
 

 

  

新年明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。 

２０２３年も皆様にとって良い年となりますよう、お祈り申し上げ

ます。いよいよ三学期に突入し、星組さんで過ごすのもあと三か月とな

りました。今までの経験を子どもたちがそれぞれに生かし、深めていけ

ますよう見守り、サポートしていきたいです。三学期は、どんなことに

キラキラした目がむけられるのでしょうか。待ち遠しいです♪ 

今月もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

・絵具で描いて遊びます。 

・鍵鬼ごっこや、ボールや縄を使って遊びます。 

 

 

 

音楽発表会たのしかったね。 

楽しみにしていた音楽会。当日は、星組全員参加で行

うことが出来ました。初めは、力加減がわからず叩いて

いたバチ。「疲れるわ～。」と言っていた子どもたちも、

音を合わせる面白さを知り朝の会ではどんな歌にも合

わせたくなるほど、バチ演奏が大好きになりました。ピ

アニーとベルでは、技術的な難しさも加わりましたが、

ハンドサインで階名を歌うことが楽しく、それを実際

に演奏出来た嬉しさを味わっていました。斉唱は、歌う

期間が沢山あった分大好きな歌となり掛け合う時には

お互いの表情を見合うなど、そんな姿が微笑ましかっ

たです。 

音に心地よさを感じながら、楽しんだ音楽会。ホール

が目の前のお部屋なので、日々沢山の音が聞こえてお

り、年長さんの鼓隊には特に胸を躍らせ聞いていまし

た。年長さんになったら…。と今から気合い十分です♪

素敵な演奏を聞かせてくれた子どもたち、ありがとう。

そしてお越し頂きまして、ありがとうございました。 

パンのことを知ってほしいと、材料の元となる小

麦を実際に持ってきて、見てみることにしました。数

日前に、お米の脱穀を経験していた子どもたちの読

み込みは早く、方法が似ていた事から「これから小麦

粉を作るってこと～？」と意気込んでいたので、経験

させてあげたかったのですが、今回は小麦粉を用意

しました。 

さらに子どもたちと話をしていくと、缶詰のよう

な容器に入っている事が宇宙パンになる条件だと考

えていることがわかり、容器作りも行いました。紙を

円柱形にする方法を知り、夢中になって作る姿があ

り、宇宙パンへの期待が高まってきました。 

次の日には予定していた通り、朝一番から宇宙パ

ンをコネコネ。発酵の間も待ち遠しく、形成中は星組

の窓から、他のクラスの子どもたちが覗きに来てい

て、その様子に「ほんまのパン屋さんみたい。」とウ

キウキしながら手を動かしていました。焼き上げ後

は、くっついたり形が変化するなどしたパンを面白

がったり、美味しそうな匂いに「本当にパン作れ

た！」と大喜び。それぞれの容器に移し替え、お弁当

と一緒にいただきました。 

はじめてのパン作りは、大満足の出来栄えで「これ

で宇宙に行くときはいつでも作れるな。」とぺろりと

完食。宇宙という夢いっぱいの場所。子どもたちの未

来には、身近に感じられる場所へとなっていきそう

ですね。 

落ち葉がいっぱい！ 

「この葉っぱ、７つに分かれてる！(紅葉を見

て)」「ここ葉っぱすごいよ、いっぱい集めてベッド

にしようよ。」「この葉っぱ(桜)めっちゃいい匂い。」 

そんな葉っぱを沢山集めてお部屋に置いておくと、

いつの間にか乾燥して触るとパリパリ粉々。「うわ

～なんで。」赤、茶、黄いろんな色が混ざって綺麗。

落ち葉一つで豊かな感性が育まれ、学びに繋がって

いくように感じます。 

 

年賀状や寒中見舞いを送っていただき 

ありがとうございました。 

大切にさせていただきます！ 

天体観測 

１月号 

星組担任 久川 純奈 

宇宙パン ついに！ 

 

今月の主な遊び・活動 

 

 



 

 

 

 

 

2023年、新しい年がスタートしましたね。そして、雪組の子ども達

と過ごす最後の学期となりました。月日が経つのは早いですね。３学期

は、この１年の集大成！今まで経験したこと、そこから感じたことを活

かしながら、さらに遊びを広げていければな、と思っています。 

先日は、個人懇談にもお越しいただきありがとうございました。日々

幼稚園で過ごす中で、子ども達が見せてくれる沢山の成長を、保護者の

皆様と共に喜ぶことができ、とても嬉しかったです。 

今年も、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

雪組クラス通信 

担任 村中千秋      

今月の主な遊び・活動 

・紙帯を様々な形に変化させ、立体的に遊びます。 

・鍵鬼ごっこのルールを知り、鬼に挑戦します。 

・ 

・ 

 

