
 

 

  

 園庭の落ち葉がひらひらと舞い、一枚一枚大切に拾う姿が見られます。「この

葉っぱ、お顔みたい。」「こうやってみると(光に透かすと)模様が見える！」上を

見上げて裸んぼになった木を見つけて「うわ～。あの木はなんにもない。」と自

然の変化を楽しみ、季節の移り変わりを感じております。あっという間に二学

期最終月に突入し、集団が深まってきた１２月。お外遊びに行く前にする体操

も、子ども達だけで始める姿があり、「純奈先生お休みやったら、こうやってし

とくね！」の一言に頼もしいやら、寂しいやら。笑。様々な面で成長を感じて

います。今月も元気にまいりましょう！どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・音楽に合わせて、バチでリズム打ちを楽しみます。 

・ピア二―とベルで演奏します。 

・鬼ごっこの様々なルールを楽しみます。 

 

・ 

・ 

 

参観日たのしかったね。 

先日は、参観日にお越しいただきありがとうござ

いました。同じ活動をしていても、興味を持つポイン

トや、どんな遊びするのか様々で、そんな子ども達の

姿が見られるのも自然体でいいなぁと見ていまし

た。幼稚園にお家の人が来てくれる特別感はやっぱ

り嬉しく、ちょっぴり照れながらもその時間を乗り

越えた達成感を感じていたようです。 

見に来ていただく機会は少ないですが、子ども達

から出た話題を一緒に考えていただいたり、お家か

ら持ってきていただくものをきっかけに話が深まる

と、ご自宅との繋がりを近くに感じ、一緒に盛り上げ

て頂いているなぁ。と改めて感謝の気持ちが溢れて

います。今後も、星組をよろしくお願いいたします。 

宇宙飛行士さんが食べてるパン 

宇宙への興味から、宇宙食が気になった子ども達。

ぷわ～と浮かぶ無重力の世界のご飯はどうやって食

べているのか、絵本や写真を見てさらに興味が湧い

てきました。そこで、本当に宇宙飛行士さんが食べ

ているという缶詰に入ったパンを持ってくると、缶

詰の中から出てくるパンにもびっくり、そしていい

匂いのパンに、「美味しそう。」とお腹もグー。次は

パンへの興味も出てきました。パンはオーブンがあ

ったら作れる！発酵するんやで。と発酵という言葉

を知っている事にも驚きました。今は宇宙パンを作

るぞーと話し合いが行われています。 

参観のその後は…。 

参観の日の会話で出た、宇宙人は星や月を食べるの

ではないか？というお話ですが。その後、お部屋に帰っ

てからは、星や月の形をしたものがないかを探し始め

た子ども達。「星の形のものがあったら、宇宙人が食べ

に来る！」と慌てながら、部屋中見て回ると、星の絵が

描かれたものが多数。そしてお給食の時間にも、エプロ

ンや給食セットに沢山星が見つかり、少し嬉しそうな

子ども達。そこで「ほしまんま」というぴったりな絵本

があったので、読んでみることにしました。  その物

語は、宇宙に住んでいる大きな生き物が、星を食べて暮

らしているというもので、「もしかしたら、みんなはも

う“ほしまんま”のお腹の中なのかもしれない。」とい

う発想に盛り上がっています。アイロンビーズで星作

りを楽しんだり、まだまだ星探しは続きそうです♪ 

青い空に絵を描こう 

大好きな歌のイメージから、運動会の会場飾りではみ

んなで青いお空を作り絵を描きました。そんな活動を行

っていると、保護者の方から『大空を見上げよう』とい

うスマイルプロジェクトで空にスマイルを描く日があ

ったことを教えていただきました。そのお写真を見せて

いただくと、「みんなが笑顔になるためにしてるのかな

～。」と子ども達も思い思いに発言する姿があり。 

そんな笑顔を届けて下さるパイロットさんやその乗

り物にも興味を持っていました。全国で今までに１１２

個のスマイルを届けられているようで、このフライトは

実施されるようです。幼稚園の大きな空にスマイルが届

く日を楽しみに過ごしていきたいです。 

 
お願いします 

いつも保育にご協力いただきありがとうござ

います。今月は、白の布や端切れを募集します。 

ご自宅に不要のものがありましたら、お持ちく

ださい。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

天体観測 

１２月号 

星組クラス通信 

担任：久川純奈 



 

