない生活に寂しく感じておりま

した。それと共にまたお休み中のお話を聞けるのが楽しみです！ 

 ひばり組の子ども達と過ごせるのもあと約３か月ですね。今でも、４月当

初ドキドキしながらも頑張って幼稚園にやってきたみんなの姿を思い出し

ます。その頃よりも大きくお兄ちゃんお姉ちゃんになって、自分の事だけで

なく、お友達の事まで考えられるようになりましたね。あと約３か月、更に

成長した姿を見られると思うとワクワクします！ 

 ついに３学期の幕開けです！皆様、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・ジャマジャママンの活動で、グループごとに鬼になっ

て駆け引きを楽しむ。 

・積み木や廃材の箱などを積み上げて、どうすれば崩れ

ずに倒れるかなどを考えながら、試行錯誤を楽しむ。 

 

音楽発表会、ありがとうございました！ 

 先月は音楽発表会にお越しいただき、ありがとうござ

いました。当日、緊張している子もいれば、舞台に出て

発表するのが楽しみな子もいて、皆がそれぞれ頑張ろう

という気持ちで取り組んでくれていたのではないかと

思います。 

本番までの日々では、保護者の皆様から「よくあの曲

を歌っていて、音楽発表会で歌うのかな？と思いまし

た！」と聞かれることも多く、子ども達も本当に気に入

って、それぞれの曲を歌ってくれていたと思います。「ピ

クニックマーチ」の３番「もぐらくん、こんにちは。」

という歌詞はちょうど「あなぽこプロジェクト」で出て

きていた話しでもあり、よく鼻歌が聞こえてくるほど気

に入っていたようです。 

年少組の最後のプログラムが終わった後、「皆、とっ

ても上手だったよ！」と言うと、にんまり笑顔。音楽発

表会を通じて、子ども達が楽しみながらも達成感を感じ

ている姿を見られました。それが次の音楽遊びや生活で

の自信に繋がっていると嬉しいです♪ 

お星さまを探そう。 

自分たちでクリスマスツリーを作った子ども達。
後は何が必要か話したときにツリーの1番上にあ
る「お星さま」が必要だという話になりました。
「どこにあるかな？」と話していると「お外に探
しに行く！」「流れ星が流れて来た時に捕まえ
る！」等、様々な意見が出てきました。そこでま
ず園庭へ探しに行くことに…でもなかなか見つか
らない。側にいた園長先生に聞きに行くと、「お空
のずっと上の上に行くと真っ暗になって、宇宙に
沢山のお星さまが見えるんだよ。」と教えてもらい
ました。その場で「じゃあロケットで行こうか。」
等と話すお友達も♪また、皆でお星さまを捕まえ
る方法を考えてみようと思います。 

階段を見に行こう！ 

天井にいる蜘蛛さんを捕まえる為、階段を作るこ

とにしたひばり組さん。どんな材料で作るか、相談

している時に「紙で作る！」という意見が出てきま

した。そこで、幼稚園にある階段を実際に見に行く

ことに。意識して見てみると、幼稚園には階段がい

っぱいあることを発見！ホールへ続く階段、遊具

の階段、二階へ続く階段…。階段に触れてみて、し

っかりしていることを確認し、「紙」で作ると皆が

登れないという事が分かったようです。途中でレ

ンガの壁を見つけて、「レンガならいけるんちゃ

う？」、遊具の木の階段のネジに気付いて「ネジ付

けたらいいやん！」等、実際に見て階段はどのよう

なものか知る事が出来ました。 

最近は自分たち 

の経験からアイ 

デアをたくさん 

出してくれるこ 

とが増えました♪ 

お願いします 

いつもご協力ありがとうございます。ご家庭でご不要の

ビーズやボタン、積み上げて楽しそうな廃材があればお

持ち頂けると幸いです♪よろしくお願いいたします。 

 

ひばりたちの 
おしゃべり 

１月号 
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