
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 進級を心待ちにしている子どもたち。いよいよ星組で過ごす最後の月となり

ました。１学期の頃から先生や、困っている友達の手伝いを積極的に行ってい

ましたが、最近、コーナー活動の時間に、「先生！なんか手伝えることない？」

と、毎日数人の子が来てくれます。「え～なんか手伝いたかった～！」と、手伝

えることが無くなるとそんながっかりする声も聞こえます。遊びよりも手伝う

事が楽しいと思い、水やりや、片づけなど、出来る事を自分で探し、星組には

沢山の小さな先生が居ます(笑)皆を見ていると、年長らしい姿も少しづつ見え

始め、皆と過ごすのは後一カ月かと、寂しい様な成長が嬉しい様な複雑な心境

になります…。沢山の思い出を作り、笑顔で最終学年へと送り出してあげたい

と思います。今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

星組クラス通信 

担任 末吉奏絵      

最終号 

今月の主な遊び・活動 

・「はじめのいっぽ」「とはともだちのと」等、年長児に贈る歌や、

星組の友達への感謝の気持ちを歌に込めます。 

・最後の月、お部屋のコーナー活動の内容は皆で考えて作ります。 

 

 

今年はコロナ禍の造形展、日程の変更でご迷惑をお掛けしました。お忙しい中お越し頂き、ありがとう

ございました。星組では藍を育てる経験から、パーティーまで興味が広がったり、カブトムシが死んで

しまった事から木を描いたり土粘土で作ったり、様々な遊びや興味の広がりを感じて頂けたかと思いま

す。作品を見ながら成長を感じたという言葉を頂いたり、子どもたちが自分たちの作品を一生懸命、楽

しそうに説明したりする姿を見ることが出来、とても嬉しく思いました。４月からの作品を飾る中で、

作品のお話が濃い内容になっていたり、細かさや、丁寧さがみられる作品になっていく事を私も感じな

がら飾っておりました。少し難しい事に挑戦する事が好きな子が多く、年長さんのような作品も多々あ

ったかと思います。「これ出来ない。なんか変な形になった。」と、苦戦したり、困る事もありましたが、

周りの友達に手伝ってもらったり、何度も挑戦したり、どんな活動も納得の行くまで諦めずに取り組む

姿勢がありました。子どもたちの楽しい造形の時間を一緒に感じ、寄り添いながら見て頂き、本当にあ

りがとうございました。また、作品袋に入れて持ち帰りますのでお家でも一緒にお楽しみください。 

年長さんになったら…そんな話をよくお部屋でしてい

ます。「僕の弟、幼稚園に来るで！」「一番大きいお兄ち

ゃんお姉ちゃんになるってことやなあ。」と、皆は楽しみ

にしています。歌を歌う時には「音楽会の年長さんの声

綺麗やった。」と、自分たちの知っている年長の姿を思い

出し、真似てみたり、憧れも持っているようです。様々

なところでお話を聞くのが上手、年長さんみたいだね。

と、よく褒められてきた星組さん、年長になると新しい

事への期待と、新しい壁にぶつかる事もあると思います

が、友達と協力したり、友達のありがたさをもっと感じ

て、更にステップアップした姿が楽しみです。 

造形展でも展示していましたが、土の中の

会話をしているときに疑問に出てきた「死

んだ虫は土になるのか。」という話題につ

いて、もう一度興味を持ち始めました。埋

めたカブトムシの様子を見にいき、「土硬

くなってるから掘れない！」と、掘り出せ

なかったことを残念がっていました。部屋

にあるカメムシとミミズについては土に

なっていると考える派と、なるわけがない

と考える派に分かれ、最後の日に確認する

事を楽しみにしています。 

ありがとうございました 

１年間、沢山の素材集めのご協力、あり

がとうございました。珍しい廃材や自然

物が充実し、子どもたちの遊びの幅が広

がりました。 

 

造形展ありがとうございました 

土になったかな？ もうすぐ年長さん 

にこにこ星 



 

  

 あっという間に雪組のクラス通信も最終号となりました。月日が経つ

のは早いものですね。この１年、子ども達には、思いやりの心を大切に

しながら過ごして欲しいな、と思い日々を過ごしてきました。そして、

その願い通り、思いやりが溢れる温かなクラスになってくれたと感じま

す。誰かが困っていたら、「どうしたの？」とそっと手を差し伸べ、ど

うしたらいいのか、まるで自分のことのように一緒に考えることができ

る、雪組はそんな子ども達の温かな優しさでいっぱいの素敵なクラスで

す。そんな子ども達と共に、雪組の担任として日々を過ごせたこと、本

当に嬉しく思います。そして、普段の姿や行事での姿を通して、子ども

達の成長を保護者の皆様と一緒に感じ、喜び合えたことにも大変感謝し

ております。残り１か月、たくさんの期待を胸に、子ども達を年長さん

へ送り出したいと思います。今月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      

最終号 

今月の主な遊び・活動 

・雪組でしたいことをみんなで出し合い、考えた遊びを楽しみます。 

・クラスのお友達や年長さんにありがとうの気持ちを届けます。 

 

