
 

 

 

 

 

 

  

 紅葉が美しい季節も過ぎ、澄んだ空気と共に本格的な冬が近づい

てきましたね。皆様、体調等お変わりありませんか。 

クラスでも咳や鼻水などの風邪症状が続いている子もいます。欠

席者がいないと「今日は全員来てるね！」と思わず嬉しそうな声が

聞こえてきます。こまめに手洗いをしたり、基本的な予防をしっか

りとして、健康に過ごしていけたらと思います。今月も宜しくお願

いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

うさぎくらぶ 

うさぎ組クラス通信 担任 柴田沙耶      

１２月号 

今月の主な遊び・活動 

・お話に合わせて音の聞き分けをしてみたり、他クラスの先生や

お友達と一緒に音楽を楽しみます。 

・体育遊びでは、サーキットの中で鉄棒やマット運動での前回り

に挑戦します。 

 

 

楽器さんの音を聴いてみよう♪ 

最近の楽器遊びでは、みんなで同じ楽器を演

奏するだけではなく、これまでに遊んできた

鈴、タンバリン、カスタネット、トライアング

ルの数種類の楽器を同じ空間で使い、一つの曲

の中で演奏するパートを分けて楽しんだりも

しています。 

もちろんみんなで演奏するのも良いですが、

カスタさん！タンバさん！と呼びながら、それ

ぞれの音に耳を傾け『聴く面白さ』も音楽遊び

の中で感じていってもらえたらなと思ってい

ます。 

「いーれーてー！」～「いーいーよー！」 

 ある日のコーナー活動の時間、「先生～、○○ちゃん

が意地悪言ってきた。」と声を掛けてきました。様子を

見ている限りトラブルも起こっていなかったはず…と

思いながら「どんなことを言われたの？」と詳しく聞

いてみました。すると返ってきたのは、「貸してって言

ったのに、待ってって言われたの。」ということでした。 

いいよ！とお返事が返ってくると思ったのに、予想

外のお返事で困ってしまったのでしょうね。最近の子

ども達は、色々と自分の思いを主張するようになって

きていますし、中々一筋縄ではいかないことも多くな

っています。その中での折り合いのつけ方を練習中で

す。 

イメージする力 

会話の時間によくお空の話をしているうさ

ぎ組さんですが、なんせ離れたよく知らない

世界のことなので、何かと空想のお話になり

がちです。子どもたちと話をしていて、どれ

くらいそのイメージを共有しながら話が出来

るかなと心配になることもあったのですが、

最近はすごく盛り上がりも感じられます。 

絵本を用いたりもしながら、言葉のやり取

りで子どもなりのイメージが広がっているこ

とにすごく大きな成長が感じます。 

初めての参観日 

11月は、保育参観にお越しいただ

きありがとうございました。少し緊

張したり、いつもと違う表情を見せ

ている子もいましたが、園で過ごす

子どもたちの姿を見てもらえて良か

ったな思いました。また、連絡帳等

で感想を教えてくださったのも嬉し

かったです。ありがとうございまし

た！今後も子どもたちの面白いと感

じるポイントをしっかりと見つけて

一緒に保育を楽しみたいです♪ 

 

お願いします 

いつも素材集めにご協力ありが

とうございます。引き続きよろし

くお願いします！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・じゃまじゃまマンではグループごとに順番に 

鬼役になり、駆け引きを楽しみます。 

・サーキット遊びでは前回りや鉄棒に挑戦します。 

・絵の具で色混ぜをして色作りを楽しみます。 

 

 

