
 

  

ひかりっこ便り 

１２月号 

今月の主な遊び・活動 

・身近な事に目を向けて、抱いた思いや感情を言葉にしてみます。

また、それを歌にして歌ってみます。 

・ルールが複雑な鬼ごっこで、友達と協力したり、競い合うこと

を楽しみます。 

 

 

じっくり自然に触れてきました♪ 

 デイキャンプでは、クッキングだけでなく、自然散策や

色染め体験、ろうそくを使ってみんなで絵を描いたビニ

ール袋を空に飛ばす実験など、様々な体験を楽しみまし

た。帰宅後、子ども達はお話してくれましたか？ 

色染め体験に関しては、残念ながら当日結果を見る事

が出来なかったので、次の登園日にみんなで確認してみ

ました。その場の話し合いで決定した、みかんとどんぐり

を入れて色づけした布は、淡く綺麗な黄色に染まってい

て、みんな大喜びでした。ほのかに香るみかんの香りに、

「おいしそう。」と心の声が漏れる子もいて笑ってしまい

ました＾＾とても充実の一日だったなと思います！ 

 寒さが身に染みる季節となりました。皆さんお変わりありませんか？

光組の子ども達は、むしろ「暑い」と言いながら笑顔いっぱいで毎日園

庭を駆け回っています。 

イベントが盛り沢山だった１１月が終わり、気が付けばいよいよ今年

も最後の月となりました。遊びや活動の中で見せる子ども達の姿にそれ

ぞれの成長を感じると同時に、もうすぐ小学生になるのかという思い

に、これから活躍に胸が膨らみます。今月は音楽会もあります。またい

つもとは違った子ども達の頼もしい姿に期待していてくださいね♪ 

 

 

光組クラス通信 

担任 田中祐太      

映画コーナーで動画づくり。 

 変身コーナーが映画コーナーに変化し、子ども達

オリジナルのストーリーに沿って様々なものにな

りきって遊んでいます。何かになりきるだけでな

く、ポップコーン売り場やチケット交換所を作った

り、客席の形を考えたりと、何かになりきるだけで

はなく映画に必要なものを自分達なりに考えて遊

びの場を作っていく子ども達の姿に驚きました。 

最近は「何をしているのか分からない。」というお

客さん（クラスの子ども達）の声に答えて、ナレー

ションをつけようという動きになっています(笑) 

自然史博物館にいってきたよ！ 

 ミニ遠足では長居公園内にある自然史

博物館に行きました。光組のお目当てはズ

バリ、虫を見ること！大阪に住んでいる

様々な虫やだけでなく、世界中にいる珍し

い虫達の姿に、目を輝かせていました。 

「あの羽、目みたいな模様がある！」「う

え、気持ちわる。」「かっこいい！」等々。

みんな食い入るように珍しい標本を観察

していました。「もう帰るの？」という声

が聞こえるほど、子ども達にとって充実し

た時間が過ごせたようでした＾＾ 

参観日ありがとうございました。 

 今学期も参観に足を運んでくださりありがとう

ございました。じっくりと一人で作品に向き合っ

たり、友達と一緒に協力をしようとしてみたり、

同じ活動でも様々な姿が見られたのが印象深かっ

たです。普段の頼もしさだけでなく、少し照れな

がら嬉しそうに自分が作ったものを保護者の皆さ

んに見せていた様子が微笑ましくてとても可愛ら

しかったですね。作っていた虫達はまだ完成して

いない物も多いということでしたので、またゆっ

くり時間を設けて続きを楽しみます＾＾ 

お願いします 

 ご自宅で不要になった紙袋があ

ればご寄付いただきたいと思って

います。どうぞ宜しくお願いいたし

ます。 

 



12 月号 

 

 

 

 

 

 

 

  

