
 

  
 あけましておめでとうございます！２０２３年の干支はうさぎ組の

うさぎですね。今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 冬休みはどのようにお過ごしでしたか。新年のスタート、元気な子ど

も達の顔を見れるのを楽しみにしていました。冷え込む日が続きます

が、うさぎ組さんはそんなことを感じさせることないくらいお外遊びも

楽しんでいます。寒さに負けず、手洗いうがいをしっかりしながら健康

第一で！３学期は約３か月という短い期間ですが、内容の濃い時間が過

ごせるよう、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

うさぎくらぶ 

うさぎ組クラス通信 

担任 柴田沙耶 

1月号 

今月の主な遊び・活動 

・テーマに合わせて自分がイメージしたことを自由に表現し、 

のびのびと描くことを楽しみます。 

・紙を切ったり折って、形を変えたり立体にして遊びます。 

 

 

 

もっとできる！やってみる！ 

子ども達との遊びには、造形、音楽、体育…という

ように様々なジャンルがありますが、最近のうさぎ組

さんでは、どの遊びをしていても、一つ一つの遊びに

じっくりと取り組み、集中する力が付いてきているな

と感じます。だからこそ、その遊びの面白さもこれま

で以上に感じられるようになっていて、「もっとやり

たい！」「こんな風にしてみたい！」と声が挙がり、

更に展開されていくこともあります。ただ担任が考え

たものをやるだけでなく、子どもたちの新たな考えが

取り入れられることもあり、一緒に作り上げていく保

育がどんどん面白くなってきていますよ！ 

懇談会ありがとうございました 

 ２学期末は、寒い日でしたが、個人懇談会にお越しいただき

ありがとうございました。直接お顔を合わせてお話しできたこ

と、嬉しく思います。今回の懇談会では、子ども達の成長と共

に、今後に期待するそれぞれの姿のお話もさせてもらいまし

た。保護者の方たちとお話する中で、子どもたちは毎日本当に

たくさんのことを吸収しているんだなと改めて感じました。 

入園して間もない頃の姿を思い返すと、今のうさぎ組さんは

幼いながらにも頼もしさも感じられますよね。これからも、う

さぎ組の子どもたち一人ひとりの成長していく姿を見逃すこ

との無いよう、皆さんと一緒に見守っていきたいと思います。 

イメージの世界 

子ども達との会話の中では、『お空の世界』

のように、本当には見たことがないけれど…

と空想のお話の世界になることがあります。

以前だったらそんなお話はとても難しかっ

たのですが、２学期後半あたりからは、それ

がだんだんとクラスのみんなでも共有でき

るようになっていて、継続して楽しんでいる

こともあります。みんなでお話の世界が共有

できるのって、とっても素敵ですよね。今後

も現実とファンタジーの両方の面白さを味

わっていきたいです。 

どんな気持ち？ 

相手は？周りの人は？ 

 ２学期は特に、自分の思いや気

持ちを表現したり、周りに伝える

ことができるようになったなと感

じています。皆がそうなってきて

いるからこそ、ぶつかってしまう

ことも出てきています。いろいろ

な解決方法や自分の気持ちと同時

に他の人のことも思いやる心も伝

えていけたらと思います。 

お願いします 

3 学期も引き続き素材集めをお

願いします。また、不要な保冷材も

ありましたら、保育に使いたいと思

いますので持たせてあげて下さい。 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 新年あ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？いよいよ年少組最後の３学期が始まりま

す。子ども達のやってみたい気持ちを大切にしながら遊びを

深めていきたいと思います。クラス通信でお伝え出来るのも

あと３回。子ども達のお友達との関わりや、どんなことに興

味をも持っているのか等、沢山発信出来ればと思いますの

で、おうちでも興味を持っている事や挑戦している事等、ま

た、教えていただきたいです。今年度もどうぞよろしくお願

いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひよっこ便り 

ひよこ組クラス通信 高柴菜都乃       

１月号 

今月の主な遊び・活動 

・リサイクル素材を使って遊びます。 

・自然物などを使って並べっこ遊びをします。 

・ヒーローごっこをきっかけに会話を深め遊びに広げてい

きたいと思います。 

 

 