 

  

 あっという間に今年も残りひと月となりました。月日が経つのは早いです

ね。さて、だんだんと寒さが厳しくなり本格的な冬が始まりましたが、雪組

の子ども達は、そんな寒さにも負けず、毎日元気いっぱいに過ごしています。

私も、そんな子ども達の姿から沢山の元気をもらっている日々です。 

目の前の事に夢中になる子ども達の表情は、とっても輝いていて本当に素

敵ですよね。そんな表情が沢山見られるように、これからも子ども達の「面

白い！」「不思議だな？」の気持ちを大切にし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します。 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・秋の自然物を使って遊びます。 

・色んなものを繋げて遊びます。 

・音やリズムを意識しながら、音楽遊びを楽しみます。 

 

燃える？燃えない？ 実験してみよう！ 

 先月号でお伝えしていたおひさまパワーのお話につ

いて。中々蝶にならないさなぎの話から、「おひさま

パワーを集めればいいんじゃない？」という意見が多

く挙がりました。そこで出てきた疑問が…『おひさま

パワーを沢山集めると燃えるの？燃えないの？』とい

ったもの。改めて子ども達にどう思うか聞いてみる

と、燃える派と燃えない派、きれいに半分に分かれま

した。そこで、疑問に思ったことは実際にやってみよ

う！と、虫眼鏡を使って太陽の光を集める実験をして

みることに。さあ、どうなる？と、一点に集めた太陽

の光を紙に当てると…だんだんと煙が出始めました。

その様子を見て、「燃えてきた！」と大興奮の子ども

達でした！また新たな発見がありました。 

お米を使って…？ 

自分達で脱穀ともみすりをしたお米。実は、量

が多く１度ではもみすりが終わらず、また続きを

しようとお部屋に置いていました。すると翌日、

子ども達から「このお米を使ってむしむし大作戦

しようよ！」と、なんだか面白いアイデアが飛び

出してきました。１学期からの経験が子ども達の

中にも活きているんですね。そこで、早速「どう

する？」と話し、必要な物を集めていました。す

ると、「お米だったら虫じゃなくて、鳥がくるん

じゃない？」といった声も挙がってきました。 

これから子ども達と一緒に考えて、色々試してみ

たいな、と思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育参観 ありがとうございました 

先日は、お忙しい中保育参観にお越し頂きあ

りがとうございました。当日の子ども達の姿

は、いかがだったでしょうか？少し緊張してい

る様子もありましたが、お友達と一緒に遊びを

作り上げる姿を見て頂けたことかと思います。

最後には、保護者の皆様にも、子ども達の近く

で参加して頂き、とても楽しい時間となりまし

た。ありがとうございます。そして、実践発表

では、子ども達と話しながら広がっていった保

育についてもお話させて頂きました。きっとこ

れからもどんどんと広がっていくことと思いま

す。是非、楽しみにしていて下さいね。 

お米の脱穀・もみすりに挑戦！ 

突然ですが、皆様は稲を間近で見たことはありま

すか？いつも美味しい給食を作ってくださっている

栄養士さんからの提案で、先日、稲の脱穀ともみす

りに挑戦しました。普段何気なく食べているご飯

も、始めはこんな風になっているんだ、と子ども達

は興味深げに稲を触ったり、匂いを嗅いだりしてい

ました。そして、教えてもらった方法で脱穀ともみ

すりに挑戦！中々できない経験に子ども達も色んな

ことを感じた様で、「お米って茶色いねんな～。」

「お米の形ってこんなんなんや！」と、色んなこと

を口々に話し 

ていました。 

お願いします 

 いつも素材集めにご協力頂き、ありがと

うございます。今月も、造形コーナーで

使う廃材や、秋を感じる自然物などを集

めています。 

 

