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 厳しい寒さが続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。気が付け

ばもう二月、早いですね。子ども達の様子も進級当初から随分変わって、

遊びの中で自然とグループになって話し合う様子も見られるようにな

りました。子ども達は自分たちで遊びを進めている感覚が楽しいのか、

複数人で集まって互いに次の遊びの提案をし合う様子が以前よりも多

く見られるようになってきています。今月は造形展もありますが、そん

な子ども達の遊びの軌跡や楽しい時間の雰囲気を、少しでもお伝えでき

れば嬉しいなと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひかりっこ便り 

光組クラス通信 

担任 田中祐太      

今月の主な遊び・活動 

・頭の中でイメージしたものを、土粘土を使ってダイナミックに表

現します。 

チームに分かれた鬼ごっこで競い合う遊びを楽しみます。 

・ 

 

 

焚火をしてみたよ２ 

年末にもチャレンジしていた焚火でしたが、前

回はお休みの子も多かったということで再度

挑戦してみることになりました。匂いや煙に驚

くだけでなく、今回は炎の色に微妙な違いがあ

ることに気が付いた子もいました。本当に変化

していたのかどうかは確認できませんでした

が、その微妙な違いに気付けるほど集中し、目

を凝らして楽しんでくれたのは嬉しいなと思

います。水で消化した後に焚火で残った灰を集

めて観察もしています。水にぬれてドロドロで

したが物珍しそうに観察していました。 

人形劇をしてみよう 

今まで映画コーナーだったところに机を設置しステー

ジを作り、カーテンで幕も再現して人形劇を楽しめる

ようなコーナーを皆で作りました。自分が描いた動物

やキャラクターを割りばしなどに貼り付けて、ペープ

サートのように手作り人形を動かしてお話作りを楽し

んでいます。撮影した動画データをチェックする様は

さながら現場監督のようで、とても面白いですよ。「動

画にするとなかなか声が聞こえない」ということが目

下の課題ですが、今後もお話作りを楽しみながらこの

遊びを進めて行きたいなと思っています。 

ミュージアム遠足に行ってきました。 

ミュージアム遠足は驚きと興奮の連続でした。想

像していた博物館と随分様子が違っていたよう

で、はじめはその独特の雰囲気に圧倒されていた

様子でしたが、その場に慣れてからはいつもの光

組らしく「え、あれなに。」「おもしろ、へんなの。」

と声を挙げて食い入るように見学を楽しんでい

ました。特に南アジアのあたりの人形劇の様子

や、実際の道具を見た時には、スケッチもはかど

り、しばらくそこから動か無くなってしまうほど

集中していた子ども達でした。翌日から早速遊び

に取り入れていて、さすがだなと思いました。 

ピッコロをいただきました。 

一学期に植えたあの不思議な種の正体

は、小さな人参「ピッコロ」でした。想定

よりずいぶん遅れてしまいましたが、み

んなでしっかり育ったピッコロの収穫を

楽しみました。「親指みたい」と少し気味

悪がっている様子もあって笑ってしまい

ました。「給食で食べたい。」という声も

あったので、収穫したその足でお給食室

の皆さんにお願いしました。その後、カ

レーの日に一緒にピッコロが出され、み

んなでおいしくいただきました。 

お願いします 

引き続き素材の寄付があればお待ち

しております。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

北風が冷たい冬本番！の季節となりましたが、子ども達は寒さに負けず、

元気いっぱいに遊んでいます。早いもので 3 学期が始まり一か月が経ちま

した。最近は「ランドセル何色にしたと思う？」「早く勉強したいわ〜。」等

と小学校に向けての話しで盛り上がってる時があります。楽しみですね。今

月は造形展があります。少しずつお部屋に作品が飾られているのを見て、お

友達とその当時の思い出話をしたり、作品を褒め合う姿があり、ほっこりし

た気持ちになっています。当日は、4 月からの経験や思いがたくさん詰まっ

た作品を楽しみにしていて下さい。造形展を通して子ども達の成長や思いを

感じていただければと思います。今月もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望の松の木 

松組クラス通信 

担任：河谷茶々       

2 月号 

今月の主な遊び・活動 

・お友達と協力して一つのものを作ります。 

・ルールのある遊びを楽しみます。 

 

 

 