日の出ている時間が短くなり、本格的な冬がやってきましたね。早いもので、今年も残

すところ後 1 ヶ月になりました。先日はお忙しい中、参観にお越し頂きありがとうござい

ました。子ども達が作る和菓子はとても繊細で一つ一つが工夫されていて美しく、素敵で

したね。保護者の方にも参加して頂きありがとうございました。和菓子をお家の人にも食

べてもらい、子ども達はとても嬉しそうでした。さて、最近では音楽会に向けての活動が

増えています。子ども達自身が、“音楽って楽しい”と思えるような音楽会にしたいと思

い、練習内容を工夫しています。リズムに合わせてバチを叩いたり、友達の歌声を聞いて

声を合わせたり、音を楽しみながら取り組んでいます。少し難しさを感じた時も一生懸命

練習をしている松組の子ども達でしたが、最近では自信もついてきたようで「お家の人に

見てもらいたい！」という気持ちが膨らみ、ワクワクドキドキしています。ぜひ、音楽会

当日を楽しみにしていてくださいね。今月もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望の松の木 

松組クラス通信 

担任 河谷茶々 

       

今月の主な遊び・活動 

・石を集めたり、石を使った実験をします。 

・気持ちを色で表現して遊びます。 

 

 

ミニ遠足 

先月 9 日は自然史博物館へ行ってきました。松組で

は１学期から昔についての会話や遊びが深まっていま

すが、博物館ではさらに昔の地球と生き物の歴史を目

で見て体感していました。特に化石や鉱石に興味や関

心を持っている姿があり、実物の美しさや種類の多さ

に驚きでした。遠足から帰り早速、自然史博物館での

感想を聞いてみると、ある子が“宝石”があった事を

お話ししてくれました。そこから「あった！あった！」

等と皆が見ていたようで、“宝石”はどういうものな

のかを調べてきてもらいました。すぐに調べてきてく

れて、鉱石という石だという事を教えてくれました。

発見、驚き、学びが沢山のミニ遠足になりました♪ 

 

楽しかったね DAY キャンプ 

心待ちにしていたデイキャンプ当日、子ども達は

バスの中からワクワクドキドキしていました。クッ

キングのカレー作りでは皮剥き器や包丁を驚くほど

上手に使っていました。松組の隠し味はチョコと蜂

蜜を入れました。子ども達の反応は「めっちゃ美味

し〜！」とみんなほっぺたが落っこちそうな満面の

笑みで食べていました。隠し味を含め、みんなで作

ったカレーは大成功でした。他にも、森の探検で拾

った自然物を使って染め遊びをしたり、火おこしを

し、みんなで考えた火を維持する方法“息を吹

く”“お歌を歌う”“新聞紙を入れる”を試した

り、ろうそくの火で袋が浮く実験を見たりしまし

た。沢山の自然に囲まれて遊んだ子ども達は、自然

の中で様々な事を経験し、全身で感じ、不思議に思

い、発見することができてとても楽しく素敵で貴重

な時間を過ごしたと思います。 

 

      いろんなものを染めてみたよ 

デイキャンプの染め遊びをきっかけに、「〇○も染めてみたい！」

「○○染めたらどうなるんやろう？」との子ども達の声から早速染

め遊びコーナーを用意しました。お花や実、落ち葉などの自然物を

すり潰したものや醤油やハチミツ等様々なものを布に染めてみると

…赤いお花が紫色に染まったり、あまり色が出ず染まらなかったり。

驚きと発見、「なんでやろう？」と不思議、疑問に思う気持ちが湧い

ています。探求心を持ちながら遊びに夢中になり、色だし・染め遊

びを楽しんでいます。 

絵本（お話）作りをしたよ 

先月に小人との出会いがあり、小人にも

興味や関心を持っている松組の子ども達。

そこで、小人が登場するお話作りをしまし

た。子ども達が考えるストーリーは面白

く、楽しく、ファンタジーで不思議な世界

です。最後はみんなの前で読み聞かせをし

て、お話を聞かせてくれました。聞いてい

る子ども達もお話を聞いて大爆笑でお友達

が考えた物語もしっかりと聞いてとても楽

しい時間になりました。また、一人一人が

お気に入りの一冊の絵本となりました。 

 

