
 

 

  

  先月は雪が降る日もあり、体の芯まで冷えるような寒さが続いてい

ますが、皆様体調はいかがでしょうか。今年はインフルエンザも流行

しているので、改めて、日々の対策を丁寧に心掛けていきたいと思っ

ています。さて、そんな冷え込む毎日ですが、うさぎ組の子どもたちは

エネルギーに満ちています(^^)/あまりにも寒い日には「今日のお外遊

び行く？」と確認したのですが、迷うことなく行く方を選んでいまし

た！今月は３大行事の一つ、造形展があります。子どもたちの表現を

通して、たくさんの成長を一緒に感じてもらえたらと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

・いろいろな素材を組み合わせて遊ぶことを楽しみます。 

・土粘土の感触を味わいながら、自分なりに形を変えて 

表現することを楽しみます。 

・ルールのある遊びの中で、困ったことなどもみんなで出し

合い、先生やお友達と一緒に解決策も考えてみます。 

「色」をいっぱい集めよう！ 

 ２学期も色をテーマに様々な遊び方をして

いましたが、最近は、「保育室内で／園庭で」

というように場所を決めて、その中での色探し

をして遊んでいます。場所によって、見つかる

ものの種類も違って、外遊びの時にはたくさん

の葉っぱや枝などの自然物が集まりました。こ

れは「○○色！」と見つけたものを色分けして

いく中で、中には２つの色が混じったものがあ

ったり、判断が難しいものも…。微妙なニュア

ンス等、色そのものの面白さも感じています。

また、集めたものを並べたり組み合わせたりし

て、次の遊びにもつなげていく予定です♪ 

お給食の時間 

幼稚園生活の中で楽しみにしている子も多い

お給食の時間。１学期初めに比べると、食べる量

も全体的に増えてきていて、苦手なものも少し

ずつ挑戦できるようになっていたり、すごく変

化を感じています。また、３学期もお箸タイムも

設けているのですが、日に日に上達してきてい

ます！好き嫌いもお箸も、「今日はもうちょっと

頑張ってみる！」という子ども本人のやる気が、

何よりもの成長に繋がっているのだなと感心し

ています。 

どんな音が聞こえる？ 

リトミックなどでもいろいろな音楽遊びを

してきていますが、先日、降園前の絵本の時間

に絵だけの絵本を読んでみました。初めは、子

どもたちも気付いておらず、「先生早く読んで

よ～」と言っていたのですが、私が「聞こえ

た？」と聞いてみると、「うんうん、聞こえ

た！」とわくわくした様子で手を挙げてくれ

ました。同じ汽車の絵を見ていても、「ポッポ

ー！！」と擬音語で教えてくれる子もいれば、

「○○を運んでいますよー！」とセリフ風に

お話してくれる子もいて、どの表現も面白く

て、思わず笑い声が起こっていました。 

 

お空の世界にも地図がある！？ 

空を飛んでいる飛行機やヘリコプター、鳥など

を見つけると、お外遊びの途中でも思わずみんな

で空を見上げる時間ができるうさぎ組さん。ふと

「どこに行くんかなー？迷子にならないのかな

ぁ。」と話してみると、「地図があるねんで！」と

返ってきました。でも、地図ってどんなものかを

聞くと、教えてくれたのは「え、お母さんが携帯

で見てるやつ」と。笑ってしまいましたが、まだ

まだ大人が持つイメージとは異なります。絵本等

も使って、今深めているところです。 

たくさんの素材集めにご協力ありがとうご

ざいます。ビーズやスパンコール、ボタンな

ど「小さくてキレイなもの」も集めています。

もし不要なものがありましたら、よろしくお

願いいたします。 

 

うさぎくらぶ 

」 
２月号 

うさぎ組クラス通信 

担任：柴田沙耶 

 

 

お願いします 

 

今月の主な遊び・活動 

 

 



 

  

ひよっこ便り 

ひよこ組クラス通信 

担任 高柴 菜都乃      

２月号 

今月の主な遊び・活動 

・土粘土で遊びます。 

・絵の具で色作りをしたり実健コーナーを用意します。 

・じゃまじゃまマンからお芋おにごっこに発展していきます。 

 

 

 

