
 

 

 

 

 

 

 

 

にこにこ星 

星組クラス通信 

担任：末吉奏絵      

２月号 

今月の主な遊び・活動 

・廃材を使い、オリジナルの楽器を作ってみます。 

・土粘土で大きな木を作ったり、土の下をイメージ

しながら自分なりの世界観を表現します。 

・ルールのある鍵鬼ごっこで作戦を考えてみます。 

ゼリー作りやポテトチップス作りをする中で、嬉しい・

楽しい・不思議・など沢山の感情を経験しました。そ

の後の会話でどんな感情、どんな表情があるかを話し

合いました。実際に鏡を見て怒った顔、泣いた顔を見

て眉毛や、目の形、友達とは顔のどこが違うのかを、

じっくり見てみました。「○○の顔のこんなとこにほく

ろある！顔ここだけ濃い茶色！」「なんか面白い顔にな

ったけどちょっと似てる！」等、よく見る事で自分の

顔の新しい発見をし、出来上がった絵を見て笑い合う

姿もありました。ネームペンを使い、毛の 1 本 1 本ま

でよく見て、細かい表現を行う姿に成長を感じました。 

コーナー活動で使っていたボンドが乾き、ペロンと

はがれている事に気付き、「これ何？」と、最初は不

思議がっていましたが、「乾いたらこんなんなる

ん？」と、形状が変わる事に面白さを感じ、「色付け

たりしてみたい！」と、遊びに繋がりました。ボンド

を薄く伸ばしたところに粉絵の具で色を付け、翌日

乾いたはがしてみました。すると、「パリパリ！ポテ

チやん！」と、出来上がった作品を見て大喜びでし

た。今月はパーティーについての活動が多かった事

もあり、何でも食べ物に繋がってしまいましたが

(笑)、大発見が多かったようです＾＾ 

 寒さがまた一段と増す時期になり、時々雪もちらついていますね。子どもた

ちは寒さに負けず、毎日元気いっぱい走り回っています。先月は言葉のあり方

についてお伝えしましたが、引き続き会話を深めつつ、最近は喧嘩の仕方につ

いて話し合いました。自分の思いがどんどん溢れ、皆の意見がぶつかる事がよ

くあります。その際に、我慢をする事も、押し通す事も良くないけれど、話し

合い、言葉で言い合う喧嘩は良い事だと伝えました。すると、今までは「それ

あかんって言ったやん！」と、すぐに強い口調になってしまう子も、「なんで

そんなんしたん？」と、相手の気持ちに寄り添う、上手な喧嘩をしようとする

様になってきました。まだまだ難しい事だと思いますが、相手を思いやり、少

しずつ気持ちのコントロールが出来ればいいなと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゼリーパーティーをしたよ！ 

１学期からお便りでも紹介いたしましたが、ジャムパ

ーティーや、紙粘土を使ったパーティーの料理作りな

ど、様々な遊びをしてきました。皆の好きな色遊びも

組み合わせたゼリーパーティーはとても楽しい時間

だったようです。会話の中で色々なゼリーを作るに

は、どんなジュースが必要か話し合い、皆で材料を決

めました。当日、「今日はゼリーパーティーや！」と、

朝から楽しみにしていました。ジュースの量を測りな

がら注ぐ係、ゼラチンを入れ、固める係、よくかき混

ぜる係など、それぞれの役割を決めながら作りまし

た。「５００までやで～。ストップ！」「泡出てきたか

らゼラチン係さん入れて～。」と、計量カップの数字を

よく見たり、沸騰する瞬間を見て声を掛け合っていま

した。簡単に出来る事、ジュースが変化していく事が

楽しく沢山のゼリーが出来、皆で冷蔵庫まで入れに行

きました。「給食後食べようね～！」と、ワクワクして

いましたが、量が多すぎたため、給食の時間までには

固まらず、次の日のお楽しみとなりました(笑)翌日、

「固まった？」と、皆に聞かれ、すぐにでも食べたい

様子でした。いざ、給食の時間になり、自分でゼリー              

を入れ、「プルプルしてる！」「マスカット美味しい～」

と、自分達で作ったゼリーは最高だったようです♡ 

ポテトチップス 

人の顔って面白い 

材料・素材集めにご協力お願いします 

・引き続き不要のタオル、廃品がありましたら幼稚園へ

持って来て頂きたいです。 

・自分達で廃材を組み合わせ楽器を作ろうと思っており

ます。もし家に子どもが持ち運べるサイズの不要な楽

器がありましたら、もって来て頂ければと思います。

宜しくお願い致します。 



２月号 

  

