
 

 

 

 

 

    

 早いもので、うさぎ組のクラス通信も今月で最終号となりました。最

近のうさぎ組さんは「お兄ちゃんお姉ちゃんみたいにこんなんでき

た！」と、歌い方や並び方、食べ方、座り方などなど色んな事を年中組

のお兄ちゃんお姉ちゃんみたいにかっこよく！と張り切って頑張って

います。元気と笑顔とパワーが溢れるうさぎ組のみんなと過ごせるのも

残りわずかと思うと、やっぱりちょっと寂しいですが…みんなが自信と

期待感を持って進級できるよう、ラスト１ヶ月も色んな事にワクワクし

ながら一緒に楽しくチャレンジしていきたいと思います。今月もどうぞ

よろ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      

最終号 

今月の主な遊び・活動 

・進級に向けて期待が持てるよう、他クラスのお友達と交流

する機会を作ります。 

・卒園する年長組さんにプレゼントを作ります。 

 

 

はじめての造形展 

 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。少し緊張気味な子、照れくさそうに自分

の作ったものを紹介する子、「早く！こっちにもあるで！」と、嬉しそうに手を引く子。それぞれの表

情に、見てもらい褒めてもらえた嬉しさがにじみ出ているようでした(^^)また、造形展の前日には、み

んなでうさぎ組のお部屋ツアーをしたのですが、「筆でこちょこちょってしたな！」「ヤモリくんのこと

覚えてる！しっぽ切れちゃったやんな…。」「くもちゃんフーってしたりしたな！」とお部屋を見なが

ら、半年以上前のことを懐かしむように話す姿が見られました。何か一つでも心を動かしときめかせた

瞬間として子どもたちの中に残り、これからの「なんでやろ？」「不思議やな。」「面白そう！」と色ん

な事にワクワクする気持ち、お友達と一緒にやってみたい！の気持ちに繋がれば、嬉しいなぁと思うひ

と時でした。 

山地先生と音楽遊び♪ 

『おせんべいやけたかな』 

というわらべ歌。お友達と 2 人一組になり、お

友達の手の平をおせんべいに見立て、歌に合わせ

て右左右左と交互に指差し、焼いていきます。右

左右左の動きがすっかり歌とともに体に入った子

ども達のもとに今度はウッドブロックという楽器

がやってきました。山地先生のピアノの音に合わ

せ、カン コン カン コン♪左右交互にたたくと

素敵な音色が響きました(^^)年中組さんでの音楽

指導が楽しみになったうさぎ組さんでした♪ 

どんぐりの芽！ 

    造形展の時にも見ていただいたど

ん   ぐりくん。大きな双葉がぐんっと

大きくなっています。造形展の代休が明け

て、卵パックの中に植えていた他のどんぐ

りを見てみると、ぴょこぴょこっとたくさ

ん芽が伸びていました！子どもたちにさっ

そく報告すると、「え～！すご！」「いっぱ

い出てきてる！」「違うとこに植えてあげ

る？」「また葉っぱ出てくるかな？」と驚き

と嬉しさがあふれた表情に。進級までどの

ように育てようか一緒に考えて行きたいと

思います(^^) 

お願いします 

年中組になると、ロッカーなどの自分のマーク

シールがなくなり、名前のみの明記になります。

自分の名前を「髙石はるか」と漢字とひらがなで

認識できるよう、今一度お家でも一緒に見てあ

げてください(^^) 

 



 

 

  

 寒さの中にも、少しずつ春の暖かい日差しが感じられるようになったこ

の頃。早いもので、大好きなひよこ組の子どもたちと過ごせるのも今月で

最後となりました。４歳になったお友達が増えてきて、「もう４歳だか

ら。」と心境の変化が見られます。自分の意思を自分の力で伝えられるよ

うになり、ぶつかることも増えましたが、相手の気持ちを受け止め自分達

で解決することも出来るようになり、大きな成長を感じます。子ども達が

自信を持って進級できるように、一日一日を大切に過ごして参ります。ど

うぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・進級に向けて、うさぎ組さんやあひる組さんとの交流の

機会を作ったり、環境を変えて過ごしてみます。 

・お芋鬼ごっこを楽しみます。 

 

 

 

ありがとうございました 

素材集め、お洗濯等、一年間ご協力 

ご理解頂きありがとうございました。 

お陰様で様々な遊びを楽しみ、 

経験することが出来ました。 

 

