
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

迎えると「はがきを書きたい！郵便屋さんをやりたい！」という声が上がり 

ました。こどものもり郵便局が始まると、子どもたちはすぐに友だちや先生 

にはがきを書き、返事を心待ちにする姿がありました。特に、運筆を始め 

たすみれさんは丁寧に黙々と書いていて、自分一人で書けるという自信 

を持って力を発揮する経験になっていました。郵便局員バッチを付けると、 

受付や仕分け、配達、はがき作りなど張り切って仕事をする子どもたち。 

大きい子がリードしながら小さい子も一緒にお手伝いしてくれました。 

相手に感謝を伝えたり、質問やクイズを書いたりと、思い思いのやり取り 

を楽しんでいます。また、先生たちの自慢大会をきっかけに手編みに挑 

クロークコーナー：4 月・・・入園・進級に戸惑い、不安いっぱいな子、お母さんから離れ難く泣き顔で登

園してきた子、着替えをせずにすぐに遊びに行こうとする子・・・そんな子ども達も歩きコースさんは正門

まで・バスコースさんは玄関まで、ほし組さんはほしの部屋まで年長さんが迎えに行き、玄関の靴箱・外

靴のしまい方・タオルかけ・出席ｂｏｏｋの印の押す場所、着替えの仕方や園生活の過ごし方など一つひ

とつを根気よく優しく丁寧に教えてくれました。その毎日の積み重ねで、個人差はありますが年少児も

一人で着替えられるようになってきました。年中児は順序よく丁寧に着替えられるようになり、年長児は

立って短時間で着替え身なりを整えられるようになってきました。星の年中少児は午睡時の着替えがス

ムーズになり、3 月にはいると進級に期待を持ち、更に一つ一つ丁寧に行おうとする姿が見られていま

す。来年度に繋がっていかれるように、ご家庭でも進級する喜びを自信に変えながら引き続き温かな応

援をお願いいたします。また、クロークコーナーは園生活のスタートのコーナーなので、朝のご家庭で

のかかわりやその日の気分によって、意欲的に着替えが進む時とそうでない時があります。朝は何かと

お忙しいと思いますが時間と心に余裕を持って送り出していただければと思います。小松原・涌井 

 

 

絵のコーナー：お餅つきや豆まき、雛祭りなど季節の行事を経験し、その経験をゆっくり描いてる

子どもたちです。また年長児は今までの経験を振り返りながら友だちと楽しそうに描く姿もみられてい

ます。2 月からはこすもすさんも一緒に描いています。初めは緊張していたこすもすさんも大きい子

の絵に刺激を受け、真似をしながらゆっくり描いています。日付印の押し方や紐閉じなども大きい子

から教えてもらい今では自分たちで丁寧にできるようになりました。また今まで絵の具の経験をしてき

ましたがみんなで大きい紙に桜を描きました。木は筆で塗り桜の花はタンポでペタペタと順番に描き

ました。完成すると「きれいだね」「早く桜が咲くといいね」と話していた子どもたちです。年長児はもう

少しで卒園ということでテーブルクロス作りをしています。各グループごとにどんな絵をクロスに描き

たいか話し合いました。布に描くのは難しいのですが描きやすいように布を押さえたり協力しながら

描いています。修了式には 1 年間の思い出の絵を持ち帰ります。ご家庭で話しながら一緒に振り返

り成長を感じて頂けたらと思います。また春休み絵を描く機会があると思いますが鉛筆の持ち方が自

分流になってしまっている子が多いので、持ち方、姿勢を意識して楽しく描いてみてください。高橋 

  

  

 

；。 

 

 

造形のコーナー； 一月はたこあげ、こまなどのお正月遊びのおもちゃ作りを楽しんだ子どもたち。風に吹かれるとぐるぐると回るへびだこには、子どもが丁寧に色を塗り、う

ずまき状に上手にハサミで切りました。作り終えると、園庭で早速たこをあげて楽しむ姿がありました。 また、中旬からスタートした「こどものもり動物園」では、多くの子どもたち