 

 

子ども達の工夫がいっぱい詰まった造形展！ 

 先日は造形展にお越しいただきありがとうございました。子ども達の思いと工夫がたくさん詰まった作

品はいかがでしたか？ホールでの保育室からスタートした今年度、そこから見える工事の風景をきっかけ

に子ども達の興味・関心の輪が広がっていきました。その都度いろんなものに出会い、考え、様々な作品

が生まれる度に、子ども達の豊かな感性を感じ、私自身もたくさん楽しませてもらいました。そして、も

う１つのプロジェクトは、お友達が持って来てくれた稲から始まりました。その稲をどうするか自分たち

で調べ、実行し、時にはお友達と協力しながら様々な経験を積むことができました。造形展を通して、作

品だけではなく、そこに至るまでの過程も知っていただけたと思います。そして、ここで終わりではあり

ません。子ども達の興味・関心の輪はまだまだ広がっていくことだと思います。そんな思いを１つでも多

く拾い上げながら、残りの日々を過ごしていきたいです。 

しっぽとり鬼ごっこ 

 大好きな國田先生との体育遊び、最近はしっぽと

り鬼ごっこに挑戦しています。今まで、お芋鬼ごっ

こ、鍵鬼ごっこと、様々な種類の鬼ごっこに触れ、

遊んできた子ども達ですが、その度にルールをすぐ

に理解し、お友達との駆け引きを楽しんでいます。

しっぽとり鬼ごっこでは、自分のしっぽを守るには

どうしたらいいのかを考えながら、動きを工夫した

り、一生懸命に考える姿があります。 

体育遊びの時間だけではなく、お外遊びでも、何

人かのお友達と集まり、色んな鬼ごっこ楽しんでい

る毎日です。 

ありがとうの気持ち 

 子ども達と過ごす時間の中で、心が温かくな

る場面はたくさんありますが、子ども達から

「ありがとう。」の言葉が聞こえてくる時もそ

んな場面の１つです。お友達同士でのやり取

りの中での「ありがとう。」や給食の配膳時に

私に伝えてくれる「ありがとう。」など、場面

は様々ですが、その言葉を聞く度に子ども達

の温かな気持ちが感じられ、嬉しく思います。

これからもそんな気持ちを大切にしていって

欲しいですね。 

ありがとうございました 

 これまで素材集めにたくさんのご

協力をいただき、ありがとうござい

ました。お陰様で様々な造形活動に

活かすことができました♪ 

 

snow memory 

mmmemo 



 

 

  

 園庭の雪柳が新芽と共に可愛らしい蕾を膨らませ、小さな春の訪れを感

じさせてくれています。皆様お変わりありませんか？ 

今、このお便りの最終号という文字を見て、この一年間の様々な出来事が

思い返され様々な思いと共に涙が込み上げてきました。子ども達の成長は

何より嬉しく、喜ばしいこと♡…ですが、大好きな花組さんと過ごせる日

を数えると、寂しくてなりません。子ども達からも「もうすぐ年長さん♪」

と言う声がちらほら聞こえてくる…そんな今日この頃です。 

さて、今月は、子ども達が自分達の成長を沢山感じ、喜び、自信を持って進

級を迎えられるよう一日一日を大切に過ごしていきたいと思います。 

どうぞ、よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

・他のクラスのお友達との交流を楽しみます。 

・移動動物園で様々な動物や亀との触れ合いを

楽しみます。 

 

造形展ありがとうございました。 

今年も皆様のご理解ご協力のもとで造形展を無事に

開催することが出来ました。ありがとうございまし

た。当日は、皆恥ずかしがって「全部教えてあげる♪」

と前日まで意気込んでいた姿はいったいどこへ？と

いう感じでしたが（笑）一つ一つ、子ども達に尋ねた

り、カメラに収めながら、感想を伝えられている保護

者の皆様とそのどれもがちょっぴり恥ずかしくて嬉

しくてたまらない子ども達。そんな親子のやりとり

が微笑ましく、私にとって、とても幸せな一時でし

た。後日、配信される実践発表も是非ともご覧いただ

き、この一年の子ども達の心の動きや成長を感じて

いただければと思います。どうぞ、お楽しみに(^^) 

