
 

  
 あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたしま

す。冬休みはいかがお過ごしでしたか？二学期が終わる終業式の日、ク

リスマスやお正月が楽しみだと子ども達はワクワクしていました。 

どんな楽しい時間を過ごしたのか、皆から話を聞くのが今から楽しみ

でなりません。 

 さて、いよいよ今年は卒園と小学校入学という大きなイベントがやっ

てくる大切な年です。残り短い幼稚園での生活が、心に残るような特別

な時間になるように、精一杯頑張ります。よろしくお願いいたします。 

 

ひかりっこ便り 

光組クラス通信 

担任 田中祐太      

１月号 

今月の主な遊び・活動 

・じゃんけん鬼ごっこをきっかけに新しい遊びを楽しみます。 

自分の役割やチームワークを意識してみます。 

・様々な素材を使って、自分の中のイメージを表現することを楽

しみます。 

 

 

音楽会、ありがとうございました。 

 幼稚園最後の音楽会、いかがでしたか？子ども達は充

実感でいっぱいだったようで、最初のプログラムが終わ

ってすぐ「ふぅ、たのしかったぁ！」と満面の笑みで教え

てくれました。音楽にはどうしても得意、不得意が生まれ

てしまいますが、たとえ苦手なことでも「楽しかった」と

思えることは素敵なことだなと思います。きっと本番ま

での友達や先生との音楽を通した関わりの中で、その子

なりの楽しさを感じられたからこその言葉なのだと思う

と、音楽ってすごいなと改めて思います。「楽しい」や「好

き」と思えることは何よりも大切です。「苦手なことだけ

どなんか好き」も大切にしてほしいなと思います。 

絵本を使って映画をつくろう！ 

 今までわちゃわちゃと遊ぶ様子を動画にとっ

て遊んでいた子ども達でしたが、最近は絵本を使

って、物語を再現して楽しんでいます。セリフを

覚えたり衣装を作ったりと、「見てもらう」という

ことを少しずつ意識しているのかな？と思いま

す。次はどの絵本にしようかなと友達と相談しあ

うようにもなり、遊び方が少しずつ変化してきま

した。子どもなりの工夫やこだわりがもっと見え

てくると面白いなぁと思います。さて、三学期は

どんなお話を楽しむのでしょうか＾＾ 

バイキング、楽しかったです！ 

とにかく好きなものを好きなだけ食べ

て楽しみました。いつも以上の量の料理

をお皿に乗せる子も多く、見ているこち

らが心配になるほどでしたが、みんなぺ

ろりと平らげてしまいました！！（おな

かを抑えて「食べすぎて苦しい…。」と言

う子はいましたが(笑)）普段あまり関わり

のない B グループの友達との会話も楽し

んでいるようでしたし、特別な時間を思

い思いに楽しんでいる様子で、僕たち教

員も終始笑顔で過ごした時間でした。 

焚火をしてみよう！ 

 音楽会で歌った焚火について話したことがあり

ました。「焚火って、知ってるけどよくわからん。」

「やったらあかんやつ。」等々印象は様々なようで

した。確かに日常で焚火をすることって、今はあま

りないですよね。ということで、幼稚園でやってみ

ました！以前から集めていた枯れ葉が大量にあっ

たので、それらをすべて投入しました。「くさい。」

「煙すごい。」といったように、キャンプで見た炎と

の違いを楽しみながら、焚火にあたり暖をとった子

ども達。皆で「たきび」も歌って、楽しそうでした。 

お願いします 

 持ち物の名前が消えかかってい

るものがいくつか見られます。一度

確認し、消えかかっているものがな

いかチェックしてみてください。 



 

 

  

 新年明けましておめでとうございます。冬休みはいかがお過ごしでしたか？久し

ぶりに会った子ども達がまた少し大きくなっていたように感じました。今年もどう

ぞよろしくお願いいたします。今日から 3 学期がスタートし、早いもので幼稚園で

過ごすのも残り 3 ヶ月になり、私自身寂しさを感じております。年長組になった 4

月から色々な事を経験しながら発見したり、お友達と考えたり、チャレンジしたり

と子ども達は自分達で学ぶ力が育ち、心も身体もぐんと成長しました。 

3 学期も引き続き保護者の方と子ども達の成長を一緒に見守っていきたいと思っ

ております。子ども達の育つ力に寄り添い、心に残る充実した日々を過ごせるよう

努めてまいります。今月もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・民俗博物館に遠足に行きます。 

・宝石のような鉱石作りを楽しみます。 

・跳び箱に挑戦します。 

 

 