 

これなんのポーズ？ 

音楽会で取り組んだ言葉遊び。子ども達がひらめいた

面白い言葉と、そこからイメージされる動きを合わせて

遊びました。そのアイデアを出し合っているときに、た

くさん出た色んなポーズ…！子ども達の発想って本当に

面白いですよね。そこで、様々な形の木片やブロックで

スタンピングをし、ポーズを作って遊びました。「これ

は走ってるポーズ！」「こっちは踊ってるポーズ！」

と、なんだか 

楽しそうな 

ポーズが沢山 

でした♪ 

 

 

 

  ひよこ組さんと一緒に…！ 

子ども達が大好きなパラバルーン！

先日、そんなパラバルーンを一緒にし

たい！と、ひよこ組さんから素敵なお

誘いを頂きました。早速子ども達に伝

えると、気分はノリノリ♪「教えてあ

げよう！」と、すっかり頼もしいお兄

ちゃん・お姉ちゃんです。ひよこ組さ

んと一緒に大きなお山を作ってみた

り、最後には音楽に合わせて色んな技

に挑戦してみたり、とっても素敵な時

間になりました。 

ありがとうございます！ 

素敵な年賀状、寒中見舞い、ありが

とうございました。とっても嬉しか

ったです♡ 

 

 

雪 景 色 

１月号 

 

みんなで奏でるハーモニー♪ 

音楽会での子ども達の姿、いかがでしたでしょうか？大好きな歌を元気いっぱいに歌った

り、お友達と一緒に綺麗なハーモニーを奏でる姿は、とっても素敵でしたね。子ども達は、

当日を迎えるまで、「あと何回寝たら音楽会？」と、指折り数える程、保護者の皆様に見ても

らえる日を楽しみにしていました。「かっこよくバチ持ってるところを見てもらう！」「ベル

とピアニー聞いて欲しいな～！」と、こんなところを見て欲しい！と、沢山話していまし

た。その場を楽しむだけではなく、誰かに見てもらうことへも意識が向いていて、子ども達

の心の成長を感じることができました。 

そしていざ迎えた本番！舞台の幕が上がり、目の前には沢山のお客さん。少し緊張してい

るような様子もありましたが、お友達と一緒に表現する楽しさを存分に感じているようでし

たね。自分達の出番が終わると、「今のかっこよかった？」と、嬉しそうに聞いてくる子ども

達の表情は、やり切った充実感と、自信に満ちていました♪来年も楽しみですね！ 



 

  

 新年あけましておめでとうございます。皆様、冬休みはゆっくり過ごされまし

たか？子どもたちからどんなお話が聞けるだろうと、新学期の始まりをとても楽

しみにしていました。 

 １２月最後の週に、初めて「鍵鬼ごっこ」で遊んだのですが、それ以降鬼ごっ

こ好きに磨きがかかっているようです！外遊びのために靴を履き替える時から

すでに「今日は鍵鬼にしようか、氷鬼にしようか…」と会議が始まるほどです。 

そんな毎日元気いっぱいの子どもたちと、たくさん面白いことを探して一緒に楽

しみたいと思います♪今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

Blue Moon 

月組クラス通信 

担任 田原希美 

1 月号 

今月の主な遊び・活動 

・グループに分かれて、絵の具で大きな絵を描きます。 

・土粘土で遊びます。 

・年中では触ったことのない素材（アルミホイル等）に触れます。 

  

 

 

ドキドキで楽しみな音楽会！ 

先日は音楽会にお越しいただき、ありがとうございました。ど

の演目も子どもたちの「好き」の気持ちが存分に伝わってくる舞

台になったなと、とても嬉しく思っています。当日まで、音楽を

楽しみながら遊びを深めてきた子どもたちですが、前日に「今ど

んな気持ち？」と聞いてみると、真っ先に返ってきたのが「楽し

み～！」という答えでした。その言葉が真っ先に出るほど自信に

満ちた子どもたちがとても頼もしかったです。しかし、それと同

時に「ドキドキする。」と、緊張の気持ちも伝えてくれました。 

「ドキドキするけど楽しみ」そんな複雑な気持ちに向き合い、

そしてそれを乗り越えた子どもたち。今後も様々なことに挑戦す

る姿が見られるのが楽しみですね。 

 

 

