
 

 

  

 １月は学級閉鎖で数日間のお休み、ご迷惑をおかけしました。２、３月と

体調管理に努めながら元気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。さて、今月は造形展があります。子どもたちは、星組で

新しく出会った人やモノとの関わりを通して感じた事を、様々な方法で表現

することを楽しんできました。時には、どう表現していいか悩むこともあっ

たことでしょう。考え、お友達のアイディアを面白がり、刺激を受けながら

うまれた遊びの軌跡。みんなの素直で繊細でダイナミックなそれぞれの表現

を楽しみにしておいてくださいね。今月も張り切って参りましょう！ 

 

 

 

 

 

今月の主な保育内容 

・引き続き縄などの手具で遊びます。→そこからしっぽ取り

鬼ごっこの遊びに繋げていきたいと思います。 

・土粘土をつかって遊びます。 

 

 

縄で遊ぼう 

体育遊びでは縄を使って遊びました。縄遊びといえば

縄跳びですが、今回は縄を様々な方法で試して遊びま

した。まずはくくられた状態の縄をみんなの頭の上へ

…。落とさないようにバランスを保つ。それだけでもド

キドキ。面白い。次はそのまま立ってみる。落ちない！

驚異的なバランス能力です。そのまま歩いたり回って

みたり、お辞儀まで。さすがに落ちるよね～。なんて言

ってると、「こうやってしたら落ちひんで。」と頭を動か

さずにお辞儀する子も現れました（笑）そこからは思い

切り上へ投げ、落ちてきたものをキャッチ。と繰り返し

遊んだり、縄がほどけてくるとそれを使って自分の入

るお家を作ったり。そうなると、みんなの縄をくっつけ

てみたくなり、みんなの歩く道が出来たり…。と様々に

展開しながらずっと遊びが続いていきました。一つの

遊び方にとらわれない面白い時間になりました。 

スタンピングで積み上げよう。 

グラウンドへ出て塔を観察していると、自分た

ちでも作ってみたくなり、お部屋にあるものを使

い積み上げる遊びが始まりました。「塔は積み上げ

て作るんだね。」と紙の上でもスタンプを積み上げ

てタワーを作って遊んでみることにしました。ス

タンプなので、押し方を色々試しており、「こうや

ったら、どうなると思う？」とコロコロ転がした

り、強くこすりながら押したりと、押し方一つで

も様々な遊びが見られ、私の想像を超えるみんな

の工夫に今回も驚かされました。 

防災訓練を行いました。 

１月１７日。子どもたちと、もしもの事を想定し

た避難訓練を行いました。まずは、昔に起きた地

震の事を伝えました。子どもたちの顔は真剣その

もので、その後に知っていることを沢山発言する

姿が見られました。火災訓練の時と同じ『おはし

も』の約束をもう一度思い出し、地震の時の身の

守り方を学びました。訓練のあとは、防災グッズ

を確認したり、実際に防災グッズの体験をし、使

い方も学びました。本当に起きてほしくない事で

すが、命の守り方を知り、備え、過ごしていきた

いです。今後もどうか、平和に過ごせますように。 

静電気と電気って同じ？？ 

静電気のバチっとする驚きや、くっつく面白さを感

じ遊んでいた子どもたち。静電気って電気って名前

だけど、光ったりするの？とお部屋にある電気へ興

味がうつりました。電気はどうやって来るのか？と

話になり「外にある、電信柱から来るねんで。」と子

どもたち。近くには大きな鉄塔もあるので、それにも

興味津々で、改めて感じる大きさや、「あそこに人が

さ、登ってるの見たことある！」とお仕事をする人の

事も思い出しました。「今も電気が通っているのか

な。」と電信柱を眺めてみる姿も見られ、「電気は目で

見えるの？」と新たな疑問もうまれています。 

 

～お願いします～ 

・最近、メモやシールなどお友達にあげたり、交

換する姿が見られます。お家からの持参物は、ト

ラブルに繋がりますので、もう一度、持ち物につ

いて子どもたちと確認してあげてください。よろ

しくお願いいたします。 

 

 

天体観測 

２月号 

星組クラス通信 

担任：久川純奈 



 

 

  