 

 

 雪組クラス通信 

担任：村中千秋 

 雪 景 色 

１２月号 
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Blue Moon 

舞い散る枯れ葉や、吐く息の白さに冬の訪れを感じます。保護者の皆様はいか

がお過ごしですか？ 

 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。参観でも見て

頂いたように、子どもたち同士相談し協力しながら遊びを進めていく姿が運動会

以降、より増えたように感じます。「これ一人じゃできひんかも…。」と言うお友達

に、「○○ちゃんならできる！」と励まし見守ったり、出来たことを一緒に喜び合

ったりする姿に４月から築かれてきた絆を感じています。12月もそんな子どもた

ちとたくさんの面白いことを探しながら、１日１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いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

月組クラス通信 

担任 田原希美      

今月の主な遊び・活動 

・ピアニーやベル、カリンバなど様々な楽器を

使って遊びます。 

・様々な穴を探して遊びます。 

 

 

どんな音がする？ 

 葉っぱを足で踏んだ時は「ぱりぱり」、木を揺ら

した時には「しゃわしゃわ」など、身近な自然物か

ら出る音を言葉にして遊んでいた月組さん。 

そこから、「じゃあ拍手の時は？」「おイス座る時

は？」と何気ない日常の音にも注目して過ごしてい

ます。今のは「ぱりぱりじゃなくて、ぱりっぱりっ

やった。」など、じっくり音を聞き、伸ばしたり跳

ねたりする言葉の面白さを感じています♪ 

「ちょっと聞いててな。」というフレーズを合言

葉にしーんと保育室が静まる瞬間があり、「聴く」

経験を積み重ねています。 

植物の楽器！？ 

 「音」が大好きになった月組さんに、少し変わ

った楽器をいくつか紹介してみました。そのなか

でもカリンバというアフリカの民族楽器に興味

津々。先生のピアノに合わせて奏でたり、お友達

とピアニーやベルと一緒に合奏をしたり、カリン

バならではの不思議な音に魅了されています     

 そんな月組さんにカリンバがひょうたんで出

来ていることを写真とともに伝えると、「ええ～

そうなん！？」とびっくり。ひょうたんの不思議

な形や、大きさにも興味が沸き、話がふくらんで

います！ 

穴って… 

 毎日外遊びに行くたびに園庭に落ちている葉っぱを拾っては、ジーっと観察し色や形の不思議さに心ときめか

せています。そんなある日、集めてきた葉っぱを窓に貼れるスペースを作ってみました。すると陽の光が虫食いの

穴から透けてとっても綺麗…！話は様々な「あな」に広がりました。 

穴探しがブームになっていたある日、あるお友達が見つけてくれたのは地面がくぼんでできた大きな穴。その

場所はちょうど十数年前にタイムカプセルが埋められた場所でした。「みんなが生まれるより前に、木の実幼稚園

のお友達が大切なものを埋めたんだって。」と伝えると、「え！お宝が埋まってるってこと！？」「お宝って金の貝

殻とか？」「恐竜のおもちゃとかちゃう？」と大興奮！！自分たちもお宝を入れてタイムカプセルを埋めたいとい

う話になりました。さらに「どんなものを埋めたい？」とみんなで話し合っていると、「月組のみんなの思い出を

いれたい。」と言ってくれたお友達がいました。「それいいなあ！」と次々賛成が集まりタイムカプセル大作戦がス

タートしました♪思い出を残したいと言ってくれた気持ちに嬉しさを感じつつ、月組で過ごせる時間を大事にし

たいなと改めて感じ１人ジーンと来てしまいました。この大作戦が今後どうなっていくのか、一緒に見守ってい

ただけますと嬉しいです♪ 

お願いします 

４月から継続してお箸タイムを頑張っています。ご家

庭でもお箸の持ち方など、食事のマナーを改めて確認

していただけますと幸いです。 



 