お願いします 

空き箱を持ってきていただけると嬉しいです。 

 



 

 

  

 きれいに色付いた落ち葉に、いよいよ秋も終わりが近づき、冬の訪れ

を感じます。皆様お変わりありませんか。 

先月はお忙しい中、参観日にお越しいただきありがとうございました。

みんなで作った手作り楽器は、その後もお部屋で少しずつ改良されてい

ます。朝の会で歌う時にも、１グループずつ楽器隊になって歌に合わせ

て演奏を楽しんでいます。今月は、いよいよ音楽会！音楽を感じながら、

お友達と一緒に奏でる楽しさを目一杯味わって行きたいと思います。 

今月もどうぞよろしくお願いいたします(^^) 

 

 

 

 

 

 

・音楽会に向けて、気持ちを込めて歌ったり、みんなと音を

合わせる心地良さを感じながら演奏したりします。 

・引き続き、色んな自然物を使って染遊びを楽しみます。 

 

 

デイキャンプ楽しかったよ！ 

 待ちに待ったデイキャンプ！この日のために、カレーの隠し味や、かまどの火を維持するためには何が必要か相談

したり、園内でも水、木、火を使った遊びを少しずつ取り入れたりしながら準備をしてきました。 

 初めてのカレークッキングでは、「にんじんの皮むきたい！」「包丁も練習したからできる！」とみんなやる気満々

(^^)真剣な表情で野菜を切る子、「ここも皮残ってるで。」とお友達に教えてあげる子がいました。隠し味の『はちみ

つ』を入れて、いよいよかまどへ。間近に見る火の勢いに驚いたり、みんなで火を大きくするために集めていた枝を

入れた時の「パチパチ」という音をじっくり感じたり、自然と「おいしくな～れ♡」のコールも起こっていました♪ 

森の探検では、沢山のどんぐりを拾い集めました。沢山歩いた後、完成した自分達で作ったカレーは格別で、「めっ

ちゃおいしい！！」とほおばるみんなの笑顔が最高でした(^^) 

午後は、集めたどんぐりを煮出して染遊びの実験をしました。お鍋の中にお水とどんぐりを入れてグツグツ。待っ

ている間に、熱気球の実験も行いました。ロウソクの火にゴミ袋を被せて、熱気を溜めるとだんだんと袋が膨らみ、

手を離すと、ふわ～っとゆっくり空に浮かび上がり、みんな大興奮！！「次は 50秒数えてから飛ばそう！」と何度

も繰り返して遊びました♪グツグツしていたどんぐりは、なかなか色が煮出てこないというハプニングもあり、少し

カレー粉を入れるという裏技を使いましたが、布はきれいな黄色に染まりました(笑) 

盛り沢山な一日でしたが、キャンプで行った遊びの続きをまた園でも引き続き子ども達と楽しみたいと思います☆ 

妖怪お化け屋敷オープン！？ 

 あるお友達の発案をきっかけに、ミニアトリエ

に、妖怪お化け屋敷作りが始まりました。新聞紙

を顔や身体に巻きつけて妖怪に変身して、お友達

を驚かしたり、「ここに妖怪隠れる場所作ろう！」

と布を吊るして隠れ場所を作ったり。「お化け屋敷

って道とかあるで。」「入る時のチケットも作ろ

う。」と、みんなで遊びを作り出して行く力 

がますます育っているようです(^^) 

かかしくん２号、ピンチ！！ 

かかしくん２号は晴れの日用だったにも関わら

ず、外に出しっぱなしにしてしまい、休日雨に打た

れてしまいました。すると、段ボールで作っていた

顔が、ペロッと剥がれ、のっぺらぼうに…(笑) 