 厳しい寒さが続いていますが、皆さまお変わりありませんか？先月は、

インフルエンザの流行に伴い、急な学級閉鎖でご心配をお掛け致しまし

た。３日間の学級閉鎖の後、子ども達の体調もすっかり回復し、雪組の

お部屋には、子ども達の元気いっぱいな声が戻ってきました。そんな子

ども達と過ごす日々も残り僅か。最近は、「もうすぐで年長さん！」「次

は○○組がいいな～」といった話をしていることも多くあります。進級

に向けてだんだん期待が膨らんでいるようです♪ 

 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 

・土粘土で遊びます。 

・身近にある廃材を使って遊びます。 

・グループのお友達と自然物を使って遊びます。 

 

 

色んなポーズのデッサン人形！ 

 音楽会での言葉遊びをきっかけに、自分で考え

た面白いポーズをしてみたり、身近にある標識の

マークにも興味が広がり、園内の色んなマークを

探してみたり…とたくさん遊んできた子ども達。

そんな中、腕や足を自由に動かすことが出来るデ

ッサン人形をみんなに紹介してみました。すると

早速、様々な方向に手足を動かし、色んなポーズ

を作って「これは何のポーズでしょう？」と、ク

イズ大会が始まりました。それからは、何度も何

度も面白いポーズを作って遊んでいましたよ。 

縄で遊ぼう！ 

 子ども達が毎週楽しみにしている体育遊び。サーキ

ットや鬼ごっこなど、色んな種類の身体を動かす遊び

を楽しんでいます。そんな中、先日は、縄を使って遊

びました。縄を使って遊ぶといっても、始めは結んだ

状態からスタート。縄を頭に乗せてそーっと歩いてみ

たり、ボールのように投げて遊んでみたり、縄を回し

て飛ぶ以外にも、沢山の遊び方があります。子ども達

も、縄を投げて帽子でキャッチしてみたり、落ちてき

た縄を蹴ってみたりと、自分が思いついた方法でさら

に遊びを広げていました。誰かに言われるのではな

く、自分で考え試してみる、そんな姿に、子ども達の 

成長を感じた時間でした。 

その名前は…？ 

 子ども達が自由に手に取って遊んでいるデッサ

ン人形。「また変なポーズにしてる～！」と、手

足を動かして遊ぶ度に、子ども達からは笑い声

が聞こえていました。そんなある日、「この子に

名前つけてあげよう！」と、子ども達から提案

がありました。そこでみんなの意見を募ってみ

ることに…！すると、沢山の素敵な名前のアイ

デアが出てきました。その中から、みんなで話

し合い、『ごりごりほねくん』という名前に決定

しました。それからはより一層愛着を持って遊

んでいます♪ 

丸めて積んで…？ 

 これまで紙を使って様々な遊びをしてきまし

たが、先日は、紙帯をくるっと丸めて作った

筒を沢山積んで遊んでみました。すると…な

んだか面白い形に！？子ども達は、筒を沢山

作り、「今度はどこに乗せようかな？」 と、

夢中になって遊んでいました。中には、「一緒

にやろう！」と声を掛け合い、４人で協力し

て遊ぶ子も。その日の活動の時間が終わって

からも、「まだ続きする！」「もっと大きくす

る！」 と、何日も継続して遊ぶ姿がありまし

たよ。思いが込もった素敵な作品が出来上が

りました。 

お願いします 

 日々沢山の素材集めへのご協力ありがと

うございます。今月も空き箱や不要なタ

オルがありましたら、お持ちいただける

と嬉しいです。 

 

 

 

 雪組クラス通信 

担任：村中千秋 

 雪 景 色 

２月号 

 



 

 

 

 

 

 

  

 日を増すごとに寒さが厳しくなってまいりましたが、皆様いかがお過ごし

でしょうか。数年ぶりのインフルエンザの流行にはまだまだ油断できません

が、今月も感染対策を徹底しながら楽しい時間を過ごして参ります。 

 最近は子どもたちから「もうすぐ年長さんやから。」という言葉が出るよう

になりました。「こんなんできるで。」と得意げな顔で作ったものや、出来る

ことを見せてくれることが多く、そんな姿がとても頼もしいです。月組で過

ごせるのもあと少しと思うと寂しさが増しますが、年長さんに向けてさらに

新しい経験を積み重ねて参ります。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      

2 月号 

今月の主な遊び・活動 

・土粘土であそびます。 

・カードゲームや鬼ごっこなどの、 

ルールのあるあそびを楽しみます。 

 