が好きな動物や、そこにいたらいいなと思う動物を考えて作る子どもの姿がありました。色々な動物が増えていく中で、「本当は動物のいるところは決まってるよね」「人が歩くと

ころもないと」など様々な声が上がってきたため、子どもたちどうしで相談しながら自分たちなりの動物園を作ることができました。 おひな様づくりでは、ファミリーコンサートで

おひな様を飾るということを伝えると、多くの子どもたちが意欲を持って取り組む姿がありました。ひな壇に飾られたたくさんのおひな様をじっくりと見て、春に近づいていく雰囲

気を味わうこともできました。 三学期を終え、より目的意識を持ってコーナーを訪れるようになった子どもたちは、自分で考え、試行錯誤しながら製作に取り組んでいます。来

年度も、そんな姿を認めながらより充実感を感じられるコーナー作りをしていきたいと思います。星 
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第３学期  思いやる子（生命を大切にする生活） 

第 5 期（1 月～３月）  期題「光の子どもたち」 

＊みんなのために進んで役に立つことをしていくことから、他の為に良いこと

をする喜び、充実感、満足感を学び、身に付けていく。 

 

１月・２月・３月生まれ・おたんじょうび おめでとうございます！ 

稚  １/7日たかはし あやね 6才     7日とべ こうじ 5才         12日とじま りくと 6才        14日おかやす あおい 3才      15日よこやま かんたろう 4才    16日いのうえ あかり 6才 

16日まえの ゆうや 5才     16日すがはわ ほのか 4才     17日せき はるたか 6才    18日のぼりお ことく 6才      18日とじま かいと 2才       21日しまだ ゆうた 5才       

22日むかいひら みなと 6才     24日うえの きこ 4才      25日たかはし ゆきほ 5才        25日いぐち りく 4才        28日やまもと きずな 6才     28日やまかげ れんと 3才  

28日すずき こたろう 6才       29日とみなが ひかり 4才     30日さとう しゅんすけ 6才      30日いいむら ひめ 2才    

２/4日まえかわ りょうま 5才       4日とよしま りの 2才       10日きたお こう 4才      11日たけだ はると 5才     17日たていわ しおり 5才      19日こばやし うるみ 4才 

22日いしづか みゆ 4才      22日まつざき ゆめ 6才      24日みやざわ れん 2才     25日たかはし たいせい 4才      26日すずき もとはる 5才     27日しらいし あいと 5才         

28日わたなべ りいち 6才 

３/3日みやもと かずゆき 4才     3日いかはた みく 4才      ４日おぐら なつき 6才       5日むらた れん 6才     11日しもとり りょうすけ 4才       12日はせがわ ひづき 5才              

16日みやもと かれん 5才     17日こばり なな 5才       18日えはら おうすけ 6才      19日あいざわ しゅんたろう 6才      20日きんじょう ろく 6才 

26日たかはし なごみ 2才      27日せきぐち きょうたろう 6才     28日すずき さくら 4才      29日ごとう たつき 5才        29日まえだ いおり 5才      4/1日なんぶ まり 3才  

    

 

 

 