素敵な音楽会 

先月は音楽会にお越しいただきありがとうございました。ピアニーや

太鼓の演奏では、リズムに合わせる事や、お友達と音を合わせる事が難し

かったと思います。しかしコーナー活動中に練習する姿や、お友達と教え

合う姿があり、みんなの気持ちが徐々に音楽会に向いていました。 

音がビシッと揃った時、「めっちゃかっこいい。」と自分達で自画自賛

し、それが自信へと繋がっているようでした。音楽会当日は、堂々と歌う

姿、指揮を見て真剣に演奏する姿に感動したと同時に、子ども達の成長に

涙が溢れそうでした。斉唱、演奏は子ども達の気持ちが揃っていて本当に

素敵でしたね。音楽会を終えた子ども達はお家の人に褒めてもらった！

という事がとても嬉しかったようです。今回の経験が自分の自信に繋が

り、次へのパワーになっていることと思います。 

音楽会が終わってからも『はじめてのきもち』を「歌いたい！」と振り

付けを自分達で考えて、毎日歌っています。みんなにとって大好きなお歌

が１つ増えました♩ 

 
石の実験 

先月は小人のお家を石や木等を使って作りました

が、その時に使っていた石を見て数人の子ども達が

「先生！これ描ける石やで。」と教えてくれました。

「書ける石ってどういう事？」「普通の石とは違う

の？」と問いかけてみると、「道路とかに描けるね

ん！」「普通の石よりめっちゃ軽いねん。」とイキイキ

とした表情でお話をしてくれました。 

他にも描ける石があるのか話し合うと、デイキャン

プでも使った炭も書けるという意見が出ました。早

速、石や炭で地面に描けるのか試してみることにしま

した。石によって濃さが違ったり、描けない石があっ

たりで身近にある石や炭で新たな発見を楽しんでい

ました。 

 

影鬼ごっこ 

「自分の影が小さくなって小人に

なった！」と子ども達の発見から、

影にも興味や関心を持っています。

そんな中、鬼が逃げている子の影を

踏む「影踏み遊び」をして遊ぶこと

が多くなりました。「太陽が雲に隠れ

たら逃げている人はラッキータイム

やな！」「太陽さーん出てきて！」「建

物の影に行ったらバリア場な。」等

と、天候によってルールが変わると

ころも楽しんでいます。 

 

 

気持ちの色 

音楽会のオリジナルソングのテーマ『はじめて

のきもち』から、気持ちについての会話が広がり

ました。そこで、気持ちを色で表現して遊びまし

た。赤、青、黄、緑、白、黒の絵の具を混ぜ合わ

せ、出来た色を見てその色はどんな気持ちの色か

を考えてみました。色を混ぜ合わせると、見た事

も無いような不思議な色や面白い色が出来、子ど

も達は大興奮！色と色の組み合わせを楽しみな

がら、沢山の色が出来ました。「これはドキドキの

気持ち。」「しんどいお熱の時の気持ち。」「ちょっ

と好きな気持ち。」等、色を見て感じた気持ちを言

葉で表現して遊びました。 

 お願いします 

空き箱やカップ、ロール芯をお持ち頂ける

と嬉しいです。 

 

希望の松の木 

1 月号 

  松組クラス通信 

担任：河谷茶々 

 



 

 

  

 新年明けましておめでとうございます。冬休みはいかがお過ご

しでしたか？年が明け、いよいよ幼稚園生活も残すところあと３

ヶ月となりました。あっという間に過ぎてゆきそうな日々ですが、

幼稚園で、お友達や先生とやりたいことをめいっぱい楽しみ、子

ども達にとって、１日１日が学びや喜びで満ちた日々になればと

思います。まだまだ厳しい寒さが続きますが、元気いっぱいに！

今月もどうぞよろしくお願いいたします(^^) 

 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・ミュージアム遠足から、世界の民族衣装や楽器、

日本の伝統的な文化などにも、興味をさらに広

げていきたいと思います。 

・チームに分かれ、新しい鬼ごっこに挑戦します。 

 

 

音楽会ありがとうございました！ 

先月は、音楽会にお越しいただきありがとうござ

いました。当日の演奏は、今までの練習よりも一段

と音や気持ちが揃っていました。子ども達は幕が開

くまで、リラックスムードでしたが(笑)、いざ演奏

が始まると、真剣モードに！特に、鼓隊の時のみん

なの指揮を見る真剣な眼差しには、私も鳥肌が立ち

ました。幕が下りた後の子ども達は、やりきった

～！と言わんばかりのホッとした表情でした(^^) 