 

 

 

 

   

 寒さがまた一段と増す時期となりました。最近は、雪がちらつく日も

ありますね。そんな時、子ども達は、寒さにも負けず、「雪降ってきた！」

と嬉しそうに外へ飛び出し、この時期ならではの遊びを楽しんでいま

す。そんな元気いっぱいの姿になんだか心が温まる日々です。 

 さて、雪組で過ごす月日も残り２か月。今月は、この 1 年の集大成、

造形展がありますね。今まで子ども達が色んなものに出会い、興味を持

ち、様々なアイデアを出し合い、作り上げてきた作品を見て頂ける日を

心待ちにしています。  今月もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

昔の暮らし・遊びって？ 

 昔ながらの方法で稲の脱穀やもみすりを

経験した子ども達。「昔の人ってこんなに

大変なことしてたんやなぁ～。」と色んな

ことを感じた様子でした。そこから、興

味は昔の人の生活へ。こんなものが家に

あった、こんな風に遊んでた、など、絵

本やお家の人から聞いてきたことから沢

山知りました。昔ながらの遊びを実際に

試してみたりもして、興味はさらに広が

っていきそうです♪ 

かかしの気持ちって？ 

お米をきっかけに子ども達との会話に出てくるようになったもう１つのもの、それは「かかし」。「お米を

守ってくれる」「鳥を追い払ってくれる」とかかしについて知っていることを日々たくさん話していまし

た。そこで、『コッコさんのかかし』や『かかしのしきしゃ』といった、かかしが登場する絵本を読んでみ

ることにしました。絵本を開くと早速、「あ！かかしや！」と一言。お話を楽しみながら 

聞いてくれていました。そして、その後は絵本の内容にちなんで、「かかしってどん 

なことを考えているんだろう？」とかかしの気持ちについて考えてみることに。する 

と、「ソファに座りたいって思ってるんちゃう？」「夏は暑いなぁ～って思ってるで！」 

とたくさんの意見が出てきました。子どもならではの発想がとても面白く、楽しい会 

話の時間になりました♪ 

 

おばけ屋敷ができちゃった！ 

 もう１つの子ども達のブームはおばけ屋敷作

り！実は、２学期の終わり頃から雪組のお部屋

には骨格標本のガイコツがずっといるんです

（笑）きっかけは、石の話から化石、そして恐

竜、そこから骨へと話が広がっていったこと。

始めは「怖い怖い！」と言っていた子ども達で

したが、今ではもうすっかり馴染んでいます。

そんなガイコツ、子ども達が言うには、おばけ

の仲間だそうで…そこから始まったのがお化け

屋敷作り。天井には姿・形が様々なお化けがた

くさん。一歩中へ入ると、「うわぁ～！」とお化

けに変身した子ども達が驚かしてきます。もう

外へ出るのも大変です（笑）子ども達が自分達

で考え、工夫して、毎日変わっていく光景に私

もワクワクしながら楽しんでいます！ 

 

snow memory 

mmmemo 

雪組クラス通信 

担任：村中千秋      

今月の主な遊び・活動 

・土粘土を使って遊びます。 

・グループのお友達と相談しながら紙で遊びます。 

 

 

お願いします 

日々たくさんの素材集めへのご協力ありがとうござ

います。今月も空き箱や不要なタオルなどをお持ちい

ただけると嬉しいです。 

 

