
発表会が終わったあとは・・・ 
絵画で「発表会の絵」を描きました！発表会の中で一番楽しかった事、覚えてい
ることを絵にしています！やっぱり一番多かったのはお遊戯でした。 
踊るのが大好きなすみれ組のみんな。お遊戯やよさこいの練習をするときは大喜
びでした(笑) 
衣装の細かい所まで描いていたり、一人ひとりの髪型を再現していたり、よく見
ているんだなぁと感心してしまいますね☆ 
１１月中旬頃お部屋に掲示していたので、ご覧になった保護者の方も多いのでは
と思います！とっても上手になりましたよね！ 
ぬりえや写し絵が好きな子が多く、指先を使うのがとっても上達しています。 
 

 
 

子どもたちのお遊戯や太鼓、とっても上手でしたね！今までで一番上手に出来てたのではと思います！ 

さすがすみれさん！大きな行事も無事終わり、運動会・発表会と続き練習練習の毎日でしたが・・・ 

一生懸命練習に参加してくれていた子どもたちに感謝しかありません。 

太鼓やよさこい、マーチングもですが、子どもたちにとっても 



ある日の出来事です。給食も食べ終わって寝る前にトイレに行っていました。その時、雪がふって 
子どもたちも大興奮「ゆきだーーーー！！！」と大喜び。保育士が、「前も雪降ってたよね！！」と言うと 

「前は夜で見られなかったんだよ〜」「やっとゆきみれた！！」とかわいいすみれさん達。 
せっかく雪が降ったと言うことで、寝る前の絵本は「ゆきおんな」に決定！！ 

お部屋を薄暗くして、ライトを当てながら絵本をよんでいました。 
どうやら、ゆきおんなの顔が面白かったようで、みんな面白がっている様子・・・・ 

最後に保育士から「面白いって笑っていた人、雪女が笑らわれたーーーって怒ったらどうしようね・・・」 
しーーーーん 

可愛いすみれ組のみんなでした😏 

 
 

   

１１月１８日 

食育で育ててい

たじゃがいもの

収獲も無事終わ

り、給食でみん

なの芋を使った

カレーが給食に

でました！ 

みんな「おいし

カルタ遊び 
カルタ遊びをしました！今回したカルタはちょっと変わっていて 
「ふんばる」「つまさきだち」など色々なポーズが描いてあるカルタで
した！子どもたちも、色々な面白いポーズをしているカルタに笑いなが
ら参加していました！楽しくひらがなを覚えることができたのではと思
います☆最後は、そのカルタのポーズをみんなで真似をして体を動かし
て遊びました！ 



 

さくらぐみだより 12 月号 

発表会でのたくさんのご声援、ありがとうございました！子どもたちも、緊張はしていましたが、普段

よりも楽しんでいる姿もあり、すっごく上手でよかったです💓参観日は中止になってしまい、残念です

…が、来月も行事がいっぱいなので、楽しいことをたくさんやって行こうと思います😉 

さて発表会後のさくらさんですが、すっかり嵐になった気分の J くんは、嵐の違う曲を流すと「え？俺

の嵐？」とニコニコしています！そして！担任がちょっとかわったカルタを大量購入したこともあり、毎

朝色んなカルタをして遊んでいます✨ひらがなが大得意の E ちゃんは、ほぼ毎日１位です！S ちゃんと A

ちゃんは、「またやりたーい！」とノリノリで喜んでくれます💖段々取れなくてピリピリとしてくるの

は、負けず嫌いの I くんと M ちゃん（笑）「まだ１枚しか取れてないよぉ〜」と弱音を吐き、少し泣きそ

うになりながらも頑張ってます♪R くんは手前の１枚にずっと手を乗せて一点集中型！😂音あてカルタ

では、「音が怖—い」とカルタどころではない様子の A くん💦皆んな真剣になりすぎて、どんどん前に出

てきて、ぎゅうぎゅうになるので「みんな見えないから下がって！」と M ちゃんと A ちゃん。しっかり

者ですね🌟さらにホールでは、久しぶりに綱が登場！大興奮の子どもたち！つな登りは私も苦戦する

中、R くんはグングン上に登っていけるんです！A くんは猛練習中です！うまくいった時にはすごくいい

顔をしてくれます♪ハイジのようにブランコに乗る Y ちゃん！漕ぎ方を研究中なようで、何度も助走を

つけて乗って頑張ってます！H くんは、だるまさんが転んだをやっているときに、鬼になると恥ずかしく

なってもじもじしてました💖大好きなお友だちを呼ぶときには、大きな声が出ているんだけどな､、、。 

そんな発表会でさらに絆を深めたさくらさん、来月はお店屋さんごっこの準備に取り掛かりたいと思い

ます！服屋さんと靴屋さんをやりますよ～、みんなで力を合わせて９０着と９０足！頑張りたいと思いま

す🌟🌟 



 
  

