
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 雪が時折舞うほど、厳しい寒さが続く毎日ですが、皆様お変わりありません

か。先日、給食後に雪がちらつき、子どもたちも大興奮！「雪積もったら雪だ

るま作れるな～♡」と夢が膨らみます。うさぎ組の前の廊下から雪を眺めてい

ると「ゆ～きやこんこ♪あ～られやこんこ♪」と子どもたちから自然と大合唱

が始まりました。３学期になり、改めてうさぎ組のみんなは見たこと感じたこ

となんでも遊びにする力、楽しむ力があるなあと感じます。さらにその楽しい

をお友達と共有する姿がほかにも色んな場面で見られ、心がどんどん育って

いるように感じています。今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

はっぴー☆らびっつ 

うさぎ組クラス通信 

担任 髙石晴香      

２月号 

今月の主な遊び・活動 

・土粘土を使って形作りを楽しみます。 

・体育遊びでは、お芋鬼ごっこのルールを理解しな

がら楽しみます。 

 

 

 

どんぐりの芽が出てきたよ！ 

 12 月に育て始めたどんぐり。冬休みが明け、なん

とついに芽が出ました！ちなみに出たのは先生が初

めに卵パックに植えたどんぐりでした(^^;)みんなが育

てているのと違いを考え、「先生のは蓋がついてるか

らかな？」「葉っぱのお布団でもっとあったかくなる

かな？」「もっとおひさまに当たるとこに置いたら？」

と意見が出てきました。暖かいほうがよく伸びるとい

う考えに行きついたうさぎ組さん。これからもっと大

きく育つのか楽しみです♪ 

光に透かすと・・・！？ 

 おひさまのようにピカッと光る懐中電灯。どんぐ

りに光のパワーを当てたり、天井に光を映したり。

そこで透明カップなどをカラーペンで塗って、光に

透かして遊んでみました。「こんな色になった

～！」「きれいな色♡」と、透かした時の色の見え

方の不思議を楽しみました。また、色んな形に切っ

たクリアファイルを塗った時には、おひさまの光に

かざすと床に色が映し出され「こっちにも出てき

た！」「緑が出てきた！」と大盛り上がり！光の不

思議をまだまだ試しながら楽しみたいと思います。 

紙コップタワー 

 紙コップを積んで、どこまで高く積むことが

できるか挑戦するコーナー。初めは少し積んで

は「せーの！」と倒すのが楽しかったようです

が、「ここまで高くなった！飾っといていい？」

と自慢げに見せてくれるようになった子ども

たち。遊んでいる様子を見ていると、お友達と

交互に積み、協力して高くする姿が見られま

す。また、積んだ後に懐中電灯で照らすと「影

が映ってる～！」という発見も！色んな場所で

光を使った実験が行われています(^^) 

  おひさまの光みっけ！ 

 どんぐりを温めてくれるおひさま。

ある日朝の会で歌を歌おうとした時、

「先生、三角がある！」と、カーテン

の隙間から差し込んだ太陽の光が、机

の上に三角の形に映し出されていまし

た。「ほんまや！」とお友達が集まると、

影になって隠れてしまい、「あれ？三角

どこ行った？」とキョロキョロ探す子

どもたち(笑)「こっちにもおひさま！」

「あ！ここにも！」とお歌そっちのけ

でおひさま探しが始まりました(^^) 

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

もの、空き箱、ロール芯等がございましたらよろしくお願

い致します。 

給食時、お箸チャレンジを行っています。お家でも持ち方

など一緒に練習してみてください☆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

寒暖差のある日々が続きますが、皆様お変わりありませんか。 

さて、今月は造形展がありますね。様々なことに興味を持ち、沢山の遊

びに触れてきた子ども達。最近では、コーナーや活動で出来た作品を「こ

れは、造形展で飾っといて。これは、持って帰ってすぐ見てもらいたい。」

と自分の意思をはっきりと伝えられるようにもなり、成長を感じます。 

そんな子ども達の思いが沢山詰まった作品を、ご覧頂けるのを楽しみに

しています。そして、最近は更に色々なことに興味を持ち、日々テーマ

の違う話をしても継続して考えたり遊ぶ姿に成長を感じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひよっこ 

メモリーズ♪ 

 
ひよこ組クラス通信 

担任： 林 優夏     

２月号 

今月の主な遊び・活動 

・土粘土では、形の変化を楽しみながら遊びます。 

・様々な素材を使って、顔に見立てて遊びます。 

・お芋鬼ごっこで遊びます。 

 