ひよっこ 
メモリーズ♪ 

最終号 

ひよこ組クラス通信 

担任：林 優夏 

造形展ありがとうございました。 

先日は、造形展にお越し頂きありがとうご

ざいました。４月から、初めての経験から

の遊びを楽しんできた子ども達。自分の作

品を嬉しそうに教える子ども達、そのお話

を聞いてあげる保護者の皆様の姿を見て、

心温まりました。また、遊びの経過や一人

ひとりの姿について、ゆっくりお話できた

ことを嬉しく思います。飾った作品の他に

も、子ども達の思い、楽しんだ跡が沢山詰

まった、素敵な作品を後日持ち帰ります。

また、色々なお話を聞いて一緒にご覧くだ

さい♪ 

 

大好きなスライム遊び♡ 

1 学期は、スライムの感触を楽しみ何度も遊んできた子ども

達。３学期は、赤・青・黄・白の４色の粉絵具から好きな色を

選び、スライム作り。出来たスライムを少しずつ手に取り、

色々な色の組み合わせ、混ざりを楽しんで遊びました。そし

て、世界に一つだけの個性溢れるスライムが完成しました。好

きな容器に入れて「ケーキみたい。」と見立てたり、ごっこ遊び

をしたり、、、。その遊びを楽しみ、考え、夢中になり遊ぶ姿は本

当に素敵で、楽しさが伝わって来ました。同じスライム遊びで

も色々な楽しみ方があり、遊びを展開する姿に成長を感じまし

た。これからもこのような気持ち・姿を大切に、夢中になれる

ことを沢山見つけて経験して欲しいと思います。 

山地先生と音楽遊び♪ 

初めに色々な会話を楽しみ、笑い転げる子ども

達。童歌の絵本の読み聞かせが始まると、引き

込まれるように集中して聴く姿。「お煎餅焼けた

かな。」と、手遊びを楽しみました。次はリズム

遊びでウッドブロック登場！「これ、音楽会の

時に先生がやってたのや！」「やってみたかっ

た！」と大興奮！初めての楽器を手にすると、

すぐに真剣な表情でリズムを叩いていました。

色々な表情、切り替えの速さに驚きと成長を感

じ、子ども達の姿に楽しませてもらいました

(^^) 



  

  

 日中は少しずつ暖かさも感じられるようになり、園庭の桜の蕾も少し

ずつ膨らみ始め、着々と春が近づいてきているようです。早いもので、

アヒル組で過ごす生活も残り１ヶ月となりました。入園した頃を振り返

れば、心身共に大きく成長をしましたね。今では、お友達が困っている

と助けてあげたり、元気がないと「どうしたの？」と声をかけてあげた

り、本当に素直で優しいアヒル組の子ども達です。4 月から年中組さん

になることに少し寂しさを感じながらも、大きな期待を膨らませ、毎日

楽しく過ごしています。残りわずかな日々を大切に笑顔で過ごしたいと

思っております。今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

あひるんるん

ｍｎ 
アヒル組クラス通信 

担任：河谷茶々 

3 月号 

今月の主な遊び・活動 

・移動動物園で様々な動物に出会います。 

・土の中にある宝物を作ります。 

・卒園する年長さんへのプレゼントを作ります。 

 

 

 

北の国って？ 

寒太郎に興味や関心を持っている

アヒル組の子ども達。北風小僧の

寒太郎やペンギン、白くまは北の

国にいると園長先生から聞いた子

ども達は、北の国はいったいどん

なところなのかを想像したり、写

真を見たりして楽しんできまし

た。「めっちゃ寒いと思うからモフ

モフの服とズボン着ないと寒いな

ぁ。」「モフモフの靴も！」と北の国

のイメージが広がりました。 

まるで本物の雪！ 

「雪いいなぁ。」「雪降ったら幼稚園も北の国になるんちゃ

う？」「雪降ってほしいな。」と子ども達。そこでコンディシ

ョナーと重曹で雪のような感触遊びをしました。「雪や

〜！」と雪の感触を味わいながらパラパラ〜と雪を降らせ

たり、ギュッと固めて雪だるまを作ったりと、感触遊びや

形遊びを楽しみ、北の国の世界を満喫していました。 

造形展ありがとうございました。 

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。私自身、

子ども達の想いがいっぱい詰まった作品を見ながら、当時の思い出

と 1 年間の成長を感じていました。子ども達の豊かな感性、表現力

は本当に素晴らしいものですね。子ども達は保護者の方に自分の作

品を誇らしげに紹介し、保護者の方はお話に耳を傾けて一つ一つの

作品をじっくりと見てくださっている姿に嬉しく思いました。子ど

も達はこの 1 年間で様々な出来事や物に出会い、試し、考えたりし

ていく中でプロジェクトが進んでいきました。子ども達自身が頭や

心でたくさんのことを感じていました。これからもたくさん遊び、

造形活動を通して学び、伸び伸びと成長してほしいと願っています。 

 