僕たち、私たちもじゃまじゃまマンに変身！ 

子ども達が大好きで２学期から継続して遊んできた

「じゃまじゃまマン」。最近では、先生だけでなく、グ

ループごとにじゃまじゃまマンになったり、鬼役にも挑

戦しています。ただ遊ぶだけでなく、途中で困った事な

どないか、皆で集まって話す時間を設けたり、ルールを

再確認しながら、遊びを進めていっています。体育遊び

がない日も、外遊びにいくと、自然と集まり「じゃまじ

ゃまマンしよ～。」と遊びがスタートしています。「誰が

鬼役する？」自分達で話して決めようとしたり、そんな

姿にも成長を感じ、最近はすぐに間に入らず、そっと見

守ることの大切さも感じています。 

 １年で最も厳しい寒さが続く2月。体調を崩しやすい時期ですが、お

変わりありませんか。この間新年を迎えたと思いきや、あという間に１

ヶ月が経ち、ひよこ組での生活も残すところ２ヶ月となり少し実感が湧

いていました。そして今月は初めての造形展もあり、４月からの子ども

達の遊びの過程や成長した姿を作品やドキュメンテーションを通して、

じっくりと見て頂ければと思います。造形展当日には、遊びごとに子ど

も達がどんな思いを持って取り組んでいたか等、保護者の皆様にもゆっ

くりとお話できればと思います。当日をどうぞお楽しみに！ 

 

 

 

 

 

おばけさんから守るキラキラパワーのお守り作り 

 おばけの話題で盛り上がっていたひよこ組さ

ん。絵本や写真で色んなおばけがいることを知り

ました。子ども達の中で、おばけは明るい所（太

陽の光）やキラキラした物を見ると、姿を消して

しまうという考えがあるみたいでした。「おばけ

顔が怖いから会いたくない…。」ということで、

おばけが苦手なキラキラパワーのお守りを作るこ

とにしました。完成すると実際に太陽の光にもか

ざしに行き、「これがあればもう大丈夫。」と心強

いアイテムができ、ホッと一安心です♡ 

りんごちゃんはどこに行っちゃたの？ 

プロジェクトの始まりでもあるりんごちゃ

ん。夏頃には沢山実っていたりんごちゃんもい

つの間にか木から姿を消し…。 

そのことについて子ども達と会話していると、

「寒いから木の中の方にちっちゃくなって隠れ

てるんちゃう？」「暖かくなるまでパワー溜め

てると思う。」と色んな声がありました。「そう

いえばダンゴムシもいなくなったね。」と話は

広がり、土の中の話や冬眠についても興味が広

がっています。 

お願いします 

衣服の裏返しや、自分で食事を

最後まで食べられるよう、おうち

でも引き続きお願いいたします。 

 

   子ども達の遊びの記憶 

造形展に向けて、１月の半ばくらい

からカーテンを吊ったり、壁に１学期

からの作品を飾っていってるのです

が、その作品を見て、「私が描いたりん

ごちゃんの絵や。」「この絵の具のやつ

楽しかったな～。」など、友達と話す姿

をよく見かけるようになりました。「マ

マ達に早く見せたいな。」と楽しみにし

てくれているようです。子ども達に是

非、解説してもらって下さいね。 

ひよっこ便り 

２月号 

ひよこ組クラス通信 

 

担任 高柴 菜都乃 
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 雪が舞い散る日も度々訪れるようになり、真冬らしさを感じる今日この頃。

保護者の皆様、お変わりはございませんでしょうか。 

 子どもたちは寒さに負けず、風が吹いている日は風に身を任せるかのよう

に駆け回ったり、紙飛行機を思い切り飛ばしてみたりと、風を利用しながら

お友達と楽しみを共有し合っているようです。このように風が強い日には「先

生！神様が上からバッサバッサってしてるんちゃう？」とお空の上の神様の

ことを教えてくれるお友達がいました。子どもたちのイメージする世界が面

白くて微笑ましく会話を楽しむ毎日です。今月も不思議・面白い発見を一緒

に楽しんでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

アヒルのお話 

アヒル組クラス通信 

担任：長谷川衣里 

今月の主な遊び・活動 

・土粘土で遊びます。 

・絵具で大きい描画をします。 

 

 

 