民族学博物館に行ってきました！ 

 三学期に入ってからすぐに、ミュージアム遠足に行っ

てきました。世界各国の民族や文化を知ることが出来、

子ども達は興味深々で見学していました。中でも日本の

獅子舞や世界の色々な仮面に興味を惹かれていました。

「この仮面、ほっぺたがめっちゃ膨らんでるな！」「頭

にヘビ乗ってるー。」「髪の毛、何年も切ってないくらい

長いなー。」など、仮面の表情や装飾品の一つ一つの特

徴を発見しながら観察を楽しんでいました。他にも世界

の様々なものをみて印象深いものをスケッチしました。

広い館内だったのでたくさん歩きましたが最後までし

っかり歩き、さすがの年長組さんでした。この遠足で世

界に興味が広がり、民族の違いや文化に触れることが出

来、学びの多い遠足になったと思います。この学びを今

後の保育に繋げていきたいと思います。 

  

タイトル 

文章 

いただきまーす！ 

6 月にみんなで作った味噌を、松組のお部屋の暗い

場所『ひみつのへや』に寝かせていました。「3 学期に

食べようね！」と約束をしていて、待ちに待った 3 学

期がやってきました！寝かせていた味噌壺の蓋を開

けると…白かった味噌が黒くなり、いい香りになって

いて大興奮の子ども達。同時に、2 学期に植えた“謎

の種”がスクスク育ち、ブロッコリーができました。

味噌とブロッコリーをどのようにして食べるかを皆

で話し合った結果、「お味噌にブロッコリーを付けて

食べ、余った味噌は給食のお味噌汁に入れる。」に決ま

りました。ブロッコリーのふさを手でさき、茹でる時

間をみんなで決めて茹でました。ブロッコリーに味噌

をつけて、いざ実食！「ちょっとしょっぱいけどめっ

ちゃ美味しい！」「お家の人に食べさせてあげたいわ

ー。」等と大満足で、何回もおかわりしていました。余

った味噌は給食室で調理してもらい、味噌汁にして食

べましたが、「いつもより色が濃い！」「最高に美味し

い。」等と満面の笑みで味わっていました。 

自分達が愛情を持って育てたものだからこそ、より一

層美味しかったようです。「食」を通して、食べ物への

感謝の気持ちが育ってくれれば嬉しいです。 

 

魔女？魔法使い？ 

二学期後半から影にも興味や関心を持っている

松組の子ども達。マスキングテープで影を型取り

して、数時間後見てみると、影が動いていたことを

発見しました。「なんで影動いたん！？」「え？すご

い。」「もしかして…」等と影が動く不思議発見をし

ました。そんな中、「先生、絶対魔女の仕業や！」

と目を輝かせて教えてくれた数人の子どもがい

て、そこから魔女についての会話が広がっていき

ました。魔女は不思議なパワーを持っているそう

です。また、魔法使いの話題も出てきて、謎の多い

ファンタジーの世界を描画で表現しました。 

 

お願いします 

空き箱やカップ、自然物等をお持ちいた

だけると嬉しいです。 
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ぽかぽか梅っこ日和 

 冷たい北風が吹き、厳しい寒さを感じる日々が続いておりますが、皆

様お変わりありませんか。早いもので新年を迎えてから１か月が経ちま

した。「今日ランドセル届くねん♪」「早く勉強して１００点とりたい

わ！」など、小学校への期待が高まる声がお部屋でもちらほら聞こえて

くるようになりました。一方で「ずっと幼稚園がいいわ。」という声も。 

私もみんなと過ごせるのは、あと２か月か…と寂しい気持ちになります

が、みんなが少しでも安心して小学校に踏み出せるように、寄り添って

いけたらと思います。今月もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

梅組クラス通信 

担任 髙石晴香       

今月の主な遊び・活動 

・土粘土を使ってグループで協力して作ります。 

・楽器や身の回りの音に着目し、『音かるた』を作

って遊びます。 

 

みんぱくに行ってきました！ 

世界中のあらゆるものが集まる『みんぱ

く』。特に興味を持っていたのは、世界の楽

器。「色んな形のラッパある！」「四角のタン

バリンもあるで！」と形に着目してスケッチ

をしてみました。また、「これはどんな音や

ろ？」と映像を見て音を確かめてみると「こ

れのほうが音高いな。」と音の違いに気付い

たり、形はギターなのに他の国では違う名前

で呼ばれていることを知ったり。発見がたく

さんあった 1 日でした(^^) 