 

  

今月の主な遊び・活動 

・五感を使った遊びを取り入れます。 

・はさみで複雑な形を切り、組み合わせて遊びます。 

・身の回りの音を言葉にしたり、オノマトペ遊びを 

してみます。 

少し前にはなりますが、京都鉄道博物館に

行ったその後、会話をしてみるとやはり心に

残った物は SL 機関車でした。「石炭ってめっ

ちゃ真っ黒やったなあ。」「機関車も真っ黒や

ったな。」と、機関車が動く元となる石炭や、

煙の黒さについて話したり、汽車コーナーで

は「これ SL 機関車に乗った時のトンネル！」

と、紙帯を使って再現をして遊ぶ姿がありま

した。絵具を使った描画は驚く程描き込み、想

像を膨らませながら描く事が出来ました。 

土の中の話をしていると、虫の気持ちになるため

に土の中に入ってみたい！という意見がありました

が、「人間が土に入ったら！息出来ひんで！」と突っ

込まれ、皆で話し合い、靴下を脱いだ素足と、手だけ

入ってみようという意見でまとまりました 

まだ実践は出来ておりませんが「フワフワしてて

気持ちいいと思う。「石があるから痛いで！」「濡れて

る砂はびちょびちょやから乾いてからがいいなあ。」

等、土の中はどんな感触なのか想像しています。また

実践後、どんな感触だったか聞いてみて下さい☺ 

先月はお忙しい中、参観にお越し頂きありがとうござい

ました。凄く短い時間の中で、十分に遊び込む姿をお届け

する事は難しかったかもしれませんが１学期より少し成長

した皆の姿を感じて頂けていましたら幸いです。友達と話

し合ったり、一人でも周りの友達の作品を気にしながら作

っていたり、それぞれの工夫が垣間見えたかなぁと思いま

す。翌日、お部屋で遊びの続きを行い、それぞれのグルー

プを見合い、質問したり、気になった事を作った友達に質

問したりしました。数日たった今でも毎日色々な子が入れ

替わり遊び、コーナー活動の一つになりました。 

参観でも少しお話しましたが、種を植え、アサガ

オを育てたり、蛾の幼虫が土の中で蛹になる事を

知ったり、土の中の世界について話し合う機会が

ありました。その会話の際に、「土の中は真っ暗。

幼虫真っ暗でさなぎになるのかわいそう。」「幼虫

は暗くても見えるんやで。」「なんで？」「黒ってパ

ワーがあるねん。」「石炭も真っ黒で汽車動いてた

しな！黒ってすごいんや！」と、遠足での経験も

交えて話していました。黒や暗い所でのイメージ

はマイナスでしたが、会話で友達の発言内容を聞

き、少しイメージが変わったようでした。 

お願いします 

引き続き素材集めと、お家に不要な黒いものがあ

りましたらお持ち頂きたいです。 

(危険な物では無く、お子様が持ってこられる大き

さでお願いいたします。) 

 

Happy Flower 
１２月号 

花組クラス通信 

担任：末吉奏絵 

 枯葉が舞い散り、秋の虫も居なくなり、気が付けば今年最後の月となってしま

いました。皆様にとってどのような１年でしたでしょうか…？さて、花組では

様々なコーナー活動を展開してきましたが、最近は再びままごとコーナーや紙コ

ーナー等、初期のコーナー遊びが人気なのです。なぜそんなに人気になのか遊び

を見てみると、「今日は○○ごっこね。」「紙ちぎってご飯作ってきたからこれで

○○ごっこしよう。」と、遊びの素材を自分達で生み出したり、複数のコーナー

を上手に組み合わせながら遊ぶ姿がありました。「紙飛行機誰が１番遠くまで飛

ばせるか勝負！」と、廊下に出て紙コーナーで作った紙飛行機で勝負をする事に

もはまっています。遊びに物足りなさを感じると、自然と楽しくなる工夫をする

ようになったのだなぁと、様々な所で成長をしみじみと感じています。 

 