 

 

雪ブーム     

ある日、珍しい雪に大興奮の子ども達。また別日に粉

雪が降ると「なんか違う雪！」と雪の違いにも気付い

ていました。朝の会で「雪」を歌っていると、３番も

歌いたいとの声が聞こえてきました。３番は自分たち

で作るそうで、お家の人に聞いたり、どんな歌詞にす

るか、お友達とも話す姿も見られます。そこから、絵

本を通して、雪だるまを好きになり、粘土遊びでは

色々な雪だるまを作って見せてくれます。 

雪の歌、３番どんな歌詞になるのか、、、お楽しみに♪ 

色々な風 

ザクロの葉が風に飛ばされた、と言う会話から風にも興味

を持った子ども達。とても風が冷たく強い日、「今日の天

気」を聞くと、晴れ・雨・曇り・雪・どれも違う、、、、風！！

と言う答えが返ってきました。そこで皆で風マークを描き

ました。次の風の日から、「今日は〇〇君、○○ちゃんが

描いた風マークみたいやな。」と話す姿が見られます。 

最近、風を感じる日には、特に嬉しそうに朝から「今日は

風マーク！」と教えてくれます。他の活動やお話しをして

いても、風のお話が出て来るくらい、子ども達の興味が感

じられます。 

大好きな絵具遊び 

絵具遊びが大好きなひよこ組さん。ドレッシングボ

トルに入った絵具を、色んな形の発泡スチロールに

垂らし流して遊びました。絵具が落ちないようにそ

ーっと流す姿、色の混ざりを楽しむ姿、絵具が垂れ

流れていく動きを楽しみ何度も繰り返し遊ぶ姿、

様々な姿が見られました。中には、最大限に腕まく

りをして、忙しそうに部屋を駆け回り、好きな色を

手に取って力の加減をしながら遊びこむ姿も、、、ま

さに芸術家のようで、ここまで遊び込めるんだ、と

驚かされた日でした。こんなにも子ども達が夢中に

なり遊んでくれることに嬉しく思いました。 

クワガタさん、、、。 

一月後半の一週間の間にニジイロクワガタの

メスが亡くなりました。いつも、」お世話をし

てくれていた子ども達は、いち早く気付いて

教えてくれました。そして、「クワガタさん、

死んじゃって可哀想だから描いてあげよう。」

と言うことになり、絵具で描きました。する

と、クワガタを手にとり、話しかけたり撫で

ながら描いたりと、クワガタへの思いがとて

も伝わり、感動しました。そんな子どもの作

品もお楽しみにして頂けたらと思います♡ 

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。引き続き、空き箱や空きカップを集めてい

ます。よろしくお願いいたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

雪が降る程寒い日が続いていますが、子ども達は寒さを吹き飛ばすくらい

元気に過ごしています。息を吐くと白くなることや、寒いと雪が降ること、

水が凍ること等、冬ならではの現象に気付き楽しんでいます。それと同時に、

「雪って何で手に乗ったらなくなるの？」等の、疑問もうまれてきました。

最近では、子ども同士での会話もより深く盛り上がり、笑い声がお部屋に響

いています。また、お友達への思いやりの気持ちを持って関わっている姿が

よく見られ、嬉しく思います。今月は年少さん最後のイベント、造形展があ

ります。作品は勿論、この一年の遊びや経験したことが作品となっています

ので楽しみにしていて下さいね。今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月号 
アヒル組クラス通信 

担任 河谷茶々      

あひるんるん 

今月の主な遊び・活動 

・土粘土を使って遊びます。 

・氷の実験や雪の感触遊びを楽しみます。 

 

 

 

大好きな体育遊び！ 

体育遊びの日は、「今日体育遊びや

ろ？」「ヤッター。」等と体育遊びを楽

しみにしているアヒル組の子ども達。

今まで國田先生がじゃまじゃまマン

だったのが、次は子ども達がじゃまじ

ゃまマンになってタッチをしたり、う

まく逃げたりして遊びました。ルール

を守って遊ぶことの楽しさや難しさ

を感じながら終始笑顔で盛り上がっ

ていました。 

 