 

 

たくさん跳べたよ！ 

 最近の月組さんでは、大縄跳びが大人気です！

「１・２・３…」と自分の番を待つ間は回数を数

え、「たくさん跳べたね！」とお友達の成功を一

緒に喜び合っています。「次は５０回跳びたい！」

と遊びを重ねるごとに意欲も増しているようで

す！そんな時体育あそびで國田先生に跳ばずに

縄で遊ぶ方法を教えてもらった月組さん。頭に乗

せてバランスを取ったり、ボールみたいに投げて

みたり…「縄の道がつながった！」と自分たちで

遊びを作り出す姿もあり、まだまだ遊びの幅が広

がって行きそうです。 

鏡ってふしぎ！！！ 

 大好きなお給食の時間。「動く度顔が伸びたり、縮んだ

り…。」やかんに映る顔が不思議なことに気が付きまし

た。「テレビが真っ黒の時も顔うつるで！」「窓にもうつ

ってた！」「ほかには何にうつるかな？」ということで、

鏡探しがスタート♪部屋中のものに顔を近づけてみた

り、お部屋だけでは飽き足らず外にも探検しにいったり

…。たくさんのうつるものを見つけました     

きらきらの宝石！ 

「土の中にあるはず！」とずっと探してきた

ダイヤモンド。外遊びの度に地面を掘ってみま

したが残念ながら見つかりません…。「ないな

ら自分たちで作ろう！」ということで、石に絵

の具を塗ってオリジナルの宝石を作りました。 

「これはエメラルド。」「これはお母さん宝

石。」と塗りこむ過程で想像が膨らみ、それぞ

れのオリジナル宝石が完成しました。「早くマ

マとパパに見せたい！」と造形展で見てもらえ

るのも今からとても楽しみにしています。 

形が変わった！ 

鏡で遊んでいると、壁や天井に反射して

光の形ができることにも気が付きました。

壁にうつる光がロケットに見えたお友達は

「びゅーん！」と勢いよく動かして見立て

遊びを楽しみました。さらに別の方向に鏡

を傾けると次は船の形に見えてきたり、 

お友達の光と鬼ごっこを 

したり…試しながら遊ぶ姿 

があります。 

お願いします 

いつもご協力ありがとうございます。不

要なボタンやビーズ等小さい素材があ

りましたらお持ちいただきたいです。 

 



 

 

  

 肌を刺すような冷たい風に真冬を感じながらも、子ども達の元気な声

に不思議と寒さを忘れてしまいます。3 学期になり、少しずつ年長を意識

した取り組みを始めています。新しいグループの名前のテーマを皆で決

めた後に、グループの 4 人で話し合い、子ども達だけでグループ名を決

めてみました。すると、「おすしグループはどう?」「○○君はどう思う?」

と、自分の意見を押し通すのではなく、友達の意見を聞いたり、相談しよ

うとする姿がほぼ全てのグループで見られ、友達の気持ちに寄り添った

り、皆で一つの事を成し遂げようとする力が育ってきたことを感じまし

た。残り 2 か月弱の花組生活、心身共に更に成長できるよう見守り、充

実した日々を過ごしたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

・土粘土の感触を楽しみながら遊びます。 

・「おいも鬼ごっこ」から「しっぽ取りごっこ」へ

と展開します。 

・植物を枯らすことなく保存できるハーバリウム

やテラリウムを作ってみます。 

 

 

先月のおたよりでも紹介しました、影遊びです

が、園内の様々な所に色のついた影を見つけま

した。そこで、光に様々な物を当て、影を作れ

る影コーナーを作りました。「見て!ここに当て

たらこんな形やけどこうしたら形変わるねん!」

と、光の当たり方によって影の形が変わったり、

色付きのセロファンを当てて 

影に色が付いたことを 

喜びながら遊んでいます。 

会話の結果、カマキリを火葬する事にしまし

た。カマキリと、エサ、お花などを一緒に燃

やし、火が消えるまで皆で見守りました。「煙

出てきた!天国に上って行ってる!」と、煙の

行方を考えたり、手を合わせて「今まであり

がとう。天国でも元気でね。」と、お祈りし

ました。 

・いつも沢山の廃材をありがとうございま

す。ハーバリウムやテラリウムに入れられ

るような、ビーズなどの細かい素材、ドライ

フラワーなどがありましたら持って来て頂

けると助かります。宜しくお願い致します。 

Happy Flower 
２月号 

花組クラス通信 

担任：末吉奏絵 

お願いします 

 
今月の主な遊び・活動 

 