こんなこともできるよ！ 

ハサミで沢山遊んだ２学期。連続切りから回し切

りなど色んな経験をしました。１２月に入り、切り開

きに挑戦したんですが、「ペラペラじゃない方からき

るんでしょ。」とさっそく友達と教え合いながら遊び

込む姿がありました。切れた紙をそっと広げてみる

と、「穴ができたよ。」「もう一回やりたい。」と魔法の

眼鏡と呼びながら何度も 

何度も切っては覗いて 

遊んでいました。 

僕たち、私たちにお任せあれ！ 

子ども達の会話に耳を傾けていると、作っ

た紙を顔に装着すると、モリモリパワーが湧

いて、スーパーヒーローに変身するそうです。 

ヒーローって何をするのか聞いてみたとこ

ろ、「落ちてるゴミを知らんぷりしない。」 

「困っている人、泣いてたら助けてあげる。」 

「重いものを持ってあげる。」など沢山でてき

ました。その日からさっそく園内のパトロー

ルへ。子ども達はまず雪組の先生とおにぎり

先生の安全を守りに行きたいとさっそく尋ね

て行き「僕達、スーパーヒーローです。困って

ることはありませんか？」と自分達の世界観

に入り込んでい 

ました(^^)これ 

からも幼稚園の 

安全を守っても 

らいたいと思い 

ます。スーパーヒーローいつもありがとう♡ 

   スーパーヒーローが現れた？！ 

ハサミの活動をして以降、朝のコーナー活動の時間

で紙コーナーでは切り開き遊びが継続されていまし

た。試すうちに切り込みの入れ具合によって色んな形

になることを面白がりできた紙をテープで顔に貼り、

「ヒーローに変身してん。」とそれを見ていた周りの子

達も「私もヒーローになりたい。」と次々にヒーローに

変身していきました。 

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。今月はカプセルトイ、お菓子の空き箱、

蓋付きの箱、太めの紐、ゼリーカップ、ボタン

やビーズ、不要なタオル等あればお持ち頂き

たいです。よろしくお願いいたします。 

 

「貼ってあげるわ。」と 

助け合う姿も 

見られました♪ 

音楽会が終わってからも「カ カ カスタ

♪」等、口ずさみながら「先生、楽器さんの

ピアノ弾いて～。」とまだまだ音楽会ごっこは

続いています。クラス内でもお歌の発表会ご

っこをしたり、３学期はお客さんに来てもら

ってミニ音楽会ごっこをしたいと思います。 



 

 

  

 新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い

申し上げます。保護者の皆様、冬休みはいかがお過ごしでしたでしょう

か。新年早々、素敵な年賀状が届き早く子どもたちに会いたくなりまし

た。二学期末には個人懇談会もあり、お越しいただきありがとうござい

ました。早いものでもう三学期になりましたね。入園当初の子どもたち

を思い返すと、身も心も逞しくなり、ますます年中さんに近づいてきた

のだと実感する毎日です。三学期も、遊びの興味をより深めていきたい

と思います。今月もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

・テーマをもった大きな描画をしようと考えています。 

・立体を活用した造形活動をします。 

 

 

楽しかった音楽会！ 

 

子どもたちにとって初めての音楽会。いつもとは

違う雰囲気の中、自分たちが立つ舞台を前にすると、

「わぁ～！」と目を輝かせながら、胸をワクワクさせ

ているようでした。その表情からは、やってやるぞ！

と言わんばかりの頼もしいオーラが伝わり、開演前

から密かに感動しておりました。 

あんなに大勢の観客がいる中、いつもの音楽遊び

と同じように堂々と楽しむ姿を見て、これからの年

中・年長に向けての可能性を強く感じます。この音楽

会という経験が、また子どもたちの自信に変わり、大

きなステップアップになることを願っています。 

特定のコーナーばかりではなく、色々なコーナ

ー活動に興味を持ち、積極的に参加をするようにな

った子どもたち。いつも人気な造形コーナーではこ

んなやり取りがありました。「それどうやって作った

ん？」と尋ねるお友達。それに対して「これは～…。」

と嬉しそうに答え、やり方を丁寧に教えてあげる姿

がありました。 

お友達の作っているものにも興味を持ち、自分か

ら関わりを広げている姿にとても成長を感じます。  

三学期も色々な興味が広がっていくことを期待して

います。 

トゲっちはどこだ？ 

 