ソフトパステルで空の色作りをしました 

先月の芋のつる’で遊んだことから、長いつるはいっ

たいどこまで長いのかな？と話し合ってみると「雲の

所いくんちゃう？」「お空まで長い。」等の子供達の想

像は空にまで広がりました。そこで、そのお空はどん

な色かを想像しソフトパステルを使って空の色を作

る遊びをしました。空を描いた後に手で色を伸ばして

いくと、色がぼんやりとぼやけていくことや、色が混

ざり合い新たな色ができることを発見し「もっと空描

きたい」と綺麗な空の色が何枚も出来上がりました。 

 

北風小僧の勘太郎に会いたい。。。 

先月から♪北風小僧の勘太郎♪の歌を歌っていました。身

支度している時や遊んでいる時も、口ずさんでいる程大好

きな子ども達。そこから会話の時間へ…さまざまな疑問が

出てきました。「勘太郎くんって男の子？」「どこに居る

の？会いたいなぁ。」「勘太郎ってはだかんぼう？」一人ひ

とりが想像する勘太郎はそれぞれ違っていて本当の勘太

郎はどんな人だろう．．．勘太郎に会いに行きたくなった子

ども達。どうしたら会えるのか相談してみた結果、空へ会

いに行くことになりました。空を飛べるオリジナルマント

を作り、それを着て勘太郎を探しに出かけました。さて勘

太郎に会えたでしょうか。 

 

あひるんエピソード❀ 

・お外遊びで、数人の子ども達と大縄

跳びをしていました。お友達が何度

も挑戦し、「頑張れー。」と声を掛け、

跳べた時にはみんなでその子に駆

け寄り「すごい！」と認め合ってい

る姿がとても素敵でした。 

 

・お給食をお部屋に運んできた際、「先

生、重たそうやけど大丈夫？」「手伝

ってほしい時言ってなー！」等と優

しい子ども達にほっこりしました。 

  

お願いします 

シャツはズボンに入れたり、衣服の裏返しを戻

すこと等、お家でも一緒に見てあげて下さい。 

 



 

 

 今年は雪がパラパラする日が何度かあり、はじめは「あめ？」と言って

いた子ども達も、雪だと知り大興奮しています。寒いから、とお外遊びを

嫌がる子もおらず、「かくれんぼしよう！」「鬼ごっこしよう！」と集団で

の遊びも大好きになり、毎日元気いっぱいです。少しずつ、学年があがる

実感が湧いてきているのか「かっこいいお兄ちゃんになる練習してるか

ら。」と積極的にお友だちのお手伝いをする子もいて、そんな行動や言葉

を聞くたびに「おおきくなったな～。」と成長を喜んでいます。 

今月も風邪に負けず頑張りましょう！どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

パンダスタジオ 

パンダ組クラス通信 

担任：久川 純奈     

２月号 

今月の主な遊び・活動 

・土粘土で遊びます。 

・ベンガラ染めという土の染料で染め遊び 

を行います。 

・コラージュ遊びを楽しみます。 

・新しいルールの鬼ごっこ遊びを行います。 

 

果物屋さんにお買い物♪ 

やっとたまった大切なお金は１４９０円。もう材料

が買えそう！となりフルーツポンチに何をいれた

いのか話し合いました。次々と果物の名前があが

り、こんなには買えないねと絞ることにしました。

「ぶどうは食べられへんねん。」と嫌いなものを伝

える子もいて、それを聞いたみんなは「じゃあ、み

んなが食べられるのにしよう。」と答えていて、そん

な風にみんなの意見をきいたり、問題が起きた時に

どうしたらいいか考えられる力がついていること

に成長を感じました。本当にすごい事ですよね(^^)

みんなの納得いく材料があがり(季節柄買うことが

出来なかった果物もありますが)いよいよお買い

物。どうやら、幼稚園に果物屋さんが来るらしい…。

のチラシをみて「本当かな。」と少し疑う様子もあり

ましたが笑。園庭の果物屋さんを見つけて、「あっ

た！フルーツポンチの材料売ってる！」と、とても

喜んでいました♪だれが何を買う担当にするか事

前に自分たちで決め、お店屋さんの園長先生や、ま

りこ先生に「これで合ってる？」と何度も確認しな

がら、お金をやり取りする姿があり、本物のお金に

触れ、その大事さや、自分たちで決めたことを実行

できた達成感を感じ、みんないい表情でお部屋に戻

ってきました(^.^) 

 

