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まだまだ寒い日が続いていますが、皆様お変りありませんか。子ども達

の日々の様子を綴ったクラス通信もついに最後となりました。今年度は

本当にあっという間に過ぎていったように感じます。子ども達と過ごせ

るのも後１ヶ月もないと思うと、本当に寂しいのですが、幼稚園で様々

な出会いに心動かした事、友達と思いきり遊んだ事、たくさんの出来事

が小学校への期待へと繋がっていけるように、１日１日を大切に過ごし

ていきたいと思います。子ども達の「やってみたい！」が、たくさん叶え

られるように、耳を傾けながら保育をして参りますので、最後の１ヶ月

もどうぞ宜しくお願い致します。 

光の言葉 

光組クラス通信 

担任 上野絢子       

今月の主な遊び・活動 

・みんなでしたい事を話し合い、計画していきます。 

・小学校の写真を見たり、小学校ごっこをしたりしながら、

イメージを持てるようにします。 

 

 

造形展ありがとうございました！ 

先日は造形展へお越し頂き、ありがとうございました。子ども達がどんな事に興味を持ち、どんな遊

びを広げていたか、日々の様子を少しでも感じて頂けていれば幸いです(^^)子ども達も保護者の皆様

に作品を見せる事が出来るのを楽しみにしていたようで、造形展数日前から、「自分の作ったのどこ

や～？」、「あった！こことここに…ここにも！」と、お部屋を見回り、場所を覚える姿もありました。

造形展当日は、少し恥ずかしそうにしながらも、どうやって作ったか、どんな遊びをしたか、どんな

話をしてきたかまでも説明する子もいて、しっかりと子ども達の心に残っていたのだと思うと、嬉し

さがこみ上げてきました。作品一つ一つから子ども達なりのこだわりや細やかさ、表現力、協力する

力などが感じられ、昨年よりもまた成長を感じて頂けたのではないでしょうか。今後、１年間の作品

もお家に持って帰りますので、その時もぜひ、子ども達のお話に耳を傾けてあげてくださいね(^^) 

インドの美しさ 

先日、インドの訪れるべき場所トップ１０が映

し出された映像を YouTube で見たのですが、

子ども達は食い入るように画面を見ながら、

「うわぁ。綺麗…。」と思わずといったように

声を出し、「ほんまに川で体洗ってる！」、「え

ぇ！これがインドの修行してる人！？」と、初

めて見る世界にドキドキした様子でした。わた

しが少し面白かったのは、象が街中を歩く様子

を見て、「大変！車が象に轢かれる！」と話し

ていた事。象が車に…ではなく、車が象に轢か

れるように思ったんですね（笑） 

これからも子ども達の世界が無限に広がってい

くことを願うばかりです(^^) 

  自分達が作ったお味噌で… 

先日、「みんなで作ったお味噌を食べないと

ね！」と話をすると、「味噌ラーメンにするっ

て前言ってた！」と以前の会話をしっかり覚

えていた子ども達。「ラーメンの麺から作っ

たら良いやん。」、「え！麺って作れるの？」、

「トッピングを自分で出来るようにして、ラ

ーメン屋さんしようよ。」など、子ども達も期

待は広がっていき、「めっちゃ楽しみなんや

けど！」と目をキラキラさせていました。子

ども達の思いが叶えられるよう、お給食室さ

んと相談しながら味噌ラーメン作りをした

いと思います(^^) 

お願いします 

もし、ご家庭に不要なタオルがあれば、

掃除に使いたいので、持って来て頂ける

と嬉しいです。 



 

 

  

 寒暖差がまだまだありますが、だんだん暖かい日差しも感じられるように

なりました。あっという間に最後のクラス通信となってしまい、卒園の日ま

で数えられるほどになりました。子どもたちと小学校へ向けての会話が少し

ずつ増え、「ずっと幼稚園がいいー！」という声や、「小学校には○○ちゃん、

○○くん、いるもんな！」という声など、様々な思いを持ち始めているかと

思います。幼稚園生活も、初めてのことから始まり、日々いろんな経験によ

って自信に変わり、今とても頼もしい姿を感じられます。これからの新しい

生活も期待を持って過ごしていってほしいなと願っています。今月もどうぞ

宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

 