 ピーターパンやおゆうぎ、楽器、それぞれ印象に残っている

ことを会話しながら描き、友達が描いているのも見ながら、

楽しく描いていました！ 

 皆んな体験したことを描くことが上手になっています！ 

発表会の絵を描きました 

フクロウを作りました 

数、ひらがなの練習を 

       はじめました！ 

 フクロウの形に合わせてハサミで切る作業をして

みました。落ち葉も自分たちで集めました     はさみ

もスラスラと切ることが出来ていて、すごく集中して

いたので珍しく沈黙の時間がうまれました✨ 

 カルタや手紙などで、ひらがなにも興味を持ち始めているの

で、文字数ドリルを始めました！初めは数字からやっています

が、ほとんどの子が難なく書いています！鉛筆の持ち方から

頑張っていますよ！ 

 ぜひお家でもおしえてあげてくださいね♪ 

雪遊びの準備をお願いします！ 

スキーウェア  帽子  キャハン  スノー靴  手袋（紐を付ける） 

・全てに記名をお願いします。（他の持ち物、ジャンパーにも記名があるか今一度確認をお願いします！） 

・ウェアはつなぎでも離れているものでも良いですが、自分で着脱できるようなものを着てきてください。 

 （普段のお洋服も自分で着脱でき、何枚も重ね着してくるものはご遠慮ください    お願いします。） 



１２月号 たんぽぽぐみだより

あっという間に、年内最後の月となりました。４月にたんぽぽ組がスタートして、もう８ヶ月も

経ったんですね(*^_^*)子ども達は、日々の活動や運動会、発表会を通して、心も体も大きく成長

したように感じます。さくら組さんへ進級するカウントダウンの始まりですね！！

皆と過ごせる１日１日を、大切にしていきたいと思います(^o^)★

１２月も、餅つき、園長先生の絵画、そしてみんなが心待ちにしているクリスマスと、

楽しい行事がいっぱいです！！！！お楽しみに！！

先日行われた発表会、お忙しい中足を運んで頂き、ありがとうございました！！子ども達の成長した姿を、

実際に見てもらう事が出来て、本当に良かったです(*^_^*)

毎日とっても楽しんで練習していたたんぽぽさん。「今日もおむすびころりんする？」「モンスター踊りた

い！！」と言っていました。気がつくと劇の歌を、友だち同士で口ずさんでいる子もいました★当日は、

ちょっぴり緊張している様子の子ども達でしたが、お父さん、お母さんに見てもらえる事をずっと楽しみ

にしていましたよ★素敵な発表会でしたね！！

楽器♪♪♪
「しあわせならてをたたこう」

を演奏しました。初めはバラ

バラだった音が、繰り返し練

習をするうちに、どんどん揃っ

ていきました(*^_^*)

パートごとに音を鳴らす時も、

しっかり堂々と鳴らせていま

したね！！みんなとっても、

上手だったよ♪

歌・アイアイ
とってもかわいい

振り付けのアイアイ

★かわいいおさる

さんになりきって

歌いました★１番と

２番の歌詞が似て

いるので、覚える

のに苦戦していま

したが、本番はバッ

チリ歌えていまし

たよ★



★踊るロックンモンスター★
オープニングから子ども達を引きつける音楽のこの曲♪

曲がかかると、大興奮！！（笑） 大喜びで練習をしてい

ました。一番の見せ場は、モンスターになりきった表情と、

声を出す所！！カッコいいモンスターになり切り、張り

切って踊っていましたね！

♥♡恋のダイヤル６７００♡♥
聞き慣れない曲に、子ども達は始め「なんだこれ～」

と大笑いしていましたが、何度も聞いたり、踊りを覚

えていくうちに「あなたがす～き～★」と歌詞を口ず

さみながら楽しんで踊るようになりました！最後の

２人でギューッとするポーズが、可愛かったですね！

♪あこがれGoMyWay!!♪
女の子達が大好きな「トロピカルージュプリキュア」の曲

★初めて曲を流した時に「あ！プリキュア！」と目をキラ

キラ輝かせていました♪フリフリなスカートにも大喜び★

プリキュアになり切ってとっても可愛く踊ってくれまし

た！最後の決めポーズが、とても素敵でしたね(^_-)