いよいよかかしくん３号の出番です！ 

 いつも素材のご協力ありがとうございます。 

今月は、不要な白い布、毛糸、ボタンなどがあれ

ば、ご協力よろしくお願いします。 

 

12 月号 

ぽかぽか梅っこ日和 

お願いします 

 

今月の主な遊び・活動 

 

 

梅組クラス通信 

担任 髙石晴香 



桜組クラス通信 

担任 久保果穂       

 

 

  

音楽会に向けて 

先月から色々な楽器に触れる機会や、ピアニ―

の演奏を楽しんでいます。初めて触れる楽器を紹

介した時から、「これ音楽会でできるやつや～！」

と年長さんになって出来ることを楽しみにしてい

たようです♪楽器の演奏は覚えるまでが苦手だな

…と思ってしまいがちですが、「ここから無理

～！」と声にしながらも、何度も繰り返しチャレ

ンジしようとする姿勢には、さすが年長組さんだ

な！と頼もしさを感じています。そしてみんなで

出来るようにと、お友達と教え合いっこする桜組

さんの姿が微笑ましいです。沢山の友達と合わせ

ることの難しさ、楽しさ、心地よさを身体や心で

感じながら頑張っています！ 

１２月号 

 紅葉した木々の変化に気づいたり、綺麗な落ち葉を集めて遊んだり

して、冬の訪れを感じる季節になってきました。 

先月は参観日にお越し下さりありがとうございました。子ども達が

考えたことを実際に試してみたり、触れてみて、それぞれが分かった

事を伝え合うことでお部屋に帰ってからも、一回目とは方法を変えて

試す遊びが続いていました。遊びの展開を引き続き、楽しみたいと思

います。今月は、音楽会があります。年長組になって初めての事も沢山

経験してきた子ども達。色々な役割で子ども達が奏でる演奏を楽しみ

にしていてください♪どうぞ宜しくお願いいたします。 

桜 の みち 

今月の主な遊び・活動 

・みんなと音が合わさる心地よさを感じながら、演奏

を楽しみます。 

・お話作りを楽しみます。 

みんなでデイキャンプ！ 

「後、〇日でキャンプの日？」と毎朝シールノートを貼りながら楽しみにしていたデイキャンプ！当日までにクッ

キングの話し合いや、火（ひのこちゃん）・水（しずくちゃん）・木や葉っぱ（もりたくん）を使った実験遊びの経験

を活かして、自然に触れながら遊べることは何かな？と一緒に期待を膨らませながら過ごしていました！ 

現地では大きなアスレチックが魅力的で、ちょっと高いと思うところも挑戦してみたり、ふっかふかの落ち葉を掛

け合って遊んだり、沢山落ちているどんぐりを集めて染め遊びを楽しんだりと、自然を存分に体感しながら過ごせた

1 日でした♪ 

クッキングでは、隠し味がどんな味になるか分からないことに嫌だな…と思っていた子も自分達で作った味は格

別！「美味しい！」と「おかわり！」の声が飛び交っていました(^^) 

休み明けも「全部楽しかったー！」「初めてみんなでお料理して楽しかった！」「火がすごかった！」「違うグループ

のカレーも食べたかったな～！」と子ども達にとってとても心に残るものとなっていて、とても嬉しく感じました。 

いろいろな形の葉っぱ作り 

火起こしで必要かな？と落ち葉を集めながら、

「綺麗な葉っぱ！」「可愛い葉っぱ！」と落ち葉を

拾って見ているうちに色の違いや、形、大きさの違

いなど様々なことに気づきを教えてくれる子ども

達。また、不思議な種の葉っぱは何の葉っぱ何だろ

う？という疑問もあり、葉っぱへの興味から、二つ

折にした画用紙を切っていろんな形の葉っぱを作

りました。「色も付けたらもっと綺麗になると思

う！」と葉っぱに葉脈があることを伝えて見ると、

思い思いの模様や色付けを楽しんでいました。 

デイキャンプの帰り道、バスを降りて

から幼稚園まで畑を目にしながら帰っ

ていると、「これ同じ葉っぱちゃうん？」

「ブロッコリー？」ということに気づき

始めた子がいました。そして後日、葉っ

ぱをかき分けて見てみると…「ブロッコ

リーや！！」と小さな房ができており、

不思議な種の正体が分かりました♪ 



椿の知らせ 

 