トゲトゲに興味を持った子どもたち。色々な『ト

ゲっち』を探しに園庭へ出かけました。「ここに

も！」「こんなところにも！」と、いつもなら通り

過ぎてしまいそうなところにもたくさんの発見が

ありました。見つけた家具の隅、建物の角など、

色々なトゲっちは子どもたちにとってどのように

見えていたのでしょうか。写真に残しておいたも

のに加えてシールを貼って遊んでみました。是非

お家にあるトゲっちも、子どもたちと一緒に探し

てみてください♪新しい発見があるかもしれませ

ん☺ 

紙をくるん！ 

 

初めて回し切りに挑戦してみました。三角や四

角、いびつな形の画用紙の『トゲっち』を切り落と

しながら、画用紙をくるん！と回し、だんだんと角

が丸くなっていき、次第に紙を回して切ることを

繰り返し遊び、楽しむ姿がありました。 

活動だけではなく、コーナーの時間にそれを活

用したり、お家でもしているというお話を聞き、経

験を生かしているのだととても嬉しい気持ちにな

りました。三学期もどんどんハサミを使った活動

を取り入れていきたいと考えております。 

今月はトゲトゲの活動から「フワフワ」にも興味

を持ってみたいと考えております。綿や毛糸、フ

ワフワの素材があれば、ご提供よろしくお願いい

たします。 

 

アヒルのお話 
１月号 

アヒル組クラス通信 

担任：長谷川衣里 

ほっこりエピソード 

 

お願いします 

 

今月の主な遊び・活動 

 

 



 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。いよいよ今日から３学期が始まりますね。先月は音楽会にもお越し

頂き、ありがとうございました。音楽会が終わった後には、「めっちゃ緊張

した～。」「楽しかった！」「もっといろんな楽器したい！」という子ども達

の声もありました。引き続き、様々な音に触れ、表現を楽しむ経験をして

いきたいと思います(^^) 

パンダ組で過ごすのも残り３か月となりました。今までの遊びや発見、

友達との関わりがより深められるよう、心動く経験がたくさん出来るよう

に、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。 

 

 

 

 

 

 

ぱんだ 

KOPANDA 

 
パンダ組クラス通信 

担任 上野 絢子 

１月号 

 

・気球の話や雲、空の世界について話を深めていきます。 

・自分で色づくりをします。作った色で遊びます。 

 

 

白菜、大変身！ 

「葉っぱはなんで色が変わるん

だろう?」、「ジュースを飲んだ

からかな？」、そんな子ども達

の疑問から、葉っぱがジュース

を飲むのか実験をしました。赤

や緑、黄色の色水の中に白菜を

入れると、徐々に白菜が染まっ

ていき、子ども達は、「ジュー

ス飲んだ！！」と、大興奮！

「もっと飲むかな？」と毎日観

察している子もいました♪ 

 

 

  

ジュースいろいろ 

実験の後、子ども達と会話をしていると、「黒色の葉っぱ

が好きだから、黒色のジュースも飲ませてあげたい。」、「虹

色のジュース作ったら、虹色の葉っぱが出来るんちゃう？」

など、ワクワクとした表情で話していました。そこで、自分

達でも色作りができるように、ジュースコーナーを作ってみ

ることに。半紙にマーカーで好きな色を塗り、水を入れたカ

ップに浮かべると、じわっと色が滲みだし、様々な色のジュ

ースに大変身！「大好きな色になった！」と、できた色を楽

しんだり、「青と赤混ぜたら何色になるかな？ 

」「次はぜーんぶの色、混ぜてみる！」と、 

試したりしながら遊んでいます。 

子どもの見る世界 

葉っぱが色づき、子ども達が夢中で落ち葉集めをしていたある日、じっと上を見上げている子がいまし

た。何を見ているんだろうと、私もその子の視線の先を辿ろうとした瞬間、その子の目がキラッと輝き、

「先生、見て！」と上の方を指差しました。そして、「すっごい綺麗だね！！」と、とても素敵なものを見

つけたという表情で話すのです。私も一緒に見上げてみると、青い空に赤や黄色に染まった葉がゆらゆら

と揺れていて、「あぁ、本当だ。」とぽつりと呟いてしまう程、美しい景色がありました。大人になると、

何気ないものと思っていたり、意識していないものが、子ども達にとっては、発見であったり、小さな感

動なんだなと改めて感じた瞬間でした。子どもが、「わぁ！」と心動く瞬間を間近で見て、その気持ちを一

緒に共有できたことが、なんだか嬉しくて仕方ありませんでした。子ども達に教えてもらわなければ、何

気ない風景と思っていたかもしれません。それに気づかせてくれる子ども達の感性は素晴らしいですね。 

 