山地先生と音楽遊び 

山地先生の音楽遊びがあることを伝える

と「やったー！」等と、今日はどんな楽

しいことをしてくれるのかと子ども達は

ドキドキワクワクしていました。その日

は‘わらべうた’遊びをしました。わら

べうた「♪おせんべい焼けたかな♪」で

お友達と触れ合い遊びをしたり、わらべ

うたの音のリズムで「ウッドブロック」

を鳴らして遊びました。初めて触れる楽

器の音や形に興味津々でした。わらべう

たでの遊びをとても楽しみ、貴重な時間

を過ごしていました。 

 

ありがとうございました。 

一年間、素材集めにご協力いただきあり

がとうございました。 

 

 



 

 

  

 ４月号から始まったこのクラス通信も、いよいよ最終号を迎えることにな

りました。一年間、子どもたちのあそびの広がりや様子についてお伝えして

きましたが、保護者の皆様も一緒になって考えてくださったり、様子につい

てお話できることも嬉しい時間になりました。いつも本当にありがとうござ

います。今月はパンダ組から、それぞれの年中さんへ繋がっていく大事な一

か月。初めての進級を迎える子どもたちの色々な気持ちに寄り添いながら過

ごしていきたいです。今月も、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・沢山の積み木を使い、グループのお友だち

と相談しながら遊ぶことを楽しみます。 

・年長さんへ、卒園のプレゼント作りを行い

ます。 

 

 