１２月号 
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育てたスイカを食べてみたよ！ 

 椿組で育てていたスイカ、参観後にポロっと取れ

てしまい、いよいよ食べてみることにしました。「黄

色スイカかな？」「腐ってないかな？」とワクワクと

ソワソワの気持ちがありましたが、包丁を入れてみ

るとちゃんとスイカになっていました。スイカの大

きさは小さかったので「めっちゃちょっとやん！」

と言いながら少量ずつ味わってみました。その日は

ミカン狩りもしたこともあり、「みかんもすいかも取

れて最高やな！」という声が 

聞こえてきました。 

 

 日が暮れるのが一段と早くなり、朝晩の冷え込みに晩秋の訪れを感じます。 

先月は、参観にミニ遠足にデイキャンプに、行事が盛り沢山でしたね。保護

者の皆様には参観にお越し頂いたり、デイキャンプの送迎をして頂いたり、

色々とありがとうございました。 

今月は音楽会がありますね。年長さんになって、メアリー先生とのプレイ

タイムやデイキャンプなど沢山の「初めて」を経験してきた子ども達。音楽

会でもピアニーと楽器を合わせたり、鼓隊をやってみたりと色んな「初めて」

に挑戦します。子ども達が楽しみながら、上手く行く時も行かなかった時も

みんなで支え合いながら出来るよう努めて行きたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

椿組クラス通信 

担任 吉田真侑      

今月の主な遊び・活動 

・いろいろな楽器に触れながら、みんなで音を合わせることの 

楽しさや難しさを味わいます。 

・星座やパキスタンのお話から世界の国について話を進めていけたらいいなと思っています。 

 

 

 

  星座のお話から・・・ 

 参観の活動で作った星座は色を付け、

今お部屋の上やロッカーの上で輝いて

います。そこから自分が作った星座や、

作ってはないけど考えた星座のお話を

絵本にして遊びました。降園前にみんな

で少しずつ読んでいるのですが、子ども

達なりに考えたお話は、オチがあったり

して「ええ！そうなったん！笑」と面白

いです。１枚の紙を絵本の形に折る事に

も挑戦してみました。是非、お話を読め

る日を楽しみにしてて下さいね♪ 

デイキャンプ、楽しかったね！ 

 年長さんにとってのビックイベント、デイキャンプ！子ども達は一週間ほど前から、「あと何日寝たらデイ

キャンプ？」とその日をとても楽しみにしていました。信太山は落ち葉も、色んな種類のドングリも沢山落ち

ていたり、魅力的なアスレチックもあったりして椿組さんは、何をするにも走り出しちゃう位、気持ちが高揚

していました。（笑） 

デイキャンプのカレー作りは椿組だけ、パキスタン風のカレーを作りました。通常のお肉やルーを使ったカ

レーだと、ご家庭の事情で食べられない子もいる為、椿組全員が一緒に食べられるようには、と話し合った結

果でした。私も、お手伝いに入ってくれた職員も、子ども達もみんなが始めてのカレー作りだったので色々と

不安もあったのですが、出来上がって食べてみると「美味しい！」の声が多く上がりました。中にはちらっと

「日本の方が美味しい…。」という声もありましたが、子ども達と「色んな気持ちがある 

と思うけど、みんなはパキスタンの味を一つ知ったから、もしみんなが大きくなっ 

てパキスタンの子がいたら仲良くなれるね。」と話し合いました。 

今回の経験が子ども達にとって財産になったらいいなと思います。 

 

 