雪のこぼうずはどこからやってくるの？ 

季節の歌『雪のこぼうず』。「雪のこぼうずってなんなん？」「どこにおるん？」そんな声があり、

歌詞を覚える意味でもみんなで絵と情景をイメージし合いながら、お話の時間を楽しんでいまし

た。お空から降ってくる雪。じゃあ雲の上はどんな世界が広がっているのかな？と投げかけてみ

ると、「お空の上には神様がおる！」と教えてくれたお友達がいてとても驚きました。神様の中で

も色々な神様がいることを伝えてあげようと考え、『風神雷神』の写真を紹介してみました。そう

すると、「怖い！」「変な顔！」「神様やのに何で怒ってるん？」「神様ってもっと可愛いと思って

た。」などなど興味深い感想がたくさんでした。（笑）神様の表情、持っているものの意味、細かい

ところに注目してみると、見えない世界だからこそ広がる疑問、不思議がいっぱいで興味津々な

姿を見ると、私自身もとても楽しく会話をしておりました。雪のこぼうずから始まり、神様、空の

世界へと繋がり、色々な気象へと興味が広がっているところです。今月は造形展も控えておりま

すで、このお話をきっかけとした子どもたちの作品も是非楽しみにしてあげてくださいね♪ 

  

 

 
雪のこぼうずがやってきた！ 

先月末大寒波と言われとても寒い日が続きまし

たね。そんな中、雪と実際に触れ合う、感触を

楽しめるコーナーとして、手作りの雪を作って

みました。みんなでこねてこねて…固めて固め

て…「雪だるまでーきた！」「フワフワで気持ち

いい。」「本物の雪みたい！」と嬉しそうに感触

遊びを楽しむ姿がありました。 

 

もっと遠く！ 

アヒル組さんの中で紙飛行機が大流行中で

す。そんな中、思い切り飛ばせる環境で楽し

める方法はないかと考え、ポイントの線を作

ってみました。気が付けばいつの間にか線が

増えており、見てみると子どもたちが自ら描

いたものが貼られていました。自分たちで遊

びを工夫しあう姿に感心します。紙飛行機を

投げる動き、たくさん遊びを重ねることで身

につけていって欲しいです☺ 

 

お願いします 

いつも素材集めにご協力いただきありがとうござ

います。今月は様々な大きさの瓶を募集したいと思

います。不要なものがありましたらご協力のほどよ

ろしくお願いいたします。 
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 雪が舞うほど寒い日もありますが、皆様お変わりありませんか。３学期

に入り、以前までは、「手伝って～。」と言っていた朝のご用意や給食など

を自分の力で頑張る姿が増え、「凄いね。いつの間に出来るようになった

の！？」と、少しオーバーリアクションで伝えてみると、「もう４歳だから。」

と話す子ども達。その表情が何とも誇らしげで、とても微笑ましいです。

お兄さん、お姉さんという気持ちが自信に繋がっているようですね。また、

友達同士のやり取りの中でも、「こうしよう。」と、提案したり、困っている

子がいると、「大丈夫？」、「どうしたの？」と聞く姿があり、子ども達の心

の成長をひしひしと感じます。今月もよろしくお願いいたします。 

今月の主な遊び・活動 

・土粘土を使って遊びます。 

・ワイヤーを使って、様々な素材を通したり、形を変化させ

て遊びます。 

ある日の会話 

「お空まで行って雲を触りたい！」という思いを持って

いるパンダ組さん。ある日、会話の時間を始めようとす

ると、「今日は雲のお話しよっか！」と、一人の子から提

案があり、その子が話始めると、次々に子ども達から雲

について会話が始まっていきました。子ども達から、「こ

の話をしたい！」という思いがあふれ出たことがとても

嬉しく、今日は、みんなが話したい気持ちの日なんだろ

うなと、聞き役に徹すると、自分の気持ちを聞いてもら

えたことがとても満足！という表情でした。じっと聞い

ていた子も、「○○くんの話面白かったな。」と後で話に

来たりと、じっくりと聞く時間を楽しんでいたのだなと

感じました。 

雲触っちゃった！ 

紙帯の遊びをした数日後、「凄いもの見つけちゃ

った！」と、子ども達に話し、ぎゅっと握り締め

た両手を開くと、中からふわふわの綿が。「わ

ぁ！雲だ！」と歓声が上がり、「本物！？」と、

びっくりしている様子。「これは雲にとっても似

ている綿なんだ。」と、子ども達に話すと、「ふわ

ふわだぁ。」、「雲と一緒だね。」と、とても嬉しそ

うな表情で感触を楽しんだり、頭に乗せたりして

遊んでいました。遊びの後 

は、「雲ちゃん、また遊ぼう 

ね。」と、話す子もいました 

♪ 

 