★雪遊びの準備★

雪が沢山降り積もったら、子ども達が楽しみにしている「雪」遊びが始まります(*^_^*)

「スノーウエア」「帽子」「キャハン」「スノー靴」「手袋（毛糸では無いもの）」の準備をお願いします！そ

して、お友だちの持ち物と分からなくならないように、それぞれに名前の記入をしてください★子ど

も達はジャンバーを掛ける等、自分で出来る身支度を頑張っています。掛け紐が無く、フードをフッ

クに掛けている子もいますが、せっかく掛けたジャンバーが落ちてしまい、悲しそうな顔をしている

子も時々見られます。子ども達が悲しまなくてもすむように、掛け紐付けをお願いします★

「音楽劇★おむすびころりん」昔話に挑戦したたんぽぽ組さん。和物の劇なので、

普段使う事の無いセリフがいっぱい！！始めは、昔話ならではの言い回しに苦戦していた子ども達

でしたが、繰り返し練習を重ねるうちにどんどん上手になっていきました！！歌あり、かわいいダン

スあり(*^_^*)みんな、元気いっぱい最後まで楽しんで出来た事が、本当に良かったと思います！子

ども達も、お父さん、お母さんに見てもらえてとっても嬉しそうでした★



ばら２さいくみだより 
  

 
 
 

 
 

ばら２さいくみだより 

１２月号 

寒さが身に染みる季節になりましたね。雪が降っている日は窓にぴったりとくっつき、「ゆきだぁ」と嬉しそうにして

います。♡冬は空気が乾燥し、風邪やノロウイルスなど様々な感染症が流行しやすくなります。手洗いや消毒、

換気をしながら子どもたちの健康管理に努めていきたいと思います。２０２１年も残り１か月。寒さにまけず、元

気に乗り切りたいですね！ 

♫発表会♫ 

 

 

お忙しい中、お越しくださりありがとう

ございました。この日のために、毎日

練習を頑張ってきました。張り切って

踊ったり、元気いっぱい歌う姿もあれ

ば、衣装を着るのはイヤ、「もうやりた

くない」と練習に疲れてしまう子の姿

もありました。昨年はビデオ撮影のみ

だったため、本番はどうなるか、普段

通りとはいかないかなと不安も感じな

がらの本番。やっぱり緊張した様子が

見られましたね。それでもお父さん、

お母さん方に観てもらえたことが嬉し

かったようです。練習から本番まで本

当に頑張りました‼ 

発表会に何をしたか振り返ってから描き始めました。お遊戯の絵を描く子、見に来てくれた家族、 

発表会とは関係のない絵を描く子(笑)など様々でした。衣装の色に合ったクレヨンを使ったり、顔を 

上手に描ける子が増えていて驚きました！ 

♫発表会の絵を描きました♪ 



 

 

 

11 月前半は暖かい日もあり、園庭で遊ぶことがでました。ホールではボールや

大型積み木、お部屋ではぽぽちゃん人形やブロックなど色々な遊びをしました。 

♫今月も元気いっぱいあそびました♫ 

これから雪遊びの季節となります。スキーウェア、帽子、手袋、脚絆、スノーブーツの準備をお願いします。 

必ずすべての持ち物に記名をしてくださいね！また、おしぼりやエプロン、着替えの衣類に記名がなかった

り薄くなってしまっているものもあります。再度確認をよろしくお願いします。 



 
  