一生懸命練習した成果をすべて出しっ切った子ど

も達。全プログラムが はなまる でした！ 

葉っぱからお茶ができるかな？ 

園庭やデイキャンプで見つけた落ち葉。ふと、

「水に入れて沸騰したらどうなるんやろ？」「お

茶みたいになるんかな？」と疑問が。さっそく実

験！赤い葉っぱでやってみることになり、今回は

お湯の中に浸けてみました。１０分も経たないう

ちに色が出て、「お茶みたいになった！」「なんか

匂いする！」「ほうじ茶っぽい！」「たぶん緑の葉

っぱでやったら抹茶になるで！」と色んな気付き

や次の仮説が生まれました。更に実験したり、実

際に色んな種類のお茶の匂いや味にも 

興味を広げていきたいと思います。 

ブロッコリーを寒さから守ろう！ 

 寒さも本格的になったある日、「５度より寒く

なったら、ブロッコリー大きくなるの止まるみ

たい…。」と、子ども達に伝えました。すると、

「外よりお部屋のほうがあったかいかな？」「廊

下のほうが太陽当たるで！」「ビニール被せて風

から守るのは？」と、たくさん意見が出てきま

した。みんなで、お部屋と廊下のどちらが暖か

いか、床や壁を手で触って確認し、廊下に植木

鉢を運ぶことにしました。 

そして、さらに、「土の中にカイロ入れたら、

もっとあったかくなるんちゃう？」という意見

が出ました！さっそく用意してみると、貼るカ

イロは植木鉢の側面に、貼らないカイロは茎の

近くの土の上に置くことになりました。大人に

は考えつかない発案でしたが、「ブロッコリーの

ために！」という気持ちが大いに感じられほっ

こりしました(^^)笑 
音楽会コーナー♬ 

 音楽会の数日前から、お部屋の楽器コーナーに

あった手作り楽器を使って、子ども達だけで『天国

と地獄』を演奏していました。「ドン カ ドン カ

…」と覚えたリズムに合わせて賑やかな声と音が

聞こえました。また、楽器コーナーにステージと幕

を付け、『音楽会コーナー』に変身してみると、「僕

大太鼓にしよ～！」「次は、歌えバンバンやろっか

♪」「幕開けまーす！」とミニ音楽会が始まりまし

た(^^)始めは先生に指揮を頼んでいましたが、いつ

の間にか子ども達の中からミニ指揮者が現れ、「レ

ディーセット！！」から忠実に再現しながら、音楽

会後も引き続き音楽を楽しんでいます♬ 

いつもありがとうございます 

不要な５００ミリ以下のペットボトルがあれば、ご協力

よろしくお願いいたします。 

 

ぽかぽか梅っこ日和 

１月号 

 梅組クラス通信 

担任：髙石晴香 



 

  
 新年あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願い

いたします。あっという間に３学期を迎え、友だちと他愛のない会話で

笑いあったり、けんかをしたり、真剣に考えたり、日常の中でいろんな

出来事がありますが、桜組で過ごすことができるのも３ヵ月となりまし

た。小学校に向けての準備も意識しながら、子ども達が期待をもって過

ごせるようにサポートしていきたいと思っております。 

また、子ども達の思いや気づきを大切に、おもしろい！楽しい！をた

くさん感じられる日々を作っていけるように過ごしていきます。 

桜 の みち 

 
桜組クラス通信 

担任 久保果穂       

１月号 

今月の主な遊び・活動 

・クレヨンを削って遊んでみます。 

・数字を使って文字遊びを楽しみます。 

・ミュージアム遠足から、世界への関心を広げていきます。 

 

 