・ままごとと薬屋さんを合体！！ 

具体的にコーナーを作っていきます。 

・卒園アルバムの表紙作りをします。 

 

 

 

造形展ありがとうございました！ 

先日は、造形展にお越しくださりありがとうございました。お家の人と一緒にこんなことした、あんな

ことしたと一生懸命お話している子どもたちの姿や、普段の園内での様子とはちょっと違った照れくさ

そうにする様子などやりとりも微笑ましかったです。一つ一つのものに思いが詰まっていて、お友だち

と協力して作ったものには、「わたしはこんなところをしたよ！」「○○くんはここの部分！」などと、

役割を伝えられていたり、細かいところまで夢中になって作りあげようとし、遊んでいる時の様子も、

また昨年とは違った様子が感じられました。そして遊びの中で「こんなんにしたいねん！どうやったら

できるん？」と興味をもち、「こうやってみる？」と試し、上手くいくことばかりではなく、失敗も経験

しながら「こうやったらいいんか！」と気づく過程を一緒に楽しむことができました♪ 

全てお話しきれなかったですが、後日作品を持ち帰った時にはお家でゆっくりお話しを聞いてみてくだ

さい(^^)そして、たくさん素材のご協力と汚してしまった物のお洗濯などありがとうございました。 

「縄跳びできへん・・・。」 

体育遊びの時間で、サーキット遊びの中の一つの

ポイントとなる縄跳び。できるようになりたいけ

ど、上手くいかないもどかしさを感じる子どもた

ちです。しかし、子どもたちは、立ち止まってし

まうことがあっても、諦めずにどうやったら５回

跳べるか考え、回した縄を跳び越えることを繰り

返しやってみようとする姿があります。サーキッ

トのコースを進み、次また縄跳びの所へやって来

た時には、「ちょっと続けてやってみる！」と自分

で目標を立て取り組む逞しさに成長を感じていま

す。そして少しずつ跳べるようになってきたこと

を一緒に喜び合い、取り組んでいます(^^) 

お知らせ 

先月号でお伝えしていた、おもちゃのサイ

コロが見つかりました。ご確認いただき、

ありがとうございました。 

一本松 

最終号 

松組クラス通信 

担任：久保果穂 

お味噌早く食べたい！ 

首を長くして待っている、お味噌を食べる日。 

子どもたちと会話の中で、味噌おにぎり・味噌

ラーメン・野菜スティック・味噌トーストなど

などいろんな食べ方が出てきました。実際にお

うちで試してくれたお友だちは「野菜スティッ

クやってみたけど、ちょっと苦手やった！」と

いう意見も。「みんながおいしく食べられるも

のは？」と考え行きついたことは、おにぎりで

した！「味噌焼きおにぎりにして作りたい。」

「味噌は肉みそがいいな～。」など今作る工程

や、調味料のお話をしているところです♪ 



 

  

 寒さの中にも少しずつ暖かさを感じる季節となりました。 

あっという間に３月となり卒園まであとわずか、時の流れの早さを痛感

している毎日です。子ども達も小学校への期待を持つ一方で、別れを寂

しむ姿も見られ、子どもなりに色んなことを感じているようです。皆が

笑顔で卒園できるよう、できるだけ子ども達のやってみたいを実現でき

るように沢山コミュニケーションを取り、充実した日々を過ごしていけ

ればと思います。 

 

 

 

 

 

竹 組 物 語 

竹組クラス通信 

担任 高柴菜都乃 

３月号 

今月の主な遊び・活動 

・１学期に作った味噌をアレンジして食べたいと思います。 

・子ども達と話をしてやりたいことを実現していきたいと思います。 

 