ブロッコリーのお味はいかが？ 

収穫直後、「なんかくさい(笑)」と少し生野菜の青臭さ

を感じていましたが、ぐつぐつゆでると鮮やかな緑色に

なり「美味しそ～♡」と歓声が上がりました。豆腐サラ

ダに混ぜて食べてみると、「いつもよりちょっと硬いけ

ど、おいしい！」「もうちょっと食べたい！」と大好評。

自分たちのブロッコリーで給食室さんに作ってもらった

ブロッコリーサラダは、格別でさらに美味しかったよう

です。３つ目のブロッコリーは、何を作るか色んな意見

が出すぎて決まらず(笑)お給食さんにおすすめの食べ方

を３つほど教えてもらい、その中から『ブロッコリーの

チーズ焼き』を作ることになりました。みんなで洗っ

て、包丁で切って、ゆでて、炒めて、チーズをのせて

…。「めちゃくちゃおいしい！」とブロッコリーを味も匂

いも触感も全て堪能し、喜ぶ子ども達でした(^^)「ほしき

ちさんのおかげやな♪」と７月に種をくれたほしきちさ

んへの感謝も忘れていない 

ようでほっこりしました。 

ついにブロッコリーが！ 

 冬休みが明け、ブロッコリーを見てみると…

「めっちゃ大きくなってる～！！」と子ども達も

びっくりするほどの大きさになっていました。大

きくなったブロッコリーは４つ。どうするかみん

なで相談すると、 

１つ目は、給食のサラダに混ぜる。 

２つ目は、給食室さんに作ってもらう。 

３つ目は、自分たちでクッキングする。 

４つ目は、どこまで大きくなるか育てる。 

ということに決まりました。 

  むかしむかしあるところに… 

「あるところにかかしくんがいました。」の

続きを 1 人ずつ順番にお話しを作り、梅組

20 人で一つの物語を完成させようと挑戦中

です。前のお友達が作ったお話しを聞いたう

えで、お話を考えます。どんな場面か、誰が

登場しているのか、頭の中でイメージしなが

らじっくり考え発表すると、「それいいやー

ん！」と自然と肯定的な声が出てくること

に、嬉しく感じます。完成が楽しみです♪ 

お願いします 

インフルエンザなどの感染症が流行していま

す。リュックに予備のマスクも入っているか、

改めてご確認お願いいたします。 
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 一段とまた冷え込む寒さがありますが、皆様、体調などお変わりありま

せんか？インフルエンザが流行っていますので、予防できることを子ども

達と一緒に考え、元気に過ごせるように気をつけていきたいと思います。 

 コーナ遊びでは、いろいろなものを編んで遊べる編み物コーナーがあり

ます。手先を使ったり、ちょっとした規則制を覚えたりと、やってみると

夢中になって進めていく様子に、ちょっと難しいが、できるとおもしろ

い！に変わる年長さんらしさも感じられます。「なんだかあったかいもの

ができた♪」と、冬の寒さを和らげてくれています♪ 

今月も、子どもたちの声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。 

 

 

 

桜 の みち 

 

桜組クラス通信 

担任：久保果穂      

今月の主な遊び・活動 

・土粘土で、いろんな動きのある人形を作って遊びます。 

・いろんな世界のもっと知りたい！を深めたいと思います。 

いろんな鬼ごっこ！ 

お外遊びでも、鬼ごっこは子ども達が大好きな遊び

ですが、体育遊びでも様々な展開で遊びを楽しんで

います。その中でも今は、じゃんけん鬼ごっこをし

ています。２つのチームに分かれ、お互いに沢山ジ

ャンケンをするのですが、負けてしまったら、一人

のお助けマンが助けにきてくれるのを待ちます。や

っていくうちに、勝敗が分かり「お助けマンが捕ま

ったら、助けてくれる人がいなくなってしまう！」

「相手のお助けマンを狙わなあかん！」と、チーム

で考え、実践してみる様子が見られました。身体を

動かしながらも、相手の動きや、様々な役割にも気

づきながら遊びが進展しているところです。 

いろんな国「民族学博物館」 

館内に入ってすぐ、不思議な空間と、見たことのない

物に興味津々の子ども達でした。中でも仮面を見る度

に、「おもしろい顔！」と大笑いしたり「怖い…」と表

情を読みとっていました。トーテムポールは「お顔が

いっぱい！」「目が１３個！」と数えてみる様子もあり

ました。そしてたくさんある置物も、何から出来てい

るのか書かれている詳細を伝えると、「幼稚園でも作れ

るんちゃう！？」という声も挙がってきました。世界

って？？とあまりピンときていなかった様子から、「こ

んな人もいるんや！」「こんな食べ物、自分たちも食べ

てる！」など今、お部屋でも「世界とであうえほん」

を見ながら関心を持っています♪ 

ブロッコリーからお花が！？ 

冬休み明けに、子ども達が「ブロッコリ

ーもう食べられるんちゃうん？」と、子

どもたちも食べ頃だと気づきました。し

かし、一つのブロッコリーからはお花が

咲いていることを子どもたちと話して

いると、「これは、お花がいっぱい咲いて

もっと大きなブロッコリーになるんや

と思う！」という発想に一つは、これか

らの様子を見てみることになりました。

私自信も、ブロッコリーからお花が咲い

ている様子は初めて見て、「食べられな

い…」という思いより感動が大きかった

ので、私もこの後どうなるのか子ども達

といろんな想像をしながら一緒に楽し

みたいと思います(^^) 