めんこに挑戦！ 着物みたい♪ 

かかしを描いてみたよ♪ 



今年の冬は例年に比べて、寒いですね。保育中に雪が降ることも

多く、雪がチラつくと、「雪降ってきた～！」と皆廊下に飛び出し、

「ゆ～き～やこんこ♪」「かんたろう～(^O^)♪」と大好きな歌を空

に向かって歌っています。また、最近の花組さんの関心は、「リサ

イクルマーク」をきっかけに、「海」へと広がり、海の中の世界に

ついて色んな会話をしています。 

さて、早いもので花組さんともあと２ヵ月弱でお別れです。様々

な遊びの場面で、お互いの思いを調整しながら自分達で解決でき

るように見守り、一日一日を大切に過ごしていきたいと思ってい

ます。今月もどうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

Flowers time 
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  花組クラス通信 

担任 原口久代 

リサイクルやってみよう！ 

牛乳パックにある、紙のリサイクルマーク

を見つけて「紙になるってこと？」と素材ごと

に違うマークが付いていて、何になるのか気

になり始めた子ども達。そこで、牛乳パックを

自分達の手でリサイクルしてみることに！自

分達で出来るということに驚いたり、喜んだ

り、「ほんまに紙になるんかな？」とドキドキ

ワクワク半信半疑の子ども達。まず、最初に牛

乳パックをハサミで切り開いていくと、「先生

見て！ここにリサイクルありがとうって書い

てる！」「あ。僕のも同じマークある！」「なん

で皆がリサイクルしてるのわかったんやろ

う？」とナイスタイミングで見つけた「ありが

とう」の言葉に皆大喜び♪この日から約 1 週

間かけて牛乳パックを使って紙を作りまし

た。色んな工程の中で、見た目や感触がどんど

ん変わっていく様子に驚いたり、皆が予想し

ていた紙とは少し違う仕上がりに、様々なこ

とを発見したり感じたりしていました。 

色んなものにプラマーク ～素材で遊ぼう～ 

毎日、色んなマークを見つけては「ここに○○マー

クあった！」と嬉しそうに教えてくれる子ども達。

集めた素材をマークや色ごとに分けて、コーナーを

作り、色んな遊びが広がってきています。 

ピクトグラムで遊ぼう 

マークへの関心が益々深まってきた花組さん。

今回は、ピクトグラムを使って遊んでみることに

♪「あ。これオリンピックのマークや！」と色ん

なポーズのピクトグラムを見てポーズを真似っ

こしたり、何のマークかクイズをしたり♪「とこ

ろで、このマークの人はどんな人？大人？男の

人？どんな顔？」と話が広がっていきました。そ

こで、今回は、シールを使って遊びました。大き

さの違う丸い形のシールを切ったり、穴をあけた

り、重ねたりしながら自分で形を作って、表情や

髪などを作っていく子ども達。いつも以上に、ク

スクスと笑いが起こり「見てみて～♪」「なにこれ

～。」と楽しんでいました。ピクトグラムがユーモ

アなマークに大変身！！みんなで見せ合い終始

大笑いでした♪造形展をお楽しみに～♡ 

お願いします 

・カップ、芯、ストロー、ペットボトル 

蓋(瓶やペットボトル等)を集めています。 

・園で、正しい鼻のかみ方を教えていますが、 

お家でも出来るように教えてあげて下さい。 

 

今月の主な遊び・活動 

・氷を使って遊びます。 

・土粘土で遊びます。 

 

 

ストロー キャップ 



 

 

 

 

 

  

 暦の上では春ですが、まだまだ寒さが続いていますね。お変わりはご

ざいませんか？先月は感染者の増加に伴い、保護者の皆様にはご心配と

ご迷惑をお掛けしました事をお詫び致します。世の中でも感染拡大が大

きく報道されている中で、身近な出来事である事を受け止め、クラスの

中でも改めて感染症対策をしっかり行っていきたいと思いました。 

さて３学期が始まり早くも 1 ヶ月が過ぎようとしています。お部屋

でも造形展の準備が着々と進んでいますが、その様子に子ども達自身も

嬉しいようで、飾っている作品を見てはお友達と会話が始まります。 

「これタネの話した時の絵やんな！僕の絵あった！〇〇ちゃんは？」 

と、今までの遊びを振り返りながら作品を眺める子ども達。思いを共 

        有しながら会話を楽しむ姿には成長を感じます。それ

と共に鳩組の生活も残り少ないのかと思うと寂しさ

も込み上げてきます…。まだまだ大変な時期ではあり

ますが、子ども達と精一杯向き合い、興味関心を広げ

て深めていける楽しい毎日を送れるように努めて参

りますので、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 

2 月号 

今月の主な遊び・活動 

・土粘土を使って遊びます。 

・体育遊びでは鍵鬼ごっこをして遊びます。 

 

 

 