造形展ありがとうございました。 

先日はお忙しい中、造形展にお越し頂きありがとうございました。幼稚園生活最後の造形展

いかがだったでしょうか。きっと年少の時の子ども達の姿や作品も思い返しながら成長を感じ

て頂けたと思います。私自身、完成した部屋の中で４月からの作品を見ながら、「こんなことあ

ったなぁ。」「この時のこんな会話が面白かったなぁ。」と改めて１年を振り返る機会となり懐か

しく感じていました。どのクラスもそうですが、クラスごとで異なったプロジェクトのきっか

けを元に遊びが広がり、じっくり会話をしながら進めていき、子ども達の発想や気付きは本当

に面白く、ファンタジー要素もあり、大人には考えつかないことを突然閃いたりと、気付かさ

れることばかりで、私もまた沢山子ども達から学ばせてもらいました。 

年長さんだから…！ 

最近、子ども達を見ていると、降園時間などで会うナースリーのお友達をすごく気に掛ける姿が見

られます。「こっちやで…。」と優しく手を差し伸べたり、同じ目線の高さになるように少し 

屈んで話掛けたりと見ていて心が温まる光景がよく見られます。「僕らも小さい頃は泣いてたな

ぁ。」と自分達の年少や年中の頃を懐かしんでいる子ども達を見て、逞しく成長したなぁと思う一

方で、きっとこの子達の姿を年下のお友達も見て、大きくなった時に同じように手を差し伸べてく

れるのだと思います。幼稚園での子ども同士のこの関係性、素敵ですね。３月は皆が学んだこと、

知っている知識などを異年齢の子達に教えられる機会も設けられたらいいなと思っています。 

 

大羽千穂ちゃんが急遽木の実幼稚園を退園されました。 

これからの活躍を陰ながら応援しています。 



 

 

  

今月の主な遊び・活動 

・卒園アルバムの表紙を描きます。  

・少しルールが複雑な鬼ごっこを通して、 勝ち負け遊びを楽しみます。 

 

 

 