音楽会♪～お友達がいるから頑張れる！～ 

音楽会当日は、子ども達の一生懸命やりきる姿が輝

いており、感動の気持ちでいっぱいになりました。子

ども達に終わってから聞いたお話の中では、「鼓隊の始

まる前、めっちゃ緊張しててん…けど、○○ちゃんと

目が合って楽しくなってきてん！！」と、一緒に取り

組んでいる友達の存在がパワーになっていることも感

じとれました。ひとつまた自信がついた表情で溢れて

いる様子が見られます。今後の生活の中でも、気持ち

を合わせるっていいな♪と思えることもいっぱい体感

していってほしいなと願っています。 

ブロッコリーの赤ちゃんを守ってあげよう！ 

赤ちゃんブロッコリーが見えてきて喜んでいま

したが、日に日に寒くなってきていることから、育

つためにあったかい所を考えていました。すると

「火がついているところ」「ベッド」「太陽」「お部屋

の中」「影がないところ」「こたつ」「サウナ」と挙が

ってきました。そこで、みんなができることも考え

ながら、お部屋の周りであったかいところ探しをし

ました。廊下で日差しの暖かさを体感し、その場所

に避難してあげることに決定しました！それ以降、

もりもりと成長してきています♪ 

できたブロッコリーをどうしようか、またみんな

で相談していきたいと思います。 

「元気でね～！」 

あおむしちゃんが何を食べるか、色々な葉っぱ、

野菜で試して観察していましたが。なかなか育た

ず、「何でだろう？」と考えていましたが「やっぱ

りこの葉っぱが好きなんちゃう？」とブロッコリー

の葉っぱを食べさせてあげることになりました。 

その結果、見事サナギになり、しばらく静かに置

いていると、１２月の寒い時期ですが、２匹の蝶に

会うことができました！しばらくして、お外に放し

てあげることになり、飛ぶタイミングを伺っている

かのようにじっとしている蝶に自然と「頑張れ

～！」と声を掛けてあげていた桜組さん。優しい子

どもたちの姿にほっこり微笑ましくなりした。 

お願いします 

・毛糸や、不要なＣＤ、DVD－ROMが

あれば素材としてお持ちください。 

・持ち物の名前が消えているものがあり

ますのでご記入をお願い致します。 

ちょっとずつちょっとずつ 

 ２学期は、いろんな場面で、グループ活動や全

体活動を通して、協力しながら様々な経験してき

ました。自分の思いが強くなり、気持ちの切り替

えが難しくなってしまうこと、ぶつかり合うこと

もまだまだありますが、相手の良いところにも気

づき、伝え合える関係にもなってきています。相

手の思いを受け入れながら自分の気持ちを上手

にコントロールできるようになっていってほし

いと願っています。これからは自分たちで解決し

ていけるよう一歩下がって子どもたちの成長を

見守り、導いていきたいと思います。 



 

 

  

 新年あけましておめでとうございます。皆様、冬休みはいかがお過ごし

でしたか。先月は音楽会に懇談会にありがとうございました。懇談会では、

保護者の皆様と直接お顔を合わせてお話しができて、私自身とても嬉しか

ったです。お話をしていると、もうみんなは小学生になるんだなあ。と実

感が湧いてきて、少し寂しい気持ちにもなりました。早いものでもう３学

期がスタートしますが、小学校に向けてのサポートとともに、子ども達が

やりたい遊びをまだまだ目一杯楽しめるよう、努め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。寒さが厳しいので、皆様も体

調には気を付けて下さいね。 

 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・引き続き複雑なルールのある 

鬼ごっこに挑戦します。 

・ミュージアム遠足から世界の国のことに話を広げ、遊びに

繋げていけたらと思っています。 

 

オリジナルソングの裏側 

 今年のオリジナルソングは「はじめてのきもち」と

いう歌でした。椿組でも初めてってどんな気持ち？

初めてっていいこと？というような会話をしていた

のですが、初めてのことは“不安”という気持ちが出

てきました。「それってどういうこと？」と聞くと、

「不安っていうのは後ろをむいちゃう感じで、誰か

にくっつきたくなることやねん。」という話が出てき

ました。自分の経験から考えたことを限りある言葉

でこんな風に伝えられるなんて…。と、こんな会話か

ら歌詞が作られました。 

あの種は人参だった！ 

 ７月から育てていた野菜を、先月試しに一本抜

いてみると、立派な人参になっていました。 

どうやって美味しく食べようか、と少しだけ話

をして冬休みに入ってしまったのですが、話す中

で、「何本あるか、数えたらいいんちゃう。」との

声があったのでざっと一緒に数えてみると、なん

と６０本もありました！（笑） 

また冬休み明けに 

引き続き、お話しをし 

ていこうと思います。 

お待ちかねのバイキング♪ 

 先月、みんなが「あと何回寝たら？」と、

ずっと楽しみにしていたバイキング給食が

ありました。みんなが作ったクリスマスの

飾りが会場を華やかにして、楽しい雰囲気

で行えました。次の日「どうだった？」と改

めて聞いてみると、「違うクラスのお友達と

仲良くなれた！」と言う子もいて、なかな

か関わることが少ない A グループのお友達

とも同じ席で時間を過ごせたことも印象的

なようでした♪ 

神様のお話 

 星座のお話が大好きな椿組。特にギリシャ神話が

大好きで「ヘラクレスさんはさ～。」と人物まで覚え

てお話してくれる子も。そこから「他の国にも神様

っておるんかな？」という話になりました。 

日本の神様はどこにいるか会話が広がると、「お

空やで！」「でもお空は死んだ人が行くところやか

ら違うんちゃう。」「お地蔵様ちゃう？」と色々な意

見が挙がりました。また１月の遠足で行く民博への

会話では、「世界の神様おるかな？」という話が出て

います。ここからどんなお話に興味を持つのか、ど

んなお話が子ども達にとって面白いのか考えてい

きたいと思っています！ 

お願いします 

いつもご協力ありがとうございます。不要

な毛糸、端切れ、布、ボタンなどの細かい

素材等がありましたらお持ち頂けると嬉

しいです。 

椿の知らせ 

 １月号 

 椿組クラス通信 

担任：吉田真侑 

 １、２，３，、、、、 