*最近の鳩組さん* 

 ３学期になり、お部屋全体の雰囲気が落ち着

き始めた鳩組。柔らかくゆったりした時間が流

れています。お部屋の中では各コーナーでの遊

びが展開されています。どのコーナーでも子ど

も達がそれぞれ遊びを楽しみ、お友達との関わ

りを楽しみながら遊んでいるように思います。 

外遊びでもそんな素敵な雰囲気は途切れる事

なく、数人で集まって友達同士で相談しながら

遊ぶ姿が増えてきました。相手の気持ちを考え

ながら関わったり、思いや気持ちを共有する事

の楽しさを十分に味わっているようで、心の成

長が沢山見られています。 

*いろんな鳥になりきり遊び* 

 色んな鳥の種類や鳴き声の話に興味を持ち、

お部屋の中では鳥の鳴き声の真似っこをする子

ども達の声が何処からともなく聞こえてくるこ

の頃。今日は鳥さんになりきってみよう！とな

りきり遊びをしてみました。 

どんな鳥さんに出会えるかな〜と話をしてみる

と、自分なりに身体を使って表現していました。

クジャクになったりフラミンゴが踊っているポ

ーズをしてみたり…中には表情もこだわってな

りきっている姿もあったり 

と、ユニークで可愛ら 

しい姿が見られました。 

 

*雪の結晶はお水？* 

     「ひとしずくの水」という絵本をみ

んなで読んでいると、結晶や蒸気など様々な水

の形がある事を発見した子ども達。中でも、イ

ンクが水に溶けていく様子を写した写真には目

を光らせて、「ほんまにこんな風になるの！？や

ってみたい！」と探究心を燃やしています。こ

れから色んな実験をしながらお水の不思議さ面

白さを感じて行きたいと思っています。 

お願いします 

おうちでもクラスでも、感染症対策

を改めて徹底していきたいと思い

ます！宜しくお願い致します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 本格的に寒い季節がやってきて、雪が降る日も増えましたね。子ども

たちは雪が降る日、「積もってほしいなー！」と言いながら、のびのびと

外へ駆け出し遊んでいます。皆様お変わりはございませんでしょうか。 

 最近は造形展に向けての準備が着々と進んできており、子ども達同志

で作った作品を見て「あっ！これあの時描いたよなぁ！」と話し合って

おりました。今までの作品は子どもたちにとっても思い出の一つとし

て、記憶を共有し合っているんだなと感じ、残された時間を大切に過ご

していきたいと思いました。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       

今月の主な遊び・活動 

・土粘土を使って遊びます。（お手数ですが、子どもたちの爪が伸びていたら切ってあげてください。） 

・温泉に入りにくるお友達＋テーマ を決めて、絵の具で大きく描いて遊びます。 

 

 

 

紙帯を折って折って…？ 

長い紙や短い紙、のりしろを作って折ることで、紙を立

たせることができるとを知り、様々な形に変身させ立体

物を作って遊びました。「ここはトンネルでな、こっちか

ら通ってな…」と子どもたちの中で想像した世界がどん

どんと膨らんでいく様子があり、楽しいお話をたくさん

聞くことができました。中には作品のお話がないお友達

もいました。なにかはわからないけど作っているうちに

夢中になって面白い形ができた！それでも遊びに集中し

ている姿からは、色々なことを考えながら作っているの

だと、とても成長を感じます。 

温泉コーナーにて♨ 

色々な温泉に興味を持っている空組さん。今ではコーナー活動も盛んになってきています。保護者

の皆様にご協力頂いた果物の皮やフレグランスは、実際にお湯の中に漬け込んで小さな温泉を作

り、「はぁ～いい匂い      」と安らぎながら香りを楽しんでいます。お湯が入った瓶に光が差し込むこ

とがあり、中の色が綺麗に映し出されることにも気づき、新たな発見に目をキラキラさせている子

ども達でした。また色々な「○○の湯」について会話を広げ、その温泉にはどんな効果があるのか

知りました。「コーヒーを入れた温泉もあるんだよ。」と伝えると、「なんか大人が好きそうやな

ぁ。」と話しているお友達もいましたよ。自分の好きな色、好きな匂いのものを混ぜて遊び、「体が

いい匂いになる温泉」「怪我が治る温泉」などなど使ってオリジナルの温泉を考えてみたりしまし

た。子どもなりに効果を考え描いている様子がたくさん伝 

わる活動だったと思うので、造形展でも是非ご覧ください♪ 

～造形展に向けて～ 

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。また、

絵の具などの造形活動が増え、スモッグ

を汚して帰ることも多くなっていると

思います。いつもお洗濯ありがとうござ

います。造形展に向けて以下の素材を集

めたいと思っております。 

線の材料▶ストロー、割り箸など 

点の材料▶ビーズやボタンなど 

ご不要なものがありましたら、ご協力よ

ろしくお願い致します。 

 

 

２月号 