      初めての保育参観 

先日はお忙しい中、保育参観にお越しいただきあ

りがとうございました。朝の会から見ていただきま

したが、子ども達は普段より緊張している様でした

が、徐々にリラックスして粘土遊びを楽しんでくれ

ていました。参観が終わっても、「あの粘土した

い！」と粘土が売り切れるまで遊び込んでいまし

た。色と色を混ぜてもみ込んで行くと、「オレンジに

なった。」「次は赤をちょっとだけにしてみよ。」等、

自分で量を調整しながら遊んでいたり、友達と見せ

合いながら、「それ何色混ぜたん？」とやりとりして

また試してみたりと、成長を感じた瞬間でした。 

ありがとうの気持ち 

参観の実践発表でもお話させていただいた稲の脱穀

についてですが。お鍋でお米を炊いて食べてから、給

食時に食缶に入ったお米を見ては、「お米作るの大変

やったなぁ。」「このお米はお給食室さんがお鍋で頑張

って炊いてくれたんかな。」と作ってくれた人達のこ

とも考えられるようになり、食べ物への感謝の気持ち

も子ども達からよく聞くようになりました。 

普段当たり前に言っている「いただきます」「ごち

そうさま」等、言葉の意味なども伝えると、誰も見て

いなくても自然と「ごちそうさまでした。」と言って

いたり、素敵な場面をみると、心がほっこりします。 

皆で鳴らすと楽しいね♪ 

音楽会に向けて、朝の会などで鈴、タンバリン、

カスタネット、トライアングルでお返事をしたり、

ピアノの音に合わせて皆で楽器遊びを取り入れてい

ます。朝のコーナーでも楽器を使えるよう置いてい

ると、使いたい子達が自然に椅子を持って集まり、

「先生曲流して～♪」と曲に合わせてリズム打ちを

楽しむ姿が見られます。ただ音を鳴らすだけでな

く、音の大小も意識したり、綺麗な音にするにはど

うすればいいのか、何度も試しながら気付くことも

あり、ますます音楽会が楽しみになりました。 

 

じゃまじゃまマン！ 

体育遊びで、皆でかけっこをしていると、水た

まりに見立てた青色のマットにはまってしまった

國田先生。すると、皆の行く手を阻むじゃまじゃ

まマンに変身してしまったのです。 

関所くぐりという、鬼ごっこの導入遊びで、マ

ットの上で左右に動くじゃまじゃまマンに捕まら

ないように間をすり抜けて走り抜けるのですが、

鬼の動きをよく見ながら駆け引きを楽しみながら

繰り返し遊んでいます。 

ルールのある遊びの面白さを感じられるよう、

少しずつ経験しながら遊びを展開していきたいと

思います。 

お願いします 

・引き続きご不要な雑巾やタオル、白い布の端切れや

ボタン、空き箱などお持ち頂けると嬉しいです。 

 

 

 あっという間に２学期も今月で終わりとなりました。時の流れは本当

に早いですね。いつの間にかできるようになっていることが沢山あった

り、子ども達の成長を見逃さないように毎日大切に過ごしていきたいと

思います。最近は金曜日の帰り、「２回お休みだからね。」と伝えると、

「幼稚園休みやったら〇〇ちゃんと遊ばれへんから嫌やなぁ。」「明日も

行きたかったのに。」という言葉をよく耳にします。それほど大好きな

友達が見つかり、かけがえのない時間を毎日過ごしてくれているんだな

と、改めて友達の存在の大きさを感じ嬉しく思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひよっこ便り 

ひよこ組クラス通信 

担任：高柴 菜都乃      

１２月号 



 

 

 

  

 吹く風がすっかり冷たくなり、冬の訪れを感じる今日この頃。保護者の皆

様、体調などお変わりありませんでしょうか。先月は参観にお越し下さりあ

りがとうございました。幼稚園生活の一部ではありますが、普段ののびのび

と遊ぶ姿をご覧いただけたのではないでしょうか。何の素材を使いたいのか

考え、必要な材料を必要な分だけ取りにいき、自分なりに試行錯誤しながら

遊ぶ姿に感動していました。このように考えている時間が子ども達にとって

学びや発見、気づきになっていれば幸いです☺ 

今月は初めての音楽会もありますね。子ども達が毎日楽しいと思えるよう

努めて参りたいと思っております。どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アヒルのお話 

アヒル組クラス通信 

担任 長谷川衣里 

１２月号 

今月の主な遊び・活動 

・音楽活動では、色々な音を聴き分けながら 

イメージを広げて遊びます。 

・ハサミを使って回し切りに挑戦します。 

 

 

 

ミニ発表会 

もうすぐ音楽会ですね♪子ども達は、初めて楽器に触

れて遊んでみたり、リトミックの音楽活動等を通して

色々なリズム遊びや斉唱を楽しんでいます。そこで身近

に音楽に触れる機会を増やすため、またいつもとは違う

緊張感やワクワク感を味わってもらうため、朝の会でお

客さんに見てもらう機会を作ったりしています。 

お客さん役、演奏役を交互に体験し、前で見てもらう

楽しさを味わっているようです。「お客さんに見てもら

えて嬉しい！」「次は違う楽器でやりたい！」などなど

頼もしい声が沢山聞こえてきました。そんな子ども達の

音楽会本番の姿も楽しみにしてあげてください☺ 

 

 