Kandinsky の真似っ子あそびをしよう。 

まるまるちゃんコーナーに飾っていたカンディンスキーの

絵を改めてみて、どんな人が描いたのか興味を持っていたの

で、みんなで見てみることにしました。写真を見て「おじさ

んや！眼鏡かけてる！」と一言。笑そんなおじさんの真似っ

子をして、絵の具で遊びました。画用紙ではなく段ボールに

描いたので、いつもと違う書き心地も楽しんでいました。 

パンダ組さんみんなの絵を合体させると…。 

カンディンスキーに 

も負けない立派な 

アート作品になりま 

した！ 

フルーツポンチを作ろう！ 

前日にお買い物をしたものを使い、２学期から楽しみに

していたフルーツポンチを作る日がついにやってきまし

た。朝から「今日、作るんだよね。」と何度も確認し、

お友達と顔を見合わせ「早く作りたい！」と意気込んで

いました(^^)まずは白玉団子作り♪みんなの手によって

こねられた小さなだんご。細長いものや「ちょうどいい

サイズの出来た！」と一つずつ並べられて行く、だんご

が可愛かったです♪茹でるときには「ぷわ～～って上に

上がってきた♪」とあのダンス曲を思い出すフレーズを

言葉にしながら、じっと眺める姿もあり、果物を盛り付

け、サイダーを注ぐと弾ける炭酸に「うわぁ。」と思わ

ず声が漏れていました。やっと出来た、フルーツポンチ

のお味はもちろん…。「めっちゃ美味しかった♪おかわ

りしたい！」と大満足の子供たちでした(^^♪ 

お願いします 

染物遊びをしようと考えています。染めてみたら面白そうな

ものがあれば(ご自宅にある不要な物で)お持ち下さい。綿、

麻１００％の物が好ましいです。他にも随時、素材募集しま

す。どうぞ、よろしくお願い致します。 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 日常にも雪が舞う日が訪れ、冬らしさを感じる今日この頃。皆様お変

わりなくお過ごしでしょうか。 

 先日保育時間中にも、雪が降り大喜びの子どもたち。コアラ組のお部

屋がウッドデッキに面していることもあり、雪がちらつく中、一目散に

ウッドデッキに飛び出し、両手をお皿にして雪を集めようと落ちてくる

雪を追いかけたり、口を広げて食べようとする姿があったりと、珍しい

雪に身体いっぱいに感じ遊ぶ子どもたちの姿が印象的でした。さて、今

月は造形展もありますね。一年間たくさんのことに挑戦してきた子ども

たちの姿が感じられる時間になるよう努めて参りますので、ぜひお楽し

みにして下さいね！今月も引き続き宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＯＡＬＡの気持ち 

   ２月号 

コアラ組クラス通信 

担任 葛木裕子 

今月の主な遊び・活動 

・土粘土で遊びます。 

・お芋おにごっこ等、新しい遊びにも挑戦します。 

 

 

 

どんぐりくんはどうなった？？ 

 先月の鉢植えにどんぐりくんを植えてみたコアラ組さん。冬休みが明けて３学期登園してみると・・・

｢あれ、ぜんぜん木になってないやん。｣と子どもたち。｢寒いからまだ寝てるんかな？｣｢お休みでお水

あげてなかったから木にならへんかった。｣という意見が。そこで、子どもたちと知恵を出し合い、ま

ずどんぐりくんを温めてあげることにしました。｢温める｣とは？と考えた時に『ふとん・こたつ・ふ

わふわにしてあげる・太陽にあててあげる・服を着せる』と色んな意見が出ました。コーナー活動や

全体活動で『温める』ためにたくさん愛情を注ぐ子どもたち。その思いが、どんな形になったでしょ

うか、どんぐりくんにも届いたのでしょうか、 

 

だるまさんって？？ 

２学期の終わりから『だるまさんがころんだ』の遊び

が大好きな子どもたち。そこで３学期になりコアラ組

のお部屋にも本物のだるまさんが遊びに来てくれま

した。｢なんか怒ってるみたい。｣｢おひげ生えてて面白

いな。｣と、だるまさんのお顔に興味津々なコアラ組さ

ん。そこで顔を使った遊びとして『にらめっこ』をし

て遊んだりしています。最近では｢わらいめっこしよ

う｣｢こわめっこしよう｣と、笑ったら勝ち、怖がらせた

ら勝ち、と自分たちなりにアレンジして遊ぶ姿もあり

ます。是非、お家でも子どもたちと一緒に遊んでみて

下さいね！！ 

 

 