空まで届くロープ 

ある日の朝、「先生、これ飾って。」と、紙帯を長く

繋げてたものを見せてくれる子がいました。 

長い紙帯を天井からぶら下げると、それをじっと

見て、「これで空まで行けそうじゃない？」と、ぽ

つりと呟き、名案が浮かんだ！という表情をして

いました。全体活動でも、この遊びをしてみると、

どんどん長くなっていく紙帯に、子ども達のわく

わくした気持ちは高まっていき、最後には屋上か

ら垂らしても、地面にしっかりとつくほど長くな

りました。「飛行機に引っ付けて、このロープで雲

を触る！」と話す子もいて、子ども達の夢はまだ

まだ広がっています(^^) 

おひさまのパワー 

最近はおひさまにも興味を持っている子ども達。絵本

に出てくるおひさまの周りのピカピカは何なんだろう

と、子ども達に聞いてみると、「キラキラしてるってこ

とだよ。」、「元気っていう証拠！」、「めっちゃ熱いパワ

ー。」など、お話が出てきました。話の中で実物も見た

くなった子ども達とウッドデッキに出てみると、「眩し

すぎる！」、「パワーありすぎ！」と、おひさまのパワー

にびっくり。そっと子ども達の頭に触れると、ぽかぽか

と温かくなっていて、その事を伝えると、「おひさまの

パワーだ！」と、友達同士で触り合いっこをしていまし

た。それがとても楽しかったようで、「おひさま 

どこだ？」と、毎日、空を見上げています。 

お願いします 

トイレットペーパーの芯や不要になったボタ

ン、ビーズ、タオル(雑巾として使用します)を

集めています。ご家庭にあればご協力お願い

いたします。 

ぱんだ 

KOPANDA 

 
２月号 

パンダ組クラス通信 

担任：上野 絢子 



２月号 

 

 

 

 

 

   

こあらスマイル 

雪が降り、園庭のビオトープが凍ってしまうほど、寒い日が続い

ていますが、みなさま体調を崩されたりしていませんか。最近のこ

あら組さんは、「先生、なんでそうなるん。」「○○やってみたいん

やけど。」と、気になることや、挑戦してみたいことがあると、意

欲的に伝えにきてくれます。試してみる事で、子ども達の新しい知

識となり、次の挑戦へと繋がっています。これからも、子ども達と

色々なことに、チャレンジしていきたいと思います。 

今月もどうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

こあら組クラス通信 

担任 中井 奈津実       

今月の主な遊び・活動 

・しずくちゃんを作って遊びます。 

・土粘土を使って、自分のイメージしたものを作ってみます。 

・ 

 

 

葉っぱ研究所 

秋頃、綺麗な色の落ち葉を沢山集めて、色の

美しさや、形の面白さを楽しんでいました。

そこから、葉っぱに興味を持つようになった

こあら組さん。葉っぱのことを、もっと沢山

知ってほしいと思い、園庭にある葉っぱを集

めて実験遊びをしてみました。ライトテーブ

ルの上に置いて、透かしてみたり、ちぎった

葉っぱと水を袋に入れて、色水を作ったり

“どうなるのかな？”という、子ども達のわ

くわくする気持ちを大切にしながら、葉っぱ

を使って、沢山遊んでいます。 

虹を作ろう 

２学期から、こあら組のお部屋に“サンキャッチャー”を飾っています。太陽の光がクリスタル

の部分に当たると、お部屋の中がミラーボールの光のように、キラキラと輝く虹色の光が現れま

す。光の当たり方や天候で、虹色の光が、出てきたり消えたりするので、子ども達は「わぁー！

今日は、虹色出てきた。」と、いつも、不思議そうに眺めたり、光を捕まえようとしたりしていま

す。その光を見て「先生、虹を作ってみたい。」という、お話が出てきたので、みんなでも作って

みることに。どうやって作ろうか、話し合っていると、「虹って何色からできてるんだろう？」と

ういう疑問が出てきました。「虹の光見て見よう！紫と青と緑とオレンジと黄色と赤がある。」

と、じっくり光を見て、見つけた色を教えてくれました。それを聞いていた子が、「先生、これオ

レンジ色やで。」と、おままごとコーナーからオレンジの具材を持ってきてくれました。そこか

ら、お部屋にある、虹の色の物を集めて、虹作りがスタートしました。「大きい虹作ろうな。」と

みんなで協力しながら、楽しく作っています。（造形展で展示予定です。） 

 