栗さんとおさんぽ 

参観でもご覧いただきました栗さんの活動。まだまだ子どもたちの興味は止まりません☺ 

そこで新しいコーナーを作ってみました。栗やどんぐりの形の紙に好きな顔をお絵描きし、

ペープサートとして自由に遊べるコーナーです。「どんなお話をしているの？」と聞くと、

「これはママと弟が歩いてる。」と教えてくれたお友達がいました。これまでは丸を描いて

表現していた子も、いつの間にか目、鼻、口、手足と、工夫して描く姿に成長を感じる毎日

です。また、あるお友達がペープサートを動かしながら遊んでいるところを覗いてみると、

「この子のお名前はな、まりなちゃん。」と話しており、なぜまりなちゃんなのかはわかり

ませんが、とても楽しそうなやり取りに見とれていました(笑)子ども達なりにイメージを広

げながら遊んでいるところを見ると、遊びに熱中できているのだと感じ、嬉しくなります☺ 

 

 

お外遊びで… 

紅葉が色付く季節となり、園庭には綺麗

な落ち葉が沢山落ちています。ある日のお

外遊びで、何人かのお友達が葉っぱ集めを

していました。すると気が付けばいつの間

にか並べっこ集めに！夢中になって葉っぱ

を並べ、「これは小さいから赤ちゃんで、こ

れはお母さん。」等とおしゃべりしながら遊

ぶ姿にほっこりしました。持ち帰った色々

な自然物を並べっこして顔に見立てたり、

おままごとでお料理をして遊んでいるとこ

ろです♪ 

お願いします 

いつも素材集めにご協力いただきありがとうございます。

今月も引き続き空き箱などの廃材があればご提供いただき

たいです。また、不要なガチャガチャの容器・毛糸を募集

したいと思います。宜しくお願いいたします。 

 



今月の主な遊び・活動 

・じゃまじゃまマンでは、グループごとに鬼に 

なり、駆け引きを楽しみます。 

・様々な楽器を使い、みんなで演奏することを 

楽しみます。 

 

  

 

 

 

１学期に育てていたアサガオが枯れてしまったのですが、よく見てみ

ると小さな実を発見した子ども達。割ってみせると、中から種が…。「こ

れは赤ちゃんなんだよ。」と、伝えると、大切そうに触ってみる子や、枯

れたアサガオのツルをじっと見つめて、「ここにも赤ちゃんいるよ！」

と、嬉しそうに教えてくれる子もいました。その出会いから子ども達の

新しい興味が広がっていった１１月。早いもので今年も後１か月です

が、この芽吹いた子ども達の気持ちを大切にしながら過ごしていきたい

と思います。また、先日は参観にお越し頂き、ありがとうございました。

子ども達の表情や子ども達がどの様に遊びを楽しんでいるのか、実際に

見て頂けたことを嬉しく思います。 

 

 

 

 

 

パンダ組クラス通信 

担任 上野 絢子 

１２月号 

 