ベンガラ泥染めあそび 

お外でも触れている土、泥。そんな身近なものから素敵な

色がうまれる事を知ってもらいたいと、ベンガラ染めで遊

んでみることにしました。一学期には、絵の具で染め遊び

をしていましたが、物や、方法が違うことにも子どもたち

はワクワクしていました。じゃぶじゃぶつけて、絞る。じ

ゃぶじゃぶつけて、絞る。思い思いに、良い！と思う瞬間

まで、繰り返しながら遊ぶ様子があり、上手に絞れるよう

になったな～と同時に成長も感じていました。最後はお部

屋の外に並べて干し、「うわ～洗濯物みたい♡」とみんな

のものが並ぶ様子にも心をときめかせていました。染料は

４色ありましたが、付ける色や時間によって、十人十色♪

世界に一つが出来ました。持ち帰ってもらい、お使いにな

った際には、色落ちの恐れもありますので、気を付けてお

洗濯ください。 

造形展ありがとうございました！ 

初めての造形展にお越し下さりありがとうござい

ました。想いが溢れた作品を見てもらい、子ども

たちもとても嬉しそうでした。活動中は、遊びの

中で生まれる作品のお話を聞くことも、楽しみの

一つで「なるほど。」とお話が繋がったり、子ども

たちの好きなものがどこかに登場していて、素直

な感性に癒され、そしてその表現に、幸せを感じ

ていました。話をしていると「あ、まだ続きがあ

った！」と活動を続ける様子などあり、想像力の

豊かさにも楽しませてもらいました。作品は随時

持ち帰りますので、お家でも第二回造形展を行っ

てみてくださいね♪ありがとうございました。 

ぱんだぐみさん、みんな四歳！ 

誰かのお誕生日がくると開かれる、お誕生日

会。特別なくまのオルゴールの椅子に座っ

て、みんなでお歌のプレゼントをします。そ

の後には、みんなで質問タイム♪「好きな色

は何色ですか？」「好きなご飯は？」など色々

な質問をしている子どもたち。聞き方も上手

になってきて、やり取りを楽しんでいます。

「すきな電車は？」「すきなピザは？」「すき

な魚は？」など聞く子によって個性があらわ

れるのも素敵でした。２月でパンダ組さんみ

んなのお誕生日会を終え、「みんな四歳！」喜

んでいる子どもたちです♪ 

一年間を思い出してごらん～♪ 

入園当初の写真を見返してみると、どこかまだ幼さが

あり、慣れない環境に頑張っていたなぁ。と思い出さ

れます。「パンダ組さん」という初めてのクラスにな

り、お友だちができました。お名前を覚え、一緒のお

もちゃで遊んだり、一緒にご飯を食べました。面白く

って大笑いした事や、真剣に考えた事。手を挙げて自

分の思いを伝える事も上手になりました。思いを伝え

きれずに喧嘩になる事や、涙してしまう日ももちろん

ありますが、それ以上に、一緒に過ごす事に喜びを感

じているのではないかと思います。お友だちのしてい

る事に刺激を受けながら遊んだ毎日。年中さんでの健

やかな成長も心より楽しみにしております。 

お願いします 

一年間素材のご協力ありがとうございました。今月

も、お菓子の空き箱や、プリンカップなど子どもたち

が扱いやすい素材がありましたら持たせてあげてく

ださい。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

パンダスタジオ 

３月号 

パンダ組クラス通信 

担任：久川 純奈 



 

 

  

大好きなマスキングテープ！ 

造形遊びが大好きなコアラ組の子どもた

ち。普段のコーナー活動でもよくテープを用

いて遊ぶ姿がみられます。節分の豆入れも大

好きなマスキングテープでぐるぐる巻きに巻

いて、沢山パワーをためて鬼をやっつけに行

ったり、大きな傘にみんなで協力して素敵に

変身させたりと大好きなマスキングテープで

思いっきり遊んだ子どもたちでした♡ 

 小さな梅の花が咲きはじめ春の訪れを感じる今日この頃。早いものでコア

ラ組のクラス通信も最終号となりました。思い返すとこの一年、はじめは泣

きながら緊張して登園していた子どもたちが、いつの間にか笑顔で登園して

いたり、遊びの中でお友達とのやり取りや自分の思いを少しずつ言葉に出来

るようになったりと、身体だけでなく心もグッと成長した一年だったと思い

ます。残り僅かなコアラ組の子どもたちとの時間を大切に、全力で過ごして

いきたいと思いますので、最後までどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・お芋鬼ごっこに挑戦します。 

・卒園する年長さんにプレゼントを作ります。 

造形展ありがとうございました。  

 

先月は造形展にお越し頂きありがとうございま

した。また先月は、学級閉鎖や私自身のこと等でも

沢山ご心配をおかけしました。無事、当日は元気な

子どもたちの姿や保護者の皆様にもお会いするこ

とが出来、心から嬉しく思いました。子どもたちの

一年間の成長や頑張りを沢山お話することも出

来、一緒に成長を感じとても有意義な時間を過ご

すことが出来ました。本当にありがとうございま

した。当日に展示できなかった作品も沢山ありま

すので、また是非子どもたちの作品袋を持ち帰っ

た際はじっくりみてあげて下さいね♪ 

年中さんに向けて・・・！ 

最近子どもたちと４月になると年中さんになると

いうお話をしています。実際に年中組さんのお部屋

をのぞきにいったり、かっこいい年中さんの立ち方、

座り方、ご用意の仕方等を挑戦しています。子ども

たちの中にも、もうすぐ年中さんのお兄ちゃんお姉

ちゃんになる意識がついてきて、『こんなん出来ん

で！』『先生見てて！！』と、とてもやる気に満ちて

います。身支度や衣服の着脱、食事中のマナーなど

自分のことは自分でできる習慣を付けるためにも、

園だけでなく、ぜひご家庭でも出来たことを沢山褒

めながら、進級への一歩を一緒に繋げていけれとば

いいなと思っています。 

山地先生と音楽遊びをしました 

 先日、音楽指導の山地先生と音楽遊びを行い

ました。音だけでどんどん山地先生の世界に引

き込まれていく子どもたち。楽しいわらべ歌の

絵本を読んでもらったり、二人組で『おせんべ

い焼けたかな～♪』と手のひらを使って遊ぶ伝

承あそびをみんなで挑戦してみたりと身体い

っぱいに楽しみました。最後は、ウッドブロッ

クを使って『おせんべい焼けたかな～♪』と素

敵な音を奏でながら、おせんべいを作ってみた

りと、とっても貴重な体験ができた子どもたち

でした。 

 

一年間沢山の素材集め・保育への 

ご理解とご協力を頂き 

ありがとうございました。 

 

 

ＫＯＡＬＡの気持ち 

３月号（最終号） 

コアラ組クラス通信 

担任：葛木裕子 



 