しずくちゃんが凍っちゃった 

雪が降った日、「雪って何でできてるのか

な？」という、お話になりました。色々話して

いくうちに、「しずくちゃん（雨）が、寒いか

ら固まって落ちてくる。」という、答えになり

ました。また、「しずくちゃんは雲の中にいて

て、雲の中には水がいっぱいあるねん。」と、

お話してくれる子もいました。雨になったり、

雪になったり、しずくちゃんが様々なものに、

変身するので、子ども達はより、しずくちゃん

に興味を持ち、大好きになりました。 

お願いします 

靴下が汚れることが多いので、着替え

袋の中に、靴下を常時入れておいて下

さい。 

 



 

 

  

 厳しい寒さが続く今日この頃、子ども達は毎日ひんやりとした空気を

肌で感じたり、吐く息の白さを楽しんだりと、小さな身体で季節を感じ

ながら過ごしています。 

 最近のひばり組さんは、新しいお友達も増えて、より友達の事を考え

て、何かをしてあげようとする姿が見られます。もうすぐ一年という事

もあり、大好きな仲間と一緒に過ごす事に安心感を持っているのを感じ

ます。あと２か月で、このメンバーでのひばり組さんが終わると考える

と、寂しい気持ちですが、残りの時間も大切に過ごしていきたいと思い

ます。２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 

・土粘土の感触を楽しみながら、遊びます。 

・「アリの巣」から繋がったテーマで遊びます。 

 

 

 

新しいお友達がやってきた！ 

 ひばり組さんに新しい男の子のお友達がやってきま

した。子ども達には、その子が来る前から名前を紹介

したり、「お片付けの場所とか、色々教えてあげて

ね。」とお話していました。 

 そして、その当日、お互いに緊張する様子も見られ

ていましたが、少しずつ好きな玩具を通じて、一緒に

遊んだり、話してみたりすることで距離が縮まりまし

た。何よりも、ひばり組の皆が、その子が困らないよ

うにと、先生が言った言葉を繰り返し伝えたり、もの

を片付ける場所を教えたりする姿に成長を感じまし

た。お互いに友達が増えた事に嬉しさと期待感でワク

ワクな気持ちです。 

アリさんのための小さいスーパー 
 小さくなったみんながアリの巣に遊びに行きたいとなり、アリさんやアリの巣を探し始めま

した。しかし、一向にアリさんは皆の前に姿を現しません。 

 そこで、皆に「アリさんはどこに行ったのか？」という質問をしてみました。「お出かけし

て、暖かいところにいて、ご飯を探しに行った。」「公園に遊びに行った。」等と自分なりに考え

たことを発表する姿が見られました。 

すると、ある子が「お買い物に行った。お母さんと赤ちゃんのご飯を買いに行った。」と発表

しました。それに対して、他の子が「普通のスーパーやったら、アリさん手届かへんで。」と。

またまた他の子が「じゃあ、小さいスーパー作ってあげたらいいんちゃう？」と提案していま

した。先生が間に立たなくても、子ども同士で会話が繋がるようになっているのを感じて、嬉

しく思います。はてさて、アリさんの為のスーパーは出来るのか？乞うご期待です。 

 

 

笑いましょ、あっはっは 

 ２学期から「手を叩きましょう」のお

歌が大好きで、よく歌っています。最近

では、曲の後半部にある「笑いましょ、

あっはっは」等の歌詞で、思い思いの表

情をする事に作って歌うことが、とって

も楽しい様子。それがクスッと笑えるよ

うな表情が沢山あって、他の友達の表情

も見ることが出来るように、前に出て披

露してもらっています。友達の笑い顔や

怒った顔を見て、笑ったり、真似をして

みたり、反対に笑わそうとしてみたり、

と和やかな朝の会を過ごしています。お

歌の時間が大好きな子ども達です。 

お願いします 

 沢山の素材、いつもありがとうご

ざいます。ご不要なカップや箱があ

ればお持ちくださると嬉しいです。 

 

ゆかいな 
ひばりーズ！ 

２月号 

ひばり組クラス通信 
 
担任 山岡 桜子      