クッキングコーナー；月に入り、さっそく七草粥作りが始まり 

ました。「せり、なずな・・・」と覚えた七草を口にしながら一つ 

ひとつ丁寧に切り、お鍋でぐつぐつ煮立てて作ったお粥は 

寒い冬には心も体もあたたかくなりました。おもちつきを経験 

したあとは子どもたちが楽しみにしていたおもちクッキングが

始まりました。子どもたちとどんなふうにして食べようか相談し、お箸を使ってひっくり返

したりトッピングをしたり膨らんでいくおもちをまだかな～と心待ちにしていました。きなこ

もち、あんこもち、からみもち、ケチャップとチーズを乗せたピザもちにお汁粉と様々な

味を楽しみました。どれも毎日行列ができる人気のメニューでした。「のどにつまっちゃう

から良く噛んでね」と気遣う言葉をかけたり、ちゅうりっぷ組の子も食べられるように小さ

いおもちを焼いてあげたりと優しい姿もたくさん見かけられました。３月には卒園が近い

ということで年長児に食べたいメニューを考えてもらい１学期、２学期にも作ったジャム

のせリッツやホットケーキなどリクエストメニューも味わいました。この一年間を通して野

菜や果物を収穫することで苦手なものが食べられるようになったり、作って食べるだけで 

なく振舞うことの楽しさや周りへの思いやりの気持ちも育ってきたように思います。平野 

  外あそびコーナー；  ２月に行われたすみれさんの自慢大会をきっかけに、サッカーや

バスケ、縄跳びなどそれぞれ夢中になって遊んでいる子どもたち。中でもバスケットはふ

れあい広場後も玉入れを継続して経験したことで、ゴールにボールが入る子が沢山いま

した。そこから少人数での試合も楽しむことができました。 また「できたよのーと」では卒

園に向けてラストスパート！連日多くの子が「今日もできたよのーとをやる！」と意欲的に

取り組んでいます。全員が№１をクリアできるように、練習を頑張ったり、子ども達同士で

教え合う姿も見られています。引き続き子ども達の意欲や挑戦を褒め、自信に繋げてい

きたいです。 そして３学期も園庭の真ん中では転がしドッチボールが大いに盛り上がっ

ています。先週からすみれさんによる、グループ対抗の転がしドッチボール大会も行っ

ています。始める前に子ども達同士で作戦会議をし、ゲームを楽しんでいます。そんな

すみれさんの姿を見て「がんばれー！」と一生懸命応援する年下の子達がいます。みん

なで勝てたことが嬉しく誇らしげな姿、負けたことが悔しく涙を流す、そんな真剣で素敵

な姿もありました。来年度も遊びの中で沢山の挑戦や経験をする子ども達の姿を大切に

していきたいです。仁平・堀之内 

 

 

 

ごっこのコーナー；手紙を書いてみませんか？こどものもり郵便局から

ハガキがプレゼントされ、郵便屋さんごっこがスタート！運筆遊びをして

いたすみれさんは、すらすらと字を書いて表現したり、友だちに書き方を

教えてあげたりと大活躍！まだ自分で字を書けない子には、保育者が手

を添えて一緒に書くことや、薄く書いた字をなぞることを提案すると意欲

的になっていました。やってみたい！という気持ちが芽生えた時に、その

時の子どもの力に応じて関わりながら意欲を伸ばしていくことの大切さを

実感しました。それから、字を上手に書けるようになったすみれさんは年

下の子たちに向けて…「お当番よろしくね」「小さい子に優しくしてあげて

ね」「小学校に行ったら勉強を頑張ります」「大きくなったらサッカー選手

になりたいです」など、それぞれの思いを表現し、大きな紙にメッセージを

貼って小さい子たちへの手紙を出しました。文字を使って相手に伝える

楽しさが、今後の意欲や自信に繋がっていくことを願っています。 

この一年間ごっこ遊びを通して、友だちの姿に惹かれて自分もやって

みようと興味を持つ姿、分からないときは助け合う姿、遊びの中で楽しく

文字や数に親しむ姿など…子どもたちの思いが感じられる姿はとても生

き生きしていました。様々なお友だちと関わりながら経験したことが、今後

自分で考えて表現する力や、思いやりの気持ちを持って人と関わること

に繋がっていくことを願っています。中尾 

 