いらっしゃいませ～！ 

 葉っぱの穴に気が付いた月組さんが次に見つけた穴はドーナ

ツ！ 紙粘土に絵の具を混ぜ、こねこねしてドーナツを作りまし

た。これまでたくさん色水で遊んできたので「粘土も色変わる

で！」とすぐに色の混ざり合いに気づき、「こんな色が作りたい。」

とこれまで作ってきた色を思い出しながら思い思いのドーナツを

作って楽しみました。たくさんドーナツができたあとは「いらっ

しゃいませ～！」という一言から、お店屋さんごっこがスタート

♪お客さんが持って帰るための袋が足りない、レジがない、お金

がないと、足りないものは自分たちで１から作り、すべてを遊び

に変えています。「こんなん作りたいから、これぐらいの大きさの

白い紙ちょうだい！」と紙の大きさや色まで自分たちで話し合っ

て伝えてくれる姿に、毎日驚かされています。 

土の中って… 

 先月号でお伝えしていた、タイムカ

プセル作戦ですが、お友達の「お宝っ

て土の中にあるねんで。」という一言

から、お宝発掘作戦に急遽変更！！土

の中から掘り起こした石に「ダイヤモ

ンドが埋まっているかも！」とハンマ

ーで叩き割ってみました。しかし、残

念ながらお宝は見つからず…。「じゃ

あお宝作ったらいいんじゃない？」

と、また新しいあそびが生まれる予感

です♪ 

お願いします 

造形展に向け不要な素材（ボタン、

芯、タオルなど）がありましたらお

持ちいただきたいです。よろしくお

願いいたします。 

 

懇談会ありがとうございました。 

先日は、懇談会にお越し頂きありがと

うございました。お家での姿が垣間見

え、新たな一面を知る時間にもなりまし

た。反対に幼稚園でしか見られない姿も

あるかと思いますので、今後もお電話や

ゆっくりお話しできる機会にたくさん

お伝えできればと思います。月組全体を

温かく見守ってくださっていることが

改めて分かり、皆さんの温かいお言葉に

胸いっぱいの二日間でした。今後ともど

うぞよろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

新年明けましておめでとうございます！ 

寒さが一段と身に染みるこの季節、子どもたちの元気な声で新たな

一年の幕開けを感じます。さて、本日から３学期が始まりました。今ま

での遊びで経験してきたこと、学んできたことを生かし、１年の集大

成を様々な場面でお見せできるように頑張りたいと思います。少しず

つ年長を意識し始めたり、友達と相談、協力が積極的に出来る様にな

っている姿も大切にしつつ、保育を進めていきます。 

 今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

Happy Flower 

花組クラス通信 

担任：末吉奏絵      

１月号 

先月のおたよりで紹介しました、土の中の感触遊

びを行いました。初めは「汚れるから手だけにしと

こ！」と、言っていた子もいましたが、「土の中冷た

い！でも気持ちいい！」「こっちはちょっと温か

い！」と、足も土の中に入れて楽しく遊ぶ友達の様子

を見て、最後にはほぼ全員が靴を脱いで土の感触を

楽しんでいました。お互いの足に土をかけ合ったり、

砂の山を作り、その上を踏んでみたり、子どもなりに

土の感触を沢山感じられる方法を試していました。

「ここに水入れてみたい！」と、砂で遊んだ後は、水

も使ってみたくなり、「段々柔らかくなってきた！」

と、砂が水と混ざり、泥になる感触も知りました。 

影って面白い!! 

 

 

土の中はどうだった？ 

 

 

砂遊び後、もう一度土の中について会話をすると、「虫

は冷たい砂が気持ち良いんやと思う。」「柔らかいから寝

やすい！」と、実際に体験した土の感触を話していまし

た。その中で、もう一つの話題にもありました、土の中は

暗いについても遊びを深めました。身の回りの黒いもの

を探すと、「髪の毛、カバン、影…。」など沢山の黒いもの

があり、そのなかの影について会話を深め、皆の影はどん

な形なのか、じっくり観察しながら遊んでみました。自分

の体で面白いポーズをしたり、色のついた 

影を探したり…今後は 

また新たな遊びに広が 

っていきそうです♪ 

もう一回やりたい音楽会♪ 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・おいも鬼ごっこ等、ルールを守りながら皆で 

鬼ごっこをして遊びます。 

・影に注目して、遊びに取り入れてみます。 

・廃材を使って遊びます。 

 

 