食べ頃のブロッコリーは「サラダにした

い！」「ツナマヨブロッコリーサラダが

いい！」「え～、マヨネーズ嫌や…」と話

ながら、自分たちで調整することにして

美味しく頂きました♪ 

お願いします 

たくさんの素材を集めて、お持た

せ下さりありがとうございます。 



 

 

  

 寒さが一段と増す時期になりました。皆様、お変わりはありませんか。 

先月はインフルエンザ等の感染症が流行り、学級閉鎖になるなど、保護者

の皆様にもご心配やご迷惑をおかけしました。残り少ない幼稚園生活をな

るべく沢山の時間、みんなで過ごせるよう、改めて手洗いうがい等の予防

対策を子どもたちと一緒にしっかり行っていきたいと思います。今月は造

形展がありますね。今もお部屋は準備の真っ最中です。子ども達の作品を

見ながら、成長を感じていただけたらいいなと思っています。今月も、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

・土粘土を使って自分なりのイメージを形にして遊びます。 

・色んな布や端切れを使ってお洋服作りに挑戦してみたいと思います。 

・「卒園までにしたいこと」を子どもたちと出し合い、実現できる様に相談していきます。 

 

 

 

ミュージアム遠足に行ったよ 

 

 先月、年長さん最後の遠足に行ってまいりました。 

『みんぱく』はもう子どもたちの刺激なる展示が多

く、「見て！」「これなに？」の嵐で、、。地図をみて、

「今どこ？」「え、まだこんだけしか進んでないの？」

と子どもたちも驚くほどのボリューム感でした。 

 みんぱくでは、世界の神様や、いろんなお洋服、楽

器などを中心に見て回りました。年長組の今のこの

時期だからこそ、自分の生活と世界の生活を比較し

ながら「へぇ～。」と色々なものを感じることが出来

たと思います。 

ついに人参を食べてみた 

 ずっと大切に育てていた人参を、ついに食べてみる

ことにしました。ごぼうサラダに入れてもらった人参、

「どう？」と聞くと、「めっちゃ美味しい！」と好評で

した。お休みの子が多かったのは残念ではありました

が、楽しみにしていたインド風カレーについても今回、

実施することが叶わなかったので、今後どうするのか、

子どもたちとまた改めてしっかりと相談していきたい

と思います。 

じゃんけん鬼ごっこでの一コマ 

 ２学期末から始まっている「じゃんけん鬼ごっこ」。ちょっと複雑なルールのある鬼ごっこです。２チー

ムに分かれ、相手チームにタッチ、もしくはタッチをされたらじゃんけんをし、勝ったらそのまま逃げ、負

けたらお芋になりますが、お助けマンに抜いてもらえれば復活できるというルールです。その、お助けマン

２人を誰にするかという話し合いがチームで行われたときの事。あるお友達 A、B さんは一度お助けマン

をした経験があるけれど、もう一回やりたい気持ちがありました。けれどそこへ、C、D さんもやったこと

がないからやりたいと思いを伝えていました。A、B さんはやったことがない子に譲ってあげたい気持ち、

勝負に勝ちたい気持ち、自分がもう一回挑戦したい気持ち、いろんな気持ちを持ちつつ葛藤していました

が、子どもたちで「こうする？」といろいろ出し合い、最終的にじゃんけんで決めていました。何かをやり

たい時、自分の気持ちだけでなく、相手の気持ちや状況も考えて、最終決断する勇気を持った子どもたち

に、とても成長を感じ、またそのような場面に立ち合えたことが本当に嬉しく思いました。今までの集団生

活で色んなお友達と出会い、時には沢山ぶつかり、その都度思いを伝え合ってきたからこそ、このような姿

が見られたのだとと思います。これからも、そんな瞬間を大切に過ごして行きたいと思います。 

椿の知らせ 
２月号 

 椿組クラス通信 

担任：吉田 真侑 

今月の主な遊び・活動 

 

 