令和３年１１月３０日発行 

ばら１歳くみクラスだより 

子どもたちのかわいい姿をたくさん見ること

のできた１１月。先日の発表会ではたくさんの

ご協力、本当にありがとうございました。子ど

もたちの笑顔に、元気と勇気をもらい、とても

嬉しい１日となりました。１２月も健康で明る

く過ごしていきたいと思います！ 

『フルーツポンチ！』 ♪ふわふわしゅわしゅわ

劇  『ぽんぽん ポコポコ』 

１０月から少しずつ始めた発表会練習。お遊戯も劇も、楽しみながら練習をすすめることができました。「練

習が過度にならないように」と、１日１回だけ…と予定していましたが、子どもたちから「踊りたい」アピールを

ジェスチャーでしてくれるくらい、積極的でした☆。歌や楽器の発表はありませんでしたが、練習中は他のお友

だちの曲を大声で歌いながら一緒に踊っていました！みんなが主役♥♥♥な、ばら１歳さんでした(*‘∀‘)。 

12 月号 

『プチピチレモンフレッシュ』 ♪あ～た～し

『ハイホー』 ♪ハイホ～ハイホ～ 



 

１２月は、楽しいイベントがたくさんありま

す。１１月は残念ながら、咳や鼻水、下痢・嘔

吐、発熱の子が多くいました。感染症の流行る

季節です。『うつらない・うつさない』は集団生

活を送る上で最も大切なことです。こども園と

ご家庭で連携を取り合い、共にしっかりと予防

に努めていきましょう！よろしくお願いします。 

製作は、「どんぐり」を

作りました。色付けをし

たり指先で両面テープ

をはがして貼る作業を

たくさん頑張りました。 

玩具あそびは、B

ブロックやアンパンマン

ブロックをしました。立

体的なものを作れるよ

うになってきました。 

ボール・積木は、バラ

ンスやタイミングが重要！

どんどん上手になってます☆ 
 

運動あそびは、体

育指導を基に、バラン

スや空間認識を意識し

た運動をしました。 

雪あそびが始まります。雪の浸み込まないジャンバー・

手袋（ジャンバーにひもを通して）・帽子・脚絆に全て名前

を書いて用意してください。かけ紐もしっかり縫いつけて

ください。よろしくお願いします。（詳しくは園だよりに！） 

 

絵画は、発表会の

配役のぬりえをしまし

た。線を意識できるよ

うになってきました。 



つぼみぐみだより 12 月号 

外は雪がちらほら降ってきて、気温も低い日が増えてきましたね。 

今年も残すところ１カ月となりました。この時期は下痢や嘔吐などの風邪が流行っ

てきます。症状が見られたり、いつもと様子が違うなど心配なときは早めに受診し、

休養をとってくださいね。 

今月は、発表会がありました。今年は子どもたちが頑張っている姿を、お父さん・ 

お母さんに観てもらうことが出来て良かったです♬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♬発表会♬ 
つぼみさんは「おおきなかぶ」の劇を披露しました。「うんとこしょ どっこいしょ」「おーい」のセリフを言おう

としたり、カブを抜こうと一生懸命引っ張る姿が可愛かったですよね♡ 

何より、誰も泣かずに全員で参加出来たことが一番良かったです！！ 

ステージの袖から、歩いたり、ハイハイしてステージに登場してくれて、とっても成長を感じました☆子ど

もたちへのたくさんの拍手とても嬉しかったです♬ありがとうございました。 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
    おじいさん：あおまくん・そうくん 

   おばあさん：とうかちゃん・ゆいなちゃん 

  まごのメリーちゃん：かなみちゃん・ゆずなちゃん 

  いぬさん：りきくん・りきくん 

  ねこさん：ののちゃん・あいねちゃん 



☆お部屋での様子☆ 
外がすっかり寒くなってしまったので、お部屋でいろいろな遊びをして過ごしました。 

おままごと遊びでは、包丁やお皿を使って上手にお料理したり、大きなお口で食べる真似をしていました。 

遊びの中で、お友だちとの関わり合いが増えたり、ボールや風船遊びでは「ぽーん」｢コロコロ～｣と遊びな

がら不意に出てくる言葉がたくさん聞こえてくるようになりました。 

≪新聞遊び・おままごと遊び・ボール遊び≫ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

お絵描き 
毎月行っているお絵描きですが、月齢の低い子達は前半は参加出来ずにいたのですが、少しずつ挑戦し

てみよう！ということでペンを持って描いてみました♬ 

嫌がることなく、興味を持ってくれていましたよ！ 

 

 

 

 

 
ふれあいあそびやロディ・平均台などいろいろな物に触れて遊ぶ事が出来ました。 

遊びの中で、月齢の低い子はハイハイやつかまり立ちが出来るようになったり、月齢の大きい子は、お友

だちと関わりながらたくさん体を使って遊べるようになりました☆ 

 