○○の赤ちゃん？ 

アサガオの赤ちゃんを見つけた子ども達は、園庭の木々

に小さな実が付いていることに気づき、「これは何？」、

「何の赤ちゃん？」と興味を持ち始めました。偶然通りか

かった園長先生に、モチノキやザクロ、どんぐりの木の名

前を教えてもらい、「沢山赤ちゃんが出来てるね。」と園長

先生がお話しすると、もっと知りたい、もっと聞きたいと

いう思いがあふれ出し、たくさんの質問をしていました。 

また、ミカンやザクロを食べたい気持ちでいっぱいにな

った子ども達に、どうやって採ろうかと聞いてみると、

「ドレミの階段は！？」と、名案が浮かんだ！という表情

で教えてくれた子ども達(^^)リトミック遊びの中で、ピア

ノの音に合わせて、「ド・レ・ミ…♪」と梯子を登ってい

く動きをして遊んでいる子ども達はザクロやミカンを採る

方法を考える中で、身近な遊びを思い出したようです。

「これで登れるよ！」と、目をキラキラさせながらやって

みせる子ども達。子ども達の純粋な思いに、思わず笑みが

こぼれました♪                        

大好きなじゃまじゃまマン！ 

子ども達が大好きな遊び、じゃまじゃま

マン。関所くぐりという鬼ごっこの導入遊

びで、マットの上を横に行ったり来たりす

るじゃまじゃまマン(鬼)にタッチされないよ

うに走り抜ける遊びです！ 

子ども達は、「きゃー！」と声を出しなが

ら元気いっぱいに遊んでいます。何度も繰

り返しながらルールを少しずつ理解してい

き、「ルールを守って遊ぶのって楽しい

な！」、そんな風に思ってもらえるように遊

びを展開していきたいと思います。 

なんで色が変わるんだろう？ 

木々に実った小さな赤ちゃんに興味を

持つ中で、「前は小さな赤ちゃんいなかっ

たのにね。」、「そういえば、葉っぱの色も

前は緑だったのに、今は違う色だね。」と

問いかけてみると、「前はミカンも緑色や

ったけど、今はオレンジ色。」という子ど

も達の中で気づきもあり、「なんで色が変

わるんだろう？」と聞いてみました。 

すると、「緑色のミカンは葉っぱを食べ

たんちゃう？」、「オレンジ色になったの

は、お日様を食べたから！」、「赤い葉っ

ぱは赤いジュース飲んだんかな？」と、

何とも素敵な言葉が飛び出して、聞いて

いるこちらもワクワクしっぱなしです！ 

この豊かな子ども達の考えを、どう遊

びに繋げていこうか、これからも子ども

達の言葉に耳を傾け続けていきたいです

(^^) 

ばけばけ葉っぱ 

秋の日差しを浴び、赤や黄色、様々な色に色づいた葉

っぱ。子ども達は、この葉っぱ達を「ばけばけ葉っぱ」

と呼んで愛着を持っています。最近では、ライトテーブ

ルの上に並べて形を作ったり、葉っ 

ぱにシールを貼り、ばけばけ葉っぱ 

の顔を作って、遊んでいます♪ 

ぱんだ 

KOPANDA 



 

 

 

 

   

 

  

 

   

こあらスマイル 

 いよいよ今年も残りわずがとなりました。寒さも少しずつ厳

しくなり、冬の訪れを感じる季節となりましたが、皆様お変わ

りなくお過ごしでしょうか。先日は、参観日にお越し下さりあ

りがとうございました。保護者の皆様が来てくれるということ

で、子ども達もとても喜んでいました。また、クラスの今までの

取り組みをお話させて頂き、皆様とコアラ組の思いを共有でき

た事が、とても嬉しかったです。今後も、子ども達の思いを大切

にしながら取り組んでまいりたいと思っていますので、どうぞ

宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

コアラ組クラス通信 

担任 中井 奈津実     

今月の主な遊び・活動 

・落ち葉などの自然物を使って遊びます。 

・歌ったり、楽器を演奏したりすることを楽しみます。 

・ 

 