お願いします 

いつも素材のご協力ありがとうご

ざいます。ご家庭に蓋のある箱があ

れば持たせてあげてください。 

 今月の主な遊び・活動 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

新しい一年が始まったともに、こあら組で過ごす最後の３学期がス

タートしました。本格的な寒さが続いていますが、冬休みの間、お変

わりなくお過ごしでしたでしょうか。３学期は、１・２学期の間で経

験した、楽しかった事や、面白かった事をさらに深め、より充実した

時間を過ごせれば良いなと思っています。残り３ヶ月…あっという間

に過ぎてしまうかもしれませんが、子ども達の笑顔、笑い声が沢山溢

れるクラスにしていきたいと思いますので、今年もどうぞよろしくお

願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こあらスマイル 

こあら組クラス通信 

担任：中井 奈津実       

１月号 

今月の主な遊び・活動 

・大きな紙に描いたり、様々な素材を使って 

 作品作りを楽しみます。 

・音楽を聴いて、全身を使った表現遊び 

 を楽しみます。 

 

 

 

大切なしずくちゃん 

参観日の日に、遊んでいた氷のしずくちゃんです

が、その後溶けてしまい、色水のしずくちゃんに戻

ってしまいました。また、蒸発して消えてしまって

は大変！！どうすればいいのか、子ども達と考えて

いると…色水コーナーで色水がこぼれてしまった

ときに拭けるように用意していたタオルが、綺麗に

色が染まっていることに気がつきました。それを見

て、みんなの色水を使って、タオルを染めてみたら

良いのではないかというアイディアが思いつきま

した。実際に、遊んでみると綺麗に色が移り、乾く

まで、紐にかけていると、「なんか虹みたいになった

ね。」と、嬉しそうに、染めたタオルを眺めていまし

た。しずくちゃんが 

色々なものに変身して、 

タオルの中でこれからも 

消えずに残すことができ、 

私も、子ども達も嬉しい気持ちになりました。 

音楽会ありがとうございました 

木の実幼稚園で初めての音楽会♪音楽会までの取り

組みでも、リラックスした雰囲気で楽しく、遊びを大切

にしながら進めていました。数日前から「音楽会楽し

み。」「ママとパパ来てくれるの？」など、楽しみにして

いることが伝わってくる会話が沢山聞こえてきていた

ので、私も音楽会での子ども達の姿がとても楽しみでし

た。当日、子ども達と会うと、いつも通りの笑顔のコア

ラ組さん！舞台に立つ時は、少し緊張している様子もあ

りましたが、普段幼稚園で過ごしている姿を見ていただ

けたと思います。自分たちのプログラムが終わった後

も、年中さん年長さんの、演奏を見て「来年みんなもす

るんだよ。」と伝えると、とても嬉しそうな表情をしてい

ました。また来年の姿も楽しみです（当日お休みされた

お友達もいたので、３学期にも引き続き、お歌や、楽器

を使った音楽遊びを行いたいと思っています）。 

音符ちゃんとの出会い 

音楽に触れる機会が増え、子ども達も興味を深めていたので、楽譜をみんなで見てみる事にしました。「あ

っ！黒いしずくちゃんがいてる。白いしずくちゃんもいてる。」など、楽譜を見て思い思いに気づいたことを

お話してくれました。「なんか、棒もある。足みたいやな。」と様々な音符の形があることに気づき、「これは

音符っていうんだよ。」と伝えると、「音符ちゃんや～。」と愛情たっぷりに呼んでくれました。そこで、音符

の形を使って遊んでみることに。丸と線を組み合わせて、描いてみると「なんか太陽みたいになってきた。」

「音符ちゃんが走ってるねん。」など、面白いお話しが沢山聞こえてきました。子ども達の中で、イメージが

広がり楽しむ様子が見られたので、今後も様々な形で、遊んでみたいと思います。 

お願いします 

２月に造形展を予定しております。お家で使わなくなり

ました、素材などがありましたらご協力お願いいたしま

す。（カップ・空き箱・木の実 等） 

 