 

カマキリさんさようなら 

2 学期から大切に飼っていたカマキリが冬休み

明けに死んでしまいました。かなりの長生きで

したが、一緒に過ごす時間が長かった為、皆も

とても悲しみ「もう梯子のぼられへんのか。」「も

うコオロギ食べへんの?」と、カマキリの為に作

った梯子の思い出や、餌を捕まえ、食べさせて

いた思い出を振り返りました。てっきり埋めて

あげようという言葉が出てくるかと思っていま

したが、会話の中で出てきた言葉は「生きてる

ときは魂っていうのがあって、死んだら燃やさ

ないと魂が天国に行かれへんねん。」「生きてる

っていうのは心臓が動いてるという事!」と、熱

く語ってくれる子が居り、法座を聞いているよ

うでした(笑)年中の時期で、死への理解がどこ

まであるのかという私の疑問から会話へ繋げま

したが、子どもの中で理解の差はあっても、皆

が集中して友達の話を聞いたり、心臓に手を当

て、「動いてる!生きてるってことやな!」と、自分

の命を感じたりする、とても貴重な時間になり

ました。その後は「もうすぐ天国に連れて行っ

てあげるからね!」「天国には僕のおじいちゃん

もいるから寂しくないよ。」と、カマキリに声を

掛ける姿がありました。 

カマキリさんさようなら２ 

影コーナーが出来ました 



2 月号 

 

 

 

 

 

  

 体の芯から冷える様な日が続いておりますが、皆様お変わりありませ

んでしょうか。風邪も流行っていますので、体調管理に気をつけていき

たいですね。 

 先月、年長さんまであとどのくらいの期間なのかを話していた時に、

「寂しいなあ。」「お友達と同じクラスにしといてな！」という声と「め

っちゃ楽しみ♪」という声があり、やはり期待と不安と寂しさを感じて

いた子ども達でした。「年長さんではこんな事があるねんて！」と聞い

た事や知っている事を伝えてくれる子も。この先も、憧れを抱きながら、

自信を持って過ごしていける様、関わっていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

hatOVER 

鳩組クラス通信 

担任 白岩千春      

今月の主な遊び・活動 

・グループの友達と土粘土で遊びます。 

・縄を用いて体育遊びをします。 

 

 

 