 
参観の続き… 

SL 機関車楽しかったなあ 

黒いものって… 土の中に入りたい！ 

作った作品を発

表したり、質問し

たりしています。 



12 月号 

 

 

 

 

 

 

 

  

 この季節になると園庭や芝生は綺麗な色の落ち葉の絨毯でいっぱいで

す。子ども達もそのような自然の変化に目を向け、「寒くなってきたって

ことか〜。」と友達同士で空を見上げて話す姿が見られます。 

 あっという間に今年もあと 1 ヶ月ですね。そんな１２月は音楽会があ

ります♪先月から楽器遊びをすると、「もしかしてこれ音楽会でするん？」

と勘付く子達も・・・。以前から音や楽器が大好きな鳩組さんのやる気は

充分のようです。当日の姿を楽しみに、日々取り組んでいきたいと思いま

す！寒くなっていますので、皆さまも体調に気をつけてお過ごし下さい。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

hatOVER 

鳩組クラス通信 

担任 白岩千春       

今月の主な遊び・活動 

・３クラスで楽器の音や声に耳を

傾け心地良さを感じてみます。 

・鍵鬼ごっこではルールを意識し

て駆け引きを楽しみます。 

 

 

宇宙に行くには？ 

参観でもお話ししました、『レールが繋がる

→宇宙に行く』という展開として NASA の打

ち上げの映像をみました。打ち上がる瞬間は皆

で拍手をする程、夢中になり「煙が出てたから、

火をつけて飛んでるって事？」「トイストーリ

ーでバズも火で飛んでた！」と火が必要だと感

じたようです。「トランポリンに乗って３回目

のジャンプで火をつけたらその勢いで飛べ

る？」と何ともユニークな発想も！（笑）「でも

絶対熱いし焦げるし溶ける・・・。」と複雑な思

いを胸に話は進んでいます。これから一体どう

なっていくのでしょうか・・・。 

葉っぱをいっぱい集めよう！ 

外遊びで「風がわかる方法見つけた！」と男の子。「木見て！風で葉っぱ

がユラユラしてるねん。」「お部屋に木を作るか、葉っぱ集めて、ドアの所

に置いておこう！」と張り切っています。保育をしていると季節や自然の

移ろいをとても感じます。葉っぱが風に揺れていると気が付いた事も、今

の時期だからこそ、風が吹き、木の枝につく葉っぱがひらひらと落ちてい

く光景が見られましたが、これが夏場だと別の方法で風に気が付いたかも

しれません。私自身、働くまではそれほど意識した事がありませんでした。 

今回の事だけではなく子ども達と過ごす中で、疑問を通して一緒に自然を

感じ、新たな発見を得られている事をとても嬉しく感じています。 

ぷかぷか浮くには、空と風と水！ 

宇宙では、体が浮かぶという事を知り、自分

達が浮かぶには？と考え始めました。まずは浮

かぶものが何かを尋ねると、気球やクラゲ、風

船、袋、軽いもの・・・と沢山出てきました。

「プールではコーチに水に浮かんでみようって

言われたから、水は浮かべるかも。」「風船は空

に浮かんでるってことか。」「でもお母さんが風

きついから風船ちゃんと持っとかな飛んで行く

って言ってたから風もじゃない？」と知ってい

る事を思い出す子ども達。「でも風って見えない

から見える方法考えよう。」と新たな課題が誕生

です。 

ゾンビ鬼ごっこ 

増え鬼ごっこのルー

ルで、鬼がゾンビにな

るゾンビ鬼ごっこを編

み出した鳩組さん。ル

ールがあると、上手く

いかない事もありま

す。その都度、納得する

方法を各々が伝え合

い、時には譲る事や気

持ちに折り合いをつけ

ながら進めています。

こちらが提案すれば早

い事もありますが、『考

える』経験をしていっ

てほしいです。 

お願いします 

ご不要のタオルや雑巾がありました

らお持ちください。 

持ち物に記載の名前が消えかけてい

ないか再度ご確認をお願い致します。 

 