 

  

 寒さの中にも、少しずつ春の暖かい日差しが感じられるようになったこの

頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。 

このメンバーで過ごせるひばり組も、ついにあと一か月ですね。 

このクラス通信の名前を考える時に、皆が自分の事を先生や友達に、沢山話

せるようなクラスになって欲しいという想いがあって、「ひばりたちのおし

ゃべり」と名付けました。その名の通り、今のひばり組さんはとっても明る

くて、挨拶も積極的で、おしゃべりも耳が足りない程、大好きなメンバーに

囲まれていました。最近では、一方的に話すだけでなく、話をしっかり聴い

て、友達や先生の考えている事を理解しようとする姿も見られます。あと一

か月で、このメンバーでのひばり組は終わりと考えると寂しいですが、残り

の年少組での生活も沢山楽しい事をして過ごしていきたいと思います♪ 

 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・友達と一緒に描く活動をします。 

・風で遊びます。 

 

 

造形展、ありがとうございました！ 

 最初に、造形展が近いにも関わらず、私が濃厚接触

者になってしまい、子ども達、保護者の皆様にも、多

大なるご心配とご迷惑をお掛け致しました。日程の

変更や、制限のある中での造形展にご協力頂き、足を

運んでくださった皆様、本当に感謝致します。 

 子ども達の沢山の作品、ご覧になって頂けました

でしょうか。子ども達は作ったものを、お父さんお母

さんに見てもらいたいという気持ちで「これは〇〇

で～」と手を引きながら説明している姿を見ると、活

動に想いを持って、取り組んでくれていたのを感じ

ました。一つ一つの作品が、子ども達の幼稚園での思

い出になっている事を嬉しく思います。 

最近の外遊び 

 ずっと外遊びが大好きなひばり組さん。最近は、

外遊びに行く前に「○○君、一緒に遊ぼう。」「今

日は△△君と遊ぶねんけど…じゃあ、○○君と

△△君と３人で遊ぼうよ！」「いいよ！」というや

りとりを多く聞くようになりました。どうしたら

遊べるかを考えて、解決策を提案しているのが解

ります。 

そのような様子で、園庭に向かうと木の枝を手

にして、子ども達同士で砂に描いた線を繋いで、

遊んでいます。２学期も砂に絵を描く姿は見られ

ていましたが、子ども達それぞれで描いていたの

が、今は友達と一緒に、長く長く繋げていく事を

楽しんでいます。「友達と一緒にする」楽しさを存

分に感じて、遊ぶ姿に成長を感じます♪ 

凧あげブーム 

 ある日、紙コーナーで遊んでいる男の子が、
「凧あげを作りたい。」と話し掛けてくれまし
た。「じゃあ、何が要る？」と聞いてみると、「紙
と紐。」と言っていたので、用意してみました。
すると、男の子は前にも作った事があるよう
で、それを思い出しながら、自分自身で作って
いました。実際の凧とはまた違いますが、その
子なりの凧あげが出来た時、早速外に出て、風
になびかせて遊んでみました。それを見ていた
他のお友達も（なんだか楽しそう…）と感じた
のか、同じようにして作って遊んでいました。
また一緒に風で遊んでみたいと思います♪ 

鬼は外～！福は内！ 

節分の日が近づいてきた頃、皆に節分のお話をしま
した。もしかしたら、幼稚園に鬼さんが来るかもしれな
い…という事で、皆でキラキラパワーがいっぱいの豆
入れを作りました。アルミホイルやキラキラの紙を貼
って、デコレーションしました。柊の話もしていたの
で、園内を探しに行って、ドアの前に飾りました。 

いざ節分当日、自分たちで作った豆入れに豆を入れ
て、子ども達も「鬼さんくるかな？」と笑顔で、ワクワ
クしていました。すると、やってきたのはとっても怖い
鬼。姿が見えた瞬間、泣く子もいましたが、泣きながら
も鬼をやっつけたいという想いで、必死に豆を投げて
いました。その日は、珍しく静かなひばり組さんでした
(笑)翌日になると、にこにこのひばり組さんで、「昨日
の鬼楽しかったなあ。」等と話す子もいました。 

ありがとうございました！ 

 一年間、沢山の素材の提供、保育に使えそうな

ものを考え持たせてくださってありがとうござい

ました。保護者の皆様のご協力が、子ども達の様々

な経験に繋がったと感じます。本当に、ありがと

うございました。 
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