「鍵鬼しよう～！」 

子ども達が大好きな「お芋鬼ごっこ」が発展した遊び

「鍵鬼ごっこ」。鬼にタッチされるとマットに連れて

行かれ、鍵（赤コーン）をかけれられてしまいます。

鍵の付いたマットの所で、捕まった子たちは仲間の助

けを待ちます。鬼役は、鍵が開けられないように鍵を

守りながら、逃げる子をどんどん捕まえていきます。

回数を重ねると、鍵を守る子、捕まえに行く子と鬼同

士で役割分担をする姿が！鉄壁と思われる鬼の守り

の隙をついて全力でお友達を助けに走り出す子ども

達。「やった～！」「あぁ～捕まっちゃった～！」「そ

れ、なしやで～！」といろんな声が聞こえてきます。

また、遊んでいく中で「困ったこと」を取り上げ、皆

でルールを確認したり、新たに付け加えたり。勇気を

出して助けることが出来た時の達成感、あと一歩で捕

まってしまった悔しさ、捕まえることが出来た喜び、

それぞれの立場で色んな思いを経験しながら、ルール

のある遊びを楽しんでいます♪ 

花組のお部屋 

花組のお部屋で過ごす日もあとわずか…。そこで、最後

に皆でどんなお部屋で何をして過ごしたいか会話をし

ました。すると、「絵具コーナー」「毛糸コーナー作って

ほしい。」「お魚の絵を描いたり、作ったのを魚コーナー

に置いて並べて遊ぶ♪」と今までにあった人気のコー

ナーはもちろん、一年間の活動を思い返し、再びコーナ

ーで遊びたいと色んなアイデアが出てきました。そん

なリクエストに応えて、皆の大好きなコーナーを用意

しました♪子ども達と「何が要る？」と遊びに必要な物

を探したり、作ったり♪それぞれのコーナーで子ども

達の「○○したい！」が叶い、心地良い空間になり、お

友達とのやりとりを楽しみながら遊んでいます♪ 

もうすぐ年長さん！お箸の使い方、食事中の姿勢等、

春休み中も継続できるようにお願い致します。 

 

Flowers time 

最終号 

  花組クラス通信 

担任：原口久代 

お願いします 

 

今月の主な遊び・活動 

 

 

バリア場 

鍵 
捕まった子（お芋）が入るカゴ 

 



 

 

  

 温かい日差しに春の訪れを感じるようになりましたね。4 月から

の子ども達との生活があっという間に過ぎ、寂しい気持ちを感じて

しまいますが、それと同時に子ども達の成長には日々喜びを感じて

います。さて、鳩組での生活も残り 1 ヶ月となりましたが、沢山の

成長を見せてくれた子ども達がさらなる自信を持って年長さんへ進

めるように見守っていきたいと思います♪ 

どうぞ宜しくお願い致します。 

・子ども達のリクエストに合わせて活動していきたいと

思います！ 

・年長組に向けて、改めて身だしなみや整理整頓などを自

分で整えられるように声をかけていきたいと思います。 

 

 

 