 

 

 

 

 

 

  

 朝の冷たい風と澄んだ空気に冬の訪れを感じる今日この頃。今

年も残すところ一か月となりました。4 月からの進級時に比べる

と身体だけでなく心の成長もグッと感じています。 

先日のコーナー活動での一場面ですが、積み木遊びをしていた

数人の子ども達の中で、一人の子が立つ時にバランスを崩して作

っていたものに当たってしまいました。一生懸命作ったものを壊

されて喧嘩になってしまうのか？と息を呑んで見守っていると壊

されたことよりも「大丈夫？」とお友達のことを気遣う姿が。 

自分達の作ったものが壊れてしまったことよりも、相手のこと

を気遣う優しさに、私自身もはっとさせられた出来事でした。 

今月もそんな素敵な姿を大切に過ごしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

どれみふぁそらいろ 

空組クラス通信 担任 葛木裕子 

１２月号 

今月の主な遊び・活動 

・折り紙で切り開き遊びや繋ぎ模様を作って遊びます 

・貝の砂抜き等を実際に観察します 

 

 

 

保育参観ありがとうございました 

 先日はお忙しい中、保育参観にお越し頂きあ

りがとうございました。2 学期になり、子ども

達のお友達との関わりや心の成長も沢山感じ

て頂けたのではないかな。と思っています。 

参観後も、子ども達の『サーキットじゃんけ

ん』の遊びは大流行しています。先日は、年少

さんにも遊び方を教えてあげて一緒に遊ぶ姿

もみられ、自分達の力で遊びを決めて、進めて

いく姿が沢山みられ大きな成長を感じていま

す。 

ウミガメのくんちゃん 

参観でもお紹介したウミガメのくんちゃ

ん。くんちゃんが空組に遊びに来てからコー

ナー活動でもお友達の一員として遊ぶ姿がみ

られます。遊ぶ中で「くんちゃんの首ってな

んかぼつぼつしてる。」「ここにちっちゃいし

っぽある。」と、ウミガメの身体にも詳しくな

っていく子ども達。またお家から沢山お持ち

頂いた貝殻や珊瑚を使って海の面白さを観

察、実験して遊んでいます。 

お寿司屋さんにようこそ！！ 

 今、コーナー活動では海コーナーと一緒にお寿

司屋さんコーナーが大盛況です。 

画用紙や廃材を子ども達なりに工夫して、美味

しそうなお寿司を作ったり、紙帯を長く繋げてね

じりはちまきを作って気分はもうお寿司屋さん

の大将です。（笑） 

お店屋さん役、お客さん役と自分たちで配役を

決めて遊ぶ姿や「すみません、〇〇ください～。」 

と大人のような口調で話す 

子ども達の姿に、思わずくすっ 

と笑ってしまう毎日です。 

そーっとそーっと慎重に 

積み木など、積んだり並べて 

遊ぶことが大好きな空組さん。そこで大量の空きカ

ップを用意して並べたり、積んだりして遊んでみる

ことにしました。最初は空きカップが軽すぎるの

か、なかなかうまく積むことが出来ませんでしたが

そっと置くと高く積めることに気付いたり、少しず

らして置いてみたりと安定して置くことが出来た

りと、遊びの中で気付きを増やしていく姿がみられ

ました。今は、もっと高く積むには･･･。と毎日研

究する子ども達です。 

 

お願いします 

 引き続き貝殻など海に関わるものを集めて

います。宜しくお願い致します。 

 