造形展ありがとうございました。 

 先日はお忙しい中、造形展に足を運んでくださり

ありがとうございました。子ども達の遊びの軌跡、

お楽しみいただけましたか？ 

 作品の一つひとつに子ども達のこだわりが詰まっ

ていて、見応えたっぷりでしたね。入口付近に立っ

ていると、保育室の奥の方から「わ、すごい。」とい

う声が沢山聞こえてきました。その度に「そう！梅

組のみんなはすごいんです！」と思って、なんだか

誇らしい気持ちになりました。作品から溢れる子ど

も達のパワーを感じるとこれからの子ども達の成長

にも、期待が膨らみますね。＾＾ 

街づくりのその後・・・ 

造形展にも展示していた、グルグル迷路とみんなの街づ

くり遊び。造形展後すぐの登園日に、早速この後どうす

るか話し合いました。「しばらく残して遊びの続きがした

い。」という声が多かったので、保育室内に広めのスペー

スを取って新しいコーナーを作ることにしました。中に

は早く持って帰って皆に見せたいという子もいたので、

一人ずつ話し合いながら作品を持ち帰るタイミングは決

めたいと思います。あの作品は、作ったら終わり！では

なくて、子ども達にとっては大切な遊びのうちの一つだ

ったんだということを再認識しました♬ 

小学校ってどんなとこ？ 

 もうすぐ子ども達は小学生になります。梅

組の皆は新しい生活に期待や不安でいっぱ

いな様子です。小学校は楽しみだけど、友達

や先生と離れるのは悲しいなぁという子も

多いようでした。小学校といえば？と聞くと

勉強！と答える子が多かったのですが、その

他にも楽しいことはたくさんあるんだよと

話をすると、目をキラキラさせて聞いてくれ

ていました。みんな違う小学校に進学します

が、それぞれがそれぞれの場所で、自分らし

く楽しんでくれたら嬉しいなと思いました。 

梅とウグイス便り 

梅組クラス通信 

担任 田中祐太     

最終号 

出来ると面白い！！ 

 体育遊びでは縄跳びや鉄棒といっ

たことにも沢山挑戦しています。進

級してすぐはなかなかできなかった

子も、一年間少しずつ練習して習得

する子も増えてきました。子ども達

にとって「少し難しい」はとても魅

力的なものです。これからも遊びの

中で意欲的にチャレンジできるよう

工夫していきたいものですね。 

 早いもので梅組のクラス通信も最終号となってしまいました。進級し

てすぐは遠慮しがちでどこかよそよそしさもあった子ども達でしたが、

今では互いに積極的に遊びに誘い合って楽しむ姿が見られます。友達と

競ったり、協力したり、時には喧嘩しながらも様々な経験をしてきた子

ども達。梅組で過ごした一年がそれぞれにとって何か意味のあるものに

なっていたら嬉しいなと思います。大きな環境の変化に戸惑うこともあ

るかもしれませんが、幼稚園でもそうしてきたように、それぞれがワク

ワクしたり、熱中できる何かを見つけて充実した学校生活を送ってくれ

たら嬉しいなと思います。 



 

 

  

 春の気配が感じられる今日この頃。皆様いかがお過ごしでしょうか。クラ

ス通信も今月で最終号…ついに卒園まであと１カ月を切ってしまいました。

振り返ってみると、桜組での一年は、子どもたちとのやり取りを大いに楽し

み、一緒に保育を進めていくことができた気がします。ふと子どもたちから

出てくる言葉を聞いていると「そんな考えもできるようになったんだ。」と成

長に驚かされることもあります。まだまだ一緒に過ごしたい気持ちもあり、

本当に寂しいです。でも、子どもたちには期待の気持ちもいっぱいです。子

どもたちの一人一人の素敵なところを、これからも変わらぬよう大切に育て

ていってもらえたらなと思います。卒園まで宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・子どもたちと相談し、お部屋の環境(コーナー)を一緒に

作ってみます。 

・クラス内だけでなく、他クラス・他学年のお友達との関

わる機会も増やしていけるようにしたいと思います。 

 

 

 

お味噌を使ってお料理 

 １学期からこしらえていた桜組のお味噌。ついに

それを食べることができました。どんな風に食べた

いか相談すると、割と早くに「味噌焼きおにぎりを作

ろう！」と意見がまとまり、作り方もみんなで考えま

した。全部にお味噌の味が付くようにと、先に白ご飯

と味噌を混ぜてからおにぎりにしました。味噌の量

も自分で調整してみました。味噌の量によっておに

ぎりの形が崩れてしまった子もいましたが、味噌の

風味を味わい、一緒に考えてやってみるという過程

も楽しむことができました。まだお味噌が残ってい

るのを見て、「次は何作る?」と早速話している子もい

ましたよ。 

最後の造形展 

先日は造形展にお越し頂きありがとうございまし

た。限られた時間ではありましたが、子どもたちが夢中

になって一生懸命取り組んできたことが少しでも伝わ

っていればと思います。他学年の展示も見ていると、年

長組になってこれまでに経験してきたことが存分に発

揮できるようになっているんだなと改めて感じまし

た。また、イメージしたことを形にする力もしっかりと

付いてきていると思います。遊びにぐっと集中し、のび

のびと表現する姿は本当に素敵で羨ましくさえ感じら

れますね。 

 

お友達の素敵なところ・好きなところ 

 

 桜組のお友達とは、この一年間たくさん関わ

り、一緒に過ごしていく中で関係を深めること

ができました。私自身も４月当初より子ども一

人一人のことを知ることができましたが、子ど

も同士ではどんな風に感じているのかなと思

い、素敵だなと感じるところを改めて伝える時

間を作ってみました。照れもありますが、自分

の良いところを言ってもらえるってやっぱり

嬉しいもの。せっかくの出会いを大事にして、

少しでも「桜組のお友達っていいな」と感じて

もらえていると嬉しいです。 

 