           *造形展ありがとうございました* 

 2 月 19 日の造形展にお越しいただきありがとうございました。日程などの度重なる変更もあり、ご迷惑をお

掛けしましたが、まずは無事に開催できました事を嬉しく思います。謎のタネから始まった鳩組のプロジェクト

も、色んな方向に枝分かれし、遊びが広がっていきました。小さなことに「なんで？」「どういうこと？」と疑

問を抱く面白さ、それをみんなの前で発言する事が嬉しく、ドキドキしながらも自分の話を持ち出してくれた子

ども達。そんな経験を重ねてきた事で、会話の時間では自信を持って手を上げて話をしてくれる子どもの姿が増

えました。みんなで話して決めたことをやってみようと活動を繰り返し、失敗した時もまた新たな発見。「これ

はあかんから、じゃあこれは？」と次々に出てくる提案。それらを友だち同士で共感する楽しさを感じてきまし

た。子ども達の感性は柔軟でユーモアに溢れ、驚かされる毎日でした。当日は、子ども達が遊んだ跡や、思いの

詰まった作品が沢山みて頂けたのではないかと思います。一年を通した作品は他にもありますので、後日持ち帰

る作品袋や年度内にお返しする作品を楽しみにしていて下さいね♪本当にありがとうございました。 

 朝の会で毎日と言っていい程一緒にしているの

がハンドサイン！音楽会のバチ演奏前にもドレミ

のハンドサインを少し見てもらいましたが、あれか

ら毎日のように「今日もハンドサイン！」「今日は

かもつれっしゃの歌に合わせてやりたい！」とリク

エスト付きで提案してくれます。どんどんやってい

ると出来る曲も難しくなり、物凄く早くやってみた

りゆっくりやってみたり…今では自分の知ってい

る曲をハンドサインで披露してくれる子も出てく

る程、大好きなようです。 

     *残りの 1 ヶ月で… 

 鳩組さんで過ごす日も残り 1 ヶ月。 

クラスでは、もうすぐしたら「年長さんになる！」

「桜組がいいな〜。」と期待を持った声や、「もう

バラバラになるの〜？」「〇〇ちゃんと離れたく

ないな〜。」と寂しさを感じている声も…。造形展

前に作品を飾っていると、「こんなんしたよな！」

「きなこ作っておいしかったよなあ。」とみんな

で振り返り、「またこんなんして遊びたいな。」と

話し合っている姿もありました。最後の月は、子

ども達がしたい遊びをみんなで話し合い、可能な

限り実現していきたいと思っております。 

1 年間素材集めにご協力いただきありがとう

ございました。遊びの幅が広がり、子ども達

と楽しむことができました。 

Pigeon の Vision 

 
3 月号 

鳩組クラス通信 

担任：鈴木望 

  *ハンドサイン名人！* 

お願いします 

 

今月の主な遊び・活動 

 

 



 

 

  

・空組さんでしたいことをみんなで考え、出きる限り

経験していきたいと思います。 

・ごっこ遊びから、新しい遊びが展開できるように、

必要なものを作って遊びたいと思います。 

 

 

 

みんなですると楽しいね 

 

造形展を迎える前日、実は空組さんのお部屋、階

段や廊下まで、花組さんと協力し合いながらお掃

除をしてくれました。みんなで使ってきたお部

屋、みんなの作品を楽しみにしてくれている人が

いる、そんな気持ちを込めて一生懸命お掃除して

くれました。「先生ここも掃除していい？」と聞い

てきてくれたり、「ここ全部拭いたらピカピカな

ったで！」と自慢げに話してくれたりと、楽しみ

ながら自分から進んで取り組んでいる姿に成長

を感じます。これからもみんなで取り組めること

に喜びを感じながら過ごしたいなと思います。 

 

空組さんでしたいこと 

 

ある日の会話の時間、一年間の出来事を振り返

りながら空組さんでもう一度やりたいことを出

し合ってみました。特に運動会でのパラバルー

ンが大人気でした。その他の行事では、音楽会

の思い出も深く、バチ、ピアニーをもう一度や

りたい声も多かったです。ほかにも綱引き、絵

具でお絵描き、なんか作りたい、などなど…日

常生活で経験したことも、改めてやってみたい

ようです。みんなで話し合いながら、残りの時

間でできる限り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～ 

先月は、造形展にお越しくださりありがとうございました。今回の造形展では日程の変更などもありましたが、ご

理解ご協力頂き本当に感謝しております。一年間の作品から子どもたちがどんなことに興味を持ち、どんなお話に

なり、どんな遊びをしてきたかご覧いただけましたでしょうか。当日は保護者の方とも子どもたちの作品について

話すことができとても嬉しかったです。一つひとつの作品を振り返ると、年中での成長はこんなにも大きいんだな

と感じました。日々の遊びの中で色々な表現を身につけているからこそ見られた子どもたちの表現力には驚かされ

ました。特に三学期から始まった温泉プロジェクトでは、きっかけはいつもと同じままごとコーナーでした。その

中でも少しだけ違う環境、上から吊るしていたカーテンから始まりました。そういった小さなきっかけでもお話は

広がっていき、盛り上がっていくのだと私自身学ばせてもらえる日々でした。今月の参観では、ミニ遠足をきっか

けとした「日常生活での遊び」からの子ども達のやり取りを保護者の方にも見てもらいたいと考え、線路の繋げ遊

びにしました。グループのお友達と相談したり協力する姿を見てもらえていれば幸いです。 

 

一年間様々な素材集めにご協力いただきありが

とうございました。 

年長組に向けて、各自持ち物に名前の記載がある

か、補充が必要かなどのご確認お願い致します。 

 

空組クラス通信 

担任：長谷川衣里 

 冷たい空気の中に少しずつ温かい日差しが感じられるようになってき

ました。皆様お変わりはございませんでしょうか。 

空組さんで過ごす時間も残すところあと一ヶ月となりました。ある日、「ど

んな年長組さんになりたい？そんな会話をしました。「泣いてる年少さん

いたら助けてあげる！」「優しいお兄さんお姉さん。」「文字を書けるよう

になりたい。」などなど色々な期待を胸に抱いているようです。この一年

間でたくさんのことができるようになったことに喜びを感じ、残り僅かな

日々ですが、自信を持って進級できるよう様々なことに楽しく挑戦できる

ように努めてまいりますので、今月もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

Blue sky 
３月号 

お願いします 

 

今月の主な遊び・活動 

 

 