遠足 楽しかったね 

年少さんで初めての遠足！「着いたら何す

るん？」「おにぎりいっぱい持ってきたで。」

など、大泉緑地に着くまでの園バスの中か

ら、ワクワクでいっぱいの子ども達♪到着し

て集合写真を撮った後は、綺麗な色のスカー

フを持って風を感じながら走ったり、秋の自

然を楽しんだりしました。そして、子ども達

が楽しみしていた、ランチタイム！みんなと

お外で食べるおにぎりは、いつも以上に美味

しく感じられました。「ママにおいしかった

っていうわ～。」と嬉しい声も聞こえてきま

したよ。最後はみんなでパラバルーンにも挑

戦しました。「楽しかったね。」「また遠足行き

たいな～。」と、帰りのバスの 

中でも笑顔いっぱいのコアラ組 

さんでした。 

Welcome ザイオン君 

１日だけだったのですが、オーストラリアから来た

『ザイオン君』という、男の子が遊びに来てくれました。

（木の実幼稚園 OG の先生の息子さんです。）前日に、

コアラ組に来ることを伝えていたのですが、初めて会う

と、お互いに緊張して固まってしまいました。でも、「一

緒に遊ぼう。」と、声を掛け合いすぐに仲良しに♪ザイオ

ン君も日本語は話せるので、一緒に《犬のおまわりさん》

を歌ったり、質問タイムをしたり、楽しい時間を過ごす

ことが出来ました。 

「また、日本に来る時は、遊 

ぼうね。」と約束してお別れ 

しました。 

楽器さんと遊ぼう 

鈴・タンバリン・カスタネット・トライアングルな

どの楽器を使って遊んでいます。それぞれ、違う音が

するので「これは、シャンシャンの音がする。」「これ

はバンバンの音や。」など、音探しのプロになってい

るコアラ組さんは、音を鳴らすだけでなく、言葉で表

現する事も楽しんでいました。 

また、音楽会に向けても少しずつ取り組んでいるの

ですが、自分の立ち位置があったり、舞台の上で演奏

したり、運動会とはまた違う雰囲気になります。でも

練習して教え込む…ではなく、遊びの延長で楽しみな

がら当日を迎えられるようにしたいと思っています。

音楽会を楽しみにしていてくださいね。 

みかん！いただきまーす♪ 

お外遊びをしていると、年長組さんが

みかん狩りをしていました。「コアラ組さ

んの分もよろしくね。」と年長組さんに伝

えると「いっぱい採ってくるわ！」と頼も

しい返事が返ってきました。そして、次の

日お給食の時間。みんなで美味しく食べ

ることができました。子ども達念願のみ

かん！とても美味しかったです。 

お礼とお願い 

・リュックに入っている着替えも、夏用から冬用に

（長袖等）衣替えをお願いします。 

・素材のご協力も、引き続きお願いいたします。 

 

 １２月号 



 

  
 今年も残り一カ月となりました。皆様にとってはどのような一年でし

たでしょうか。先日は、参観にお越しいただき、ありがとうございまし

た。少しいつもと違う様子に泣いてしまうお友達もいましたが、初めて

の参観で沢山のドキドキの気持ちを持ちながらも、先生の話を聞いた

り、普段通り活動をする姿に、４月からの成長を感じました。保護者の

皆様に見てもらおうと、張り切るお友達もいましたが、その場にいた全

員が、本当に頑張ってくれていたと思います。 

面白い事が大好きで、たまに先生を変顔で笑わそうとする(笑)、愉快

なひばり組さんとのこれからが楽しみですね！今年もあとわずかです

が、どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

ゆかいな 
ひばりーズ！ 

ひばり組クラス通信 

担任 山岡桜子       

１２月号 

 

今月の主な遊び・活動 

・イメージを広げながら、様々な音の聴き分けを 

します。 

・リズム遊びをしたり、皆で一緒に歌ったりして

楽器遊びを楽しみます。 

 

 

にんにんの帽子のその後・・・ 

参観で『にんにんの帽子』を作ったみんな、お部屋に帰ってにんにんのぬいぐるみに被せてあげまし

た。順番にそれぞれの帽子を被せている途中に、「どう？似合ってる？」と私がにんにんになりきって言

ってみると、「似合ってんで！」「かっこいいで！」と目をキラキラさせながら、伝えていました。また、

「にんにんが、帽子を作ってくれて喜んでいるよ。」と伝えると、 

嬉しそうに自分の帽子を被ったにんにんを見つめる姿が見られ 

ました。子ども達それぞれの折り方、貼り方で作ったオリジナル 

の帽子で皆も、にんにんも、ほっこりな１日でした。 

色んな跡がついて面白いね！ 

先月、足湯をして遊んだ時の事です。水のついた足でウッ

ドデッキを歩いてみると…なんと『足跡』が付きました。子

ども達は大興奮で「足跡付いた～‼」と繰り返し沢山の跡を

付けて、遊ぶ姿が見られました。そこで、ウッドデッキだけ

でなく、他の場所でも試してみる事に。お部屋の中、廊下、

芝生…色々な場所を試しましたが、なかなか足跡は付きま

せん。子ども達に「なぜ付かないのか？」尋ねると、「水が

付いてないから。」との答えが。 

では、水を付けて遊んでみようと、砂のある園庭に行っ

て、足を水で濡らしてやってみることにしました。しかし、

砂にはなかなか足跡が付きません。残念がっていると、ある

お友達が「ここやったら付く！」とコンクリートの場所を発

見‼そこから、足跡を付けたり、手形を付けたり、沢山の遊

び方を見つけて遊んでいました。子ども達がそれぞれに発

見したり、不思議な気持ちをを深められた活動でした。 

素敵な色の温泉♪ 

 動物たちの温泉作りの中で、「色んな色

の温泉に、動物たちを入れたら、色んな色

の動物になる！」との言葉が出てくるよう

になりました。その少し前に『入浴剤』の

話もしていたので、皆で入浴剤を使って、

色のある温泉を作ってみました。 

入浴剤がどんどん溶けて色鮮やかにな

っていくのを見て、「めっちゃきれいなピ

ンクになってきたで。」「こっちは緑やで。」

とワクワクしながら、観察していました。

また、入浴剤の匂いの違いに気づく子も。 

 そこから早速、動物（フィギュア）を出

来た温泉に入れてみて、色が変わるか実験

中です。さて、色は変わるのか…？ 

お願いします 

いつもありがとうございます。 

ご不要なカップや空き箱などござ

いましたら、持ってきてくださると

嬉しいです。 