幼稚園でやりたいこと 

卒園までの日数もだんだん少なくな

ってきたということで、子どもたちと残

りの園生活でやってみたいことを話し

てリストアップしました。できる限り叶

えていけるよう、具体的に方法なども一

緒に考えています。「コーナーを自分た

ちで考えて作ってみたい」「ダンボール

などでみんなで遊べる場所を作りたい」

など、木の実幼稚園の子ならではな意見

も多く感じました。みんなで相談しなが

ら楽しんでいきたいと思います。 

 

一年間ありがとうございました 

いつも温かく見守り、支えて下さり本当にあり

がとうございます。子どもたちの声に耳を傾け、

一緒に共有してもらえたことで、より一層安心し

て楽しむことができたと思います。 

 

桜 の 詩
うた

 
 最終号 

 
桜組クラス通信 

担任：柴田 沙耶 



 

 

 

 

 

  

 昼夜の寒暖差がまだまだ激しく、そろそろ春の陽気が恋しくなってき

ましたね。皆様お変わりはありませんか。先月は造形展前の学級閉鎖や、

私の欠席で子ども達や保護者の皆様には沢山のご心配とご迷惑をおか

けしました。私自身、悔しい思いや申し訳ない思いと、これが卒園式前

じゃなくてまだよかったのかな、椿組の子ならきっと私がいなくても大

丈夫だという気持ちをいったり来たりしていました。 

卒園、入学を控えた今、子ども達は、楽しみでワクワクの期待感を持ち

つつも、大丈夫かな、と不安の気持ちを持っていることと思います。そ

んな気持ちに寄り添いながら、「大丈夫だよ！」の気持ちで背中を押し

てあげられたらいいなと思っています。残り僅かではありますが、どう

ぞ最後までよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

tsubakindergarten 

  

椿組クラス通信 

担任 吉田真侑       

３月号 

今月の主な遊び・活動 

・子ども達とどんな遊びをしたいか、どんなコーナーを

作りたいか等、話合いながら遊びを進めて行きます。 

・卒業式に向けて、卒業式の練習をしたり、卒園アルバ

ムをつくったりします。（表紙など） 

 

 

造形展ありがとうございました。 

先月は造形展にお越し頂き、ありがとうございま

した。いかがだったでしょうか。私の見てほしい

ポイントは沢山あったのですが、子ども達の中で

もきっと目玉は「モアイの映画」だったのではな

いでしょうか。完成してからずっと、「○○先生に

見せたい。」「○○ちゃんにも見せたい。」「お母さ

ん達にも見せたい。」と見てもらいたい気持ちが強

かった子ども達。 

当日どんな感じで紹介していたのかすごく気にな

ります。また、機会があったらどんな様子だった

のか教えてくださいね。 

新しい鬼ごっこ 

３学期に入って、ルールの複雑な鬼ごっこに挑戦しています。２チームに分かれ、相手チームの子

にタッチをする・されたらじゃんけんをし、負けたら座る、勝ったら別の子にタッチしに行くとい

うルールです。そこから、座っている子はお助けマンによって復活 OK、などの複雑なルールが追加

されています。ルールがあっても始めは決着がつかず、何度も試せるようにしたり、あえて、うまく

いかない方法もで経験し、子ども達とどうしたらみんなが楽しめるのか考えながら進めていたので

すが、「これやったらじゃんけん負けたら楽しくないやん！」などの声が上がるたびに、本当に考え

る力がついているなあと思います。なにより「いい作戦あるもんね！」「外遊びの時もこの鬼ごっこ

やりたい！」と言っている時の子ども達の表情が本当に素敵で、幸せな気持ちになりました。 

豆まき 

先月の豆まきでは、「今から行くよ

～」と声をかけると「よっしゃ！鬼

退治や！」とかなり張り切って豆

のカップを手にお部屋を出ていき

ました。（笑） 

 

泣いていたり怖がっている年少さ

ん、年中さんを横に、たくましく鬼

に豆を投げる様子に、３年間の成

長を感じてしまいました。 

ありがとうございました 

いつも素材集めにご協力頂きありがとうございま

した！色んな遊びに活用することができました。汚

れたスモックの洗濯もありがとうございました。 

 