 

 

  

 新年明けましておめでとうございます。冬休みは、お変わりなくお過

ごしでしたでしょうか？素敵な年賀状や寒中見舞いに、ほっこりする気

持ちと共に、子ども達に会える日を楽しみにしていました。 

 さて、あと３か月でひばり組の皆も年中さんですね。大好きなお友達

と過ごせるのもあと少し。最近のコーナー活動では、子ども達同士のや

り取りが飛び交っています。お友達と毎日を過ごしながら、笑いあった

事もぶつかり合った事も、相手を想う事の大切さに繋がっていくと良い

なと思っております。３学期もどうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・風から広がった遊びを楽しみます。 

・様々な素材を組み合わせて見立て遊び

を楽しみます。 

 

 

音楽会にお越しいただき、 

ありがとうございました！ 

 年少さんのプログラムが始まる前、子ども達は舞台裏

でドキドキワクワクの気持ちで「ママ、どこにおるんや

ろな。」「緊張するけど、楽しみやな。」とそれぞれに思い

ながらスタンバイしていました。舞台に立つと、子ども

達はかなり緊張した部分もあったかと思います。その中

で、いつも通りの子ども達の様子に、こちらの緊張も少

しほぐれました(笑) 

クレヨン君の声に笑ってみたり、謎の影をやっつけた

り、子ども達が目一杯楽しんでいる姿を、保護者の皆様

に見て頂けてよかったです。これからも、子ども達と沢

山遊びながら、そして学びながら過ごしていきたいなと

思います。 

アリの巣はどこにあるの？ 

 魔法のカメラで小さくなって、壁に貼った
温泉にみんなで入って遊びました。子ども達
が小さい自分になりきって「こんにちは！」
と高い声でお話をしている姿は、とても微笑
ましかったです。 
 そこで皆に「小さくなったから、どこにお
出かけに行きたい？」と聞いてみると、芝生
や公園と出てきました。すると、ある子が
「アリの巣」と提案。それを聞いた時に、皆
の目が輝きました。 
そこで、アリの目線になって、『アリの巣』

を探してみました。みんな、『アリの巣』を探
すよりも、アリの目線になって見つけた自然
物に興味津々でした。小さな小さな宝物が沢
山集まりましたよ。 
 

小さくなったみんな 

 温泉コーナーを楽しんでいたひばり組さ

ん。ある子が「身体まで入れる温泉に入り

たい。」と言っていました。すると、周りの

お友達も「僕も！私も！」と声が挙がり、

『皆が入れる温泉』に行きたいと盛り上が

りました。 

しかし、幼稚園にそんなに大きな温泉は

ありません。そこで、先生から一言、「皆が

ちっちゃくなったら、いいんじゃない？」

子ども達は「え？どういうこと？」と疑問

の目でしたが、そこから魔法のカメラで好

きなポーズを取った皆を撮影しました。 

 そして次の日、その写真をラミネート

し、磁石を裏に貼り、壁に貼っておくと…

みんな大喜びで遊び始めました。 

お友達と一緒に 
 普段からアリの巣に興味を持つ子ども達。絵本やイ
ラストでアリの巣がどんなものか見ては、考えたり観
察したりしていました。 
 そこで皆でアリの巣のように粘土を繋げて、遊んで
みる事にしました。 
お友達と繋げて、細い道や太い道が出来たり、アリ

の為のご飯が出てきたり、子ども達それぞれのイメー
ジする『アリの巣』にあるものが出てきました。小さ
な小さなアリを作っている子もいましたよ。お友達と
「一緒に繋げよう～！」と言いながら、『アリの巣』
をイメージして遊ぶ事ができました。 

お願いします 

 廃材や自然物など、立体物の素

材を探しています。よろしくお願

いいたします。 

 

ゆかいな 

ひばりーズ！ 

１月号 

ひばり組クラス通信 
 
担任 山岡 桜子      