お願いします 

・引き続き廃材集めにご協力をお願いいたします。 

・最近、ポケモンシールやお家で作った手裏剣などを園で

友達にあげたり、遊びに使ったりする姿がありますので、

もう一度、お家のおもちゃの使い方についてお子様とお

話して頂けると助かります。 

先日の音楽会にお越し頂き、ありがとうございました！当日はもちろんですが、音楽会の取り組みを始めた

時から子ども達にとってとても楽しい時間でした。斉唱の前には言葉遊びもありましたが、言葉に合わせたポ

ーズを考えた際に、「指はチョキでな、足はばってんにするのが【が】のポーズな！」と、一つずつのポーズが

細かく、覚えられるのか…と不安に思っていました。が、不安になっていたのは先生だけで、「言葉遊びのやつ

しよう！ピアノ弾いて！」と、子ども達から声が上がるほど大好きな遊びになり、毎日少しずつ行う中で自然

と身に付いていました。合奏も、日々達成感を味わい、「綺麗な音やった。」と、ハーモニーを感じながら取り

組んでいました。いつもは賑やかで、ぽわんとした雰囲気も持ち合わせている花組ですが、皆で取り組む中で

気を引き締める時、真剣に頑張る時など、気持ちの切り替えの大切さにも気付いたようで心の成長も感じられ

ました。音楽会終了後は、「先生どうやった？かっこよかったやろ？１００万点やな！」と、自画自賛の嵐で、

笑いながらもたっぷりと褒めていました☺今では「元気スイッチオンしよう！」「今日は虹の向こうにバチバー

ジョンで歌おう！」と、朝の会では今までの運動会や音楽会で行った内容のリクエストが絶えません。「次の音

楽会は太鼓も出来るのかあ。」と、もう来年の音楽会を楽しみにしています(笑) 



 

 

  

 新年あけましておめでとうございます。皆様にとって良い一年にな

りますよう願っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

先月、外遊びからの帰りにオープンクラスに参加されていた方々と

すれ違いました。すると、「こんにちは〜！」と自分たちから挨拶をし

ています。それも一人ひとりに顔を見ながら。４月から、「幼稚園の中

で出会う人には挨拶をする」「どんな事も顔を見て伝えないと伝わらな

い」と伝えてきましたが、いつの間にか自分で気づいて行っていた事

に、とても嬉しい気持ちになりました。その後、ナースリーの先生から

「挨拶が素敵だったよ。保護者の方もそう言っていたよ。」と褒められ、

見てはっきり分かるほどの照れ笑いと誇らしげな表情（笑）「大きくな

ったな〜と先生もとても嬉しかったよ。」と伝えると、「だって先生いつ

も言ってたやん。」「うんうん、ずっと言ってた！」と（もしかして口煩

かった！？汗）と思うほどの勢いでしたが・・・「感動した？」「もう５

歳やから！」と得意げな子ども達に、本当に成長を感じ、小さな事でも、

できた事をしっかり伝えていきたいと改めて感じました。 

 

 

hatOVER 

鳩組クラス通信 

担任 白岩千春      

１月号 

今月の主な遊び・活動 

・体育遊びでは鬼ごっこの様々なルールを通して、駆け引きやル 

ールのある遊びを楽しみます。 

・紙立体を作って見立て遊びをしてみます。 

 

 