造形展いつなん？ 

タイトルのセリフが聞こえてきた１月。

お部屋に少しずつ展示される作品を見て、

造形展が近づいているのでは？と察知し

た様です。２月にある事を伝えると、その

日から、お家や預かり保育で作った物、コ

ーナーで作った物を持ってきては、「先生、

これも造形展の時に飾ってて！」「これも

見てもらったらいいんちゃう？」「００く

んの作品面白いから、飾ってもらい！」と

飛び交う日々です。見てほしい気持ちが溢

れ出す子ども達。又、過去の作品を眺めな

がら、「こんなん描いたなあ。」「私、この部

分作るの難しかったん覚えてる。」「００ち

ゃんのこの絵、素敵⭐︎」と自分達で振り返

り、言葉を交わしています。子ども達の思

いがギュッと詰まった作品を造形展当日、

お楽しみにしていてくださいね。 

ロケット作ろう！ 

２学期の遊びの続きがしたくなった鳩組さ

ん。どんな物を用いてロケットを作るのかを

話し合いました。アトリエに素材も見に行

き、「これはいる。」「こっちはもう少し頑丈

じゃないとあかんからいらん。」とお友達と

確かめ合いながら持ち寄り、いざスタート！ 

「こっち押さえてて。僕が紙伸ばすから。〇

〇くんはテープ係な。」と役割分担したり、

率先して指示を出すリーダーが誕生したり、

「あ、そこちょっと長いで。」と俯瞰で見て

現場監督の様に指示を出す子も、それぞれの

楽しみ方・参加の仕方で作っています。 

早く飛び立ちたい！そんな思いはみんな同

じの様で、未完成のまま「出発します！３・

２・１しゅっぱーつ！」と矢印のスイッチを

押して飛び立つ毎日です。しかし、「あ、棚

が壊れました。地上に戻って修理しましょ

う。」「こっちは壁が剥がれています。戻りま

しょう。」と飛んでは戻りの繰り返し（笑） 

さて、いつになったら目的地に辿り着くので

しょうか・・・ 

自分のことは自分で出来る！ 

「家に帰ったら、洗い物を出して、洗濯物は洗濯機

に入れてる。次の日の用意も自分でしてる。」と何

気なく話していた子の言葉で、皆もスイッチオ

ン！！僕は、私は・・・とお手伝いをしている事を

沢山教えてくれました。物の管理、整理整頓（丁寧

に）などなど・・・今後に向けて、改めて見直して

いきたいです。 

お願いします 

風邪や寒さで、鼻水が出ることが増えている

かと思います。園でも鼻のかみ方を伝えてい

ますが、ご家庭でも、自分で出来る様に声か

けをよろしくお願いいたします。又、便が出

た際の拭き方についても同様に、声かけや 

、見守りをお願いいたします。 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 本格的な冬の寒さとからっと、乾いた風が身に染みる今日こ

の頃。空組の子どもたちは寒さを吹き飛ばすくらい元気に身体

を動かして遊んでいます。お外遊びでは、大繩跳びにも興味を持

ち、揺れる縄を飛び越えたり、回る縄の中で何回飛べたか数えて

見たりと新しい遊びにも挑戦して遊ぶ姿が見られます。 

今月はいよいよ造形展もありますね。関係が深まってきた今だ

からこそ、作品を見せ合ったり、一緒に作り上げる面白さを楽し

む子どもたち。そんな遊びの姿を少しでも感じていただける日

になればいいなと感じています。今月もどうぞよろしくお願い

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

どれみふぁそらいろ 

空組クラス通信 担任葛木裕子       

２月号 

今月の主な遊び・活動 

・土粘土で遊びます 

・鍵鬼に挑戦します。 

 

 

 

とんとんとん！ 

今度は本物のくぎ打ちにも挑戦！！ 

 １学期からおもちゃのくぎ打ち遊びが大好き

な空組の子どもたち。２学期から壁のコルクボ

ードに画鋲を打って遊ぶなどたくさんくぎ打ち

に触れて遊んできました。そんな空組さんだか

らこそ本物のくぎと金づちを使って遊べるコー

ナーを作ってみました。慎重にくぎを差し、力

いっぱいに叩く音がお部屋に響きます。 

 木と薄い木片を合わせてくぎを打つと橋渡し

のように繋がることも伝えてみたところ、いろ

んなところに枝分かれをして繋がっていきま

す。気分はすっかり大工さんの子どもたちなの

でした。 

お芋鬼ごっこをしよう 

３学期、新しい体育遊びの一つとしてお芋鬼

ごっこに挑戦しています。鬼にタッチをされ

たらお芋に変身して、味方が抜いてくれると

また逃げられるという遊びです。回数を重ね

るごとに「お芋になっちゃったから助け

て！！」「待っててな！」と、ちらほら頼もし

い声が聞こえてきます。遊びを通してお友達

を思う気持ちをたくさん感じた瞬間でした。 

どんなおうちが出来るのかな？？ 

 ある日、幼稚園のすぐそばのおうちが工事

していることに気が付いた空組のお友達。 

ちょうど大工さんが金づちを片手に屋根に

上って鉄骨を打ち込んでいるところでした。

そんな大工さんの姿に 

「あれ！空組にもあるやつや！！」 

「屋根で何してんねんやろ？？」と気になる

子どもたち。毎日、工事の様子を観察しては、 

「どんなおうちができるかな？」 

「次はピンクの可愛いおうち 

かも」とお友達と話しながら 

想像を広げて楽しむ空組さん 

でした。 

 

 たくさんの素材集めにご協力いただき 

ありがとうございました！！ 

 造形展に向けてたくさんの素材集めにご協力

いただきありがとうございました。引き続き遊

びに使いたいと思いますので、不要な空き箱・

タオルやビーズなどござい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。 

 

年長さんに向けて、正しいお箸の持ち方や身だし

なみを自分で整えられるよう、取り組んでいます。

ぜひご家庭でも一緒に声をかけてあげてくださ

い。 

 

 