自然のコーナー；３学期、子どもたちは冬の自然を多いに楽しみました。毎日園庭の器に水とお花や木の実を入

れ、氷づくりをすると、寒い次の日には、とてもきれいな氷のアートやガーランドができていました。みんなで取り出

し、イーゼルに飾ったり、木に飾るとステキな芸術作品の出来上がり！「きれいだね～！」「すごいね～！」と感動し

ていました。今年は、極寒の日が何日かあり、今までにないとても厚い氷ができ、その氷を重ねると～素敵な氷の

ケーキもでき、冷たい！と言いながらも、嬉しそうに氷を器から取り出し、素敵に飾っていました。お湯を用意する

と・・氷を触った後に、手を入れ、温泉に入っているように、ポカポカな気分を味わっていました。自然にできた氷水

とお湯とを触ってみて、温度の違いを感じたり、霜柱を踏んで感触を味わったり、寒い冬の中でのお湯の温かさや

太陽のぬくもりで、みんなでほっこりする気持ちを味わったり、子どもたちは体験を通して冬ならではの自然の不思

議さを学んでいました。２月３月と少しずつ、園庭には水仙やろうばいなど、いい匂いのお花から咲きだし、白梅、

紅梅、花桃、アンズ、さくらんぼ・・どれもなんとなく似ています。水やり当番さんが名前を貼り、紹介コーナーに飾る

と「きれいだね」「いい匂いだね」名前を覚えたり、匂いを嗅いだり・・春を感じていました。ひなたぼっこコーナーで

は、お日様の温かさを感じながら、縫物をしたり、毛糸遊びをしました。子どもたちの、幼な心にも日向ぼっこのよう

な温かさが培ったと思います。また、園長先生からたくさんのリンゴをもらい、鳥さんのために用意をしてあげまし

た。桐箱に「鳥さん食べて下さい」とすみれさんがコメントを書き、その上にリンゴを置いておくと・・静かになった園

庭に鳥たちがリンゴを食べにやってきた姿を見て「し～！鳥さんがお食事中だよ！」小さな生き物の事も考えられ

る思いやりの気持ちが育ってきています。年間を通して、こどものもりの豊かな自然を存分に遊びの中に取り入れ、

体験し、幼な心の中、お花や草や虫、鳥、木の実、太陽、雲、空・・たくさんの自然との出会いの中で存分に遊んだ

こと、体験して学んだことを、大人になるまで忘れないでしょう。きれいなお花に囲まれ、あたたかな日差しや沢山

の感動が、豊かな感性となりました。子どもたちは、たくさん興味をもって、考えて、やってみたことで、考える力や

生きる力、そして知性にもなりました。豊かなこどものもりの自然を通して大きく成長した子どもたち、これからも、沢

山の自然に感謝しながら、思いやりを持った、そしてすてきな感性を持った人になってほしいと願います。圭恵 

 

 

表現コーナー：3 学期に入ると、先生方の自慢大会をきっかけに跳び箱の練習に来る子の姿が見られるようになりました。身体

をよくほぐしてまずは手をついてカエルジャンプの練習から・・・運動能力が高まってきているすみれさんがスムーズに五段や四

段を跳んでいく中、初めは怖がったり感覚をつかむのが難しかったたんぽぽさんも「今日もやりたい！」「明日また来るね！」な

どと毎日継続して練習する事で少しずつ上達し、今ではたんぽぽさんの中でも五段や四段が跳べる子の姿があります。自信も

ついてきて踏み切りや手をつく位置、上手に跳べるポイントなど子どもたち同士で伝え合い友だちを応援する姿もあります。4

月、暖かな日差しのあたるテラスで音楽に合わせベビーカーに乗っている小さな赤ちゃんにもやさしく鈴やカスタネットの音を鳴

らし聴かせてあげる大きい子たちの姿がとても印象的でした。一年間を通して色々な音楽に親しみながら友だちと一緒に楽しく

ダンスを踊ったり、リズムに合わせて楽器の音を鳴らしてみたり夏には盆踊りや大きく響く音を楽しみながら太鼓を叩く経験もしま

した。ふれあいひろばでの手作り楽器での演奏会やクリスマス会の演奏、そして劇遊びでは恥ずかしながらも衣装を身に付け

役を演じたり役に合わせて楽器で効果音を出してみたり色々な場面で楽器に触れ楽しみながら様々な形で表現する楽しさを味

わってきました。この経験が少しでもこども達の豊かさに繋がっていかれればと思います。飯塚 

 

 

 