ゾンビで驚かせよう！！ 

ゾンビ鬼ごっこも継続して

楽しんでいますが、「ぐわ〜〜

〜〜。」と机の下から這いつく

ばって出てきたり、影に隠れ

て「ばあ〜〜〜。」と驚かせた

りと、なりきりながら遊んで

います。この間は、体育遊び

の前に「國田先生もびっくり

させるぞ！」とみんなで作戦

を立てて驚かせにいきまし

た。反応があると嬉しくなっ

て、ますますリアルなゾンビ

に変身しています。 

音楽会にお越しいただきありがとうございました。 

 運動会とは違う姿が見られたのではないかと思いますが、

いかがでしたか？皆、楽しい中でも、真剣だったりととても頑

張っていましたね！当日までの間、「失敗が恥ずかしい。」とい

う子もちらほら。「恥ずかしい事じゃないよ。誰にでもある事。

間違えても一生懸命な姿が素敵なんだよ。」と伝えると、「そう

やんな、先生もピアノ間違うもんな！」「この前も朝の歌と帰

りの歌間違えてたな！」と他にも沢山間違いを並べてくれま

したが（笑）その気持ちも、恥ずかしさや「素敵なところを見

せたい」という思い、「見てもらう」という意識が出てきたか

らだと思うと、心の成長を感じますね。 

当日、３クラス揃うと楽しさが倍増し、中々スイッチが入ら

ない子ども達。舞台に立ってもずーっとお話が止まりません。

しかし幕が上がった事に気づいた瞬間、パッと顔つきが変わ

り本番モードに。そして幕が最後まで降りると「はあーーー。」

とまたお喋りしたり、座り込んだり、見事なまでにオフモー

ド。その切り替えに思わずクスッとしてしまいましたが、自分

たちで気持ちのコントロールができるようになった事もまた

成長だなあと感じました。本当にありがとうございました。 

 宇宙人パン屋さん！？ 

土粘土コーナーでは、宇宙人を

作って遊んでいました。すると「い

らっしゃいませ〜。」の声が…。覗

いてみると「宇宙人が作るパンで

すよ〜」「食べたら宇宙人になりま

す！」と不思議なパン屋さんが登

場。そのパンにはどこかに宇宙人

の顔が付けられているらしいので

す。いつか全員を宇宙人にするこ

とが目標のようです 

お願いします 

ご不要の雑巾やタオル、素材（子ども

達が扱えるもの）があればお持ちくだ

さい。 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い致しま

す。さて、冬休みいかがお過ごしでしたでしょうか？いよいよ 3 学期

が始まり、年長さんへ向けてのカウントダウンも始まりますね。 

 空組では、日頃から挨拶や立ち方・座り方を子どもたちと大切にし、

意識して声かけをしています。特に座り方では、年長さんになると、普

段の活動中の椅子も背もたれがなくなり、腰をしっかりと立てて座らな

ければいけません。そのためには、今から意識して腰を立て背筋を伸ば

して座ること、足をしっかりと床につけて座ることを伝えています。ぜ

ひ、ご家庭でも正しい座り方をご一緒に意識してみて下さいね。 

今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

どれみふぁそらいろ 

空組クラス通信 

担任：葛木裕子 

１月号 

音楽会ありがとうございました。 

 先月は、音楽会に個人懇談とお越し頂きあり

がとうございました。2 学期を終え、心も身体

も成長した子ども達の姿を見て頂き、その成長

を一緒に喜ぶ事が出来、嬉しく思っています。 

 音楽遊びが大好きな空組さん。特に言葉遊び

の面白いポーズではいつもノリノリで遊んで

いました。『ばびぶー』の『ぶー』のポーズが特

にお気に入りで、音楽会で大好きなお家の人達

に見てもらえることを伝えると、「みんな面白

い！って笑ってくれるかな？！！」と、今か今

かと楽しみにしていました。 

 音楽会当日も、去年とは違いワクワク感と心

地よい緊張感を持ちながら挑む子ども達。大好

きな言葉遊びでは今までで一番「みて！！」と

いう自信と楽しさに溢れた瞬間で、指揮をして

いた私もグッと感動していました。 

 大きな舞台を経験し、出来る！と自信を持っ

て過ごせるようになってきた子ども達。そんな

気持ちを大切にこれからも過ごしていきたい

と思います。 

 

とんとんとん・・・どんな形が出来るかな 

 クラスに新しいコーナーとして『とんとんコーナ

ー』が出来ました。ここでは、お部屋にある大きなコ

ルクボードに、木の金槌を使って画鋲をトントンと打

ち付けて遊んでいます。危ない画鋲も自分達で持ち方

や扱い方を工夫して遊ぶ姿もみられ、「次こことここ

繋げよう。」「ここ難しいから手伝って！」と、自分達

で声を掛け合い遊ぶ姿が見られます。 

球根を見つけて・・・ 

 先日のお外遊び。あるお友達が「こんなの落ちて

た。」と、球根の苗を持って来てくれました。 

「花壇に植えてた球根さんが抜かれてしまったん

だね。」と話していると、「これ、空組さんで育てて

あげよう。」ということに。球根を紹介すると初めて

見る子もいて、「なんかネギとタマネギくっついた

みたい！」とその形の面白さを皆で不思議がりなが

ら、ただ今一生懸命育てています。どんな花を咲か

せるのか、無事に大きく育ってくれるのか・・・ド

キドキ楽しみです。 

お願いします 

 いつも沢山の素材集めにご協力頂き、あり

がとうございます。 

今月は、使い古したタオル・毛糸・リボン・木

の実・ビーズ・ボタンなどを中心に集めてい

ます。ご家庭で不要なものがございましたら

お持ち下さい。宜しくお願い致します。 

 

今月の主な遊び・活動 

・球根や種についての会話を広げていきます。 

・絵の具で思い切り絵を描いて遊びます。 

 

 
心温まる年賀状・寒中見舞いありがとうございました(^^) 