年中さんに向かって！ 

コアラ組で過ごす時間も残り僅かになっ

てきました。最近は｢もう４歳やからでき

るねん。｣｢お兄ちゃんやからやってあげ

る。｣と、出来ることややれることが増え、

少しずつ自信もついてきた子どもたち。次

の年中さんを意識して、｢使ったスモッグ

やエプロンを畳んで入れる。｣｢正しい姿勢

でお話を聞く。｣｢お箸を使ってご飯を食べ

てみる。｣など色んなことに挑戦していま

す。更に自信を持って年中さんへ上がれる

よう、年中さんへの憧れを大事にしながら

保育していきたいと思います。 

 

お願いします 

不要な空き箱・雑巾・リボン・空きカップを 

集めています。宜しくお願い致します。 

 

 



２月号 

 

 

 

 

 

 

  

 例年に比べ、今年は寒い日が続いております。子ども達は雪が降ると

大はしゃぎで、ウッドデッキを走り回る様子が見られます。「寒くない

の？」と聞くと、逆に「暑い！」というお友達も…。とっても元気なひ

ばり組の子ども達に囲まれて、毎日笑顔絶えない日々を送っています。 

 最近では、ほとんどの子がお友達を誘い合って、遊ぶ様子が見られる

ようになりました。ご用意等でも「○○君、競争しよう！」と言いなが

ら、自分が先に終わったとしても「皆、一番だもんね。」とお友達に声

を掛けている子もいます。自分の大好きなお友達に対して、思いやり持

って接する子も増えてきて嬉しく思います♪ 

 

 

 

 

 

 

 

ひばりたちの 
おしゃべり 

ひばり組クラス通信 

担任 山岡桜子       

今月の主な遊び・活動 

・土粘土を使って、自由に形を作って遊びます。 

・蜘蛛探しから広がった活動を行います。 

 

 

 

皆大好き、お星さま！ 

 １２月、冬休みに入る前に園長先生にお星さまがどこにいるのか、聞きに行ったり

と、お星さまに興味を持つ子ども達。そこで「おほしさまのちいさなおうち」という

絵本を読んでみました。それは、りんごを切った時に芯がお星さまの形に見える、と

いったお話でした。実際に皆に「りんごの中にお星さま、見た事ある？」と聞いてみ

ると、ほとんどの子が無い、とのことなので、早速りんごを切って見てみることに！ 

 一個目、切った時はりんごをヘタの部分から、縦に切ったので、お星さまは現れず

…。「いないね。」と少しがっかりしている様子でした。二個目のりんごは、横向きに

して切って見ると…なんとなんとお星さまが！皆はとっても喜んで、切った後のりん

ごを眺めていました。中には「お星さま、寒いからりんごの中に隠れたんちゃう？」

「りんごが好きやからちゃう？」とお話している子も。身近なところに大好きなお星

さまを見つけました。 

 

階段作りだけじゃなくて… 

 毎日コーナー遊びで、天井に手が届くようにと

大型積み木を使い、階段作りに励んでいる子ども

達。積み上げて、その上に登るのが楽しいようで

何回も繰り返しています。段々と、階段だけでな

く、「船」や「家」を作るようになりました。船を

作る時は、皆が乗れるように広く作ってみたり、

家を作る時は、ベットを用意して皆で寝転んでみ

たりと、様々な遊び方を楽しんでいます。その中

でも子ども達同士で「今日は階段にする？お家に

する？」等と、何にするかお互いに意見をだした

り相談する様子も。毎日、何が出来るのか楽しみ

に見ています♪ 

お星さまは近くにいるよ 

 りんごを切って、お星さまがいた事で、宇宙

まで行かなくても近くにお星さまがあると知っ

た子ども達。身の回りでも探してみると、皆の

上靴の中にあったり、給食袋にあったり、様々

な所にありました。ある子は「お星さま、皆の

胸の中にあるよ。」と素敵な一言も。（その後、

他の子に、桜子先生にはないよね。と笑われま

した(笑)） 

そんなある日、紙コーナーで遊んでいる時

に、じゃばら折りを皆で練習していると、ある

子がその折ったものを上手く組み合わせて、お

星さまに。それを他の子に伝えると、皆がじゃ

ばら折りを使って、お星さまを作るようになり

ました。そして、作ったものをクリスマスツリ

ーの一番てっぺんに、乗せると「完成！」と喜

ぶ姿が見られました。 

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！

木の枝や木の実等の自然物などでご家庭で不

要なものがありましたら、お待ちしています。 

 


