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   お餅つき    12 月 13 日(金) 
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                                         ↑お友達のお餅つきを皆で応援         ↑年長さんは一人で挑戦 

 

 

 

 

 

 

↑園長先生のお餅つきを応援する園児              ↑最初は体重をかけてすり潰す 

 

 

                                        ↑年少さんは初めてのお餅つき 

 

 

 

                                   

12 月 13 日、空気の冷たいすっきりとした青空の下、お餅つきが行われました。園

庭に集まり、園長先生から「日本はお米の国です。神様には、お米でできた鏡餅をお

供えして、来年も皆が元気でいられるようにお願いします。」とお餅についての説明

がありました。臼と杵など道具の紹介の後、園児には、蒸す前のもち米と、せいろで

蒸したもち米が回され、蒸し立てのもち米はどんなだったかとインタビューがありま

した。「おいしそう」「食べたいな」「いい匂いがした」「キラキラ輝いていた」など次々

と園児の元気な声が上がりました。 

次はいよいよ園児によるお餅つき体験です。製餅機でほぼつき上がった状態のもち

米を使い、園児 1 人につき、年少 3 回、年中 4 回、年長 5 回ずつお餅つきを行います。

年長さんは先生の助けを借りずに 1 人で挑戦しました。頭の高さまで力強く持ち上げ

てつく子、臼の端に杵をぶつけてしまう子、皆それぞれ一生懸命「おいしくなぁれ」

の思いを込めてつきました。できたお餅は、父母の会の役員さん方が一口大のきな粉

餅やしょうゆ餅にしていきました。今年はもち米総量 85 キロ。1 クラス当たり、年長・

年中は 4.2 升、年少は 3 升でした。 

先ずは先生方による鏡餅作りの見学です。一番釜で蒸したもち米を臼と杵を使い力

いっぱい潰し始めると、年長さんから自然と「がんばれ」の声援が上がり、全園児に

よる応援が始まりました。蒸したもち米が一つの塊になると、いよいよお餅つきです。

掛け声は「よいしょー」に変わり、お餅つきの仕草を真似て応援する園児の姿は元気

いっぱいで、園児のワクワクした気持ちが伝わってきました。つき上がったお餅は手

際よく丸められ、あっと言う間に鏡餅になりました！スピーディーで見ごたえのある

鏡餅作りに、広報委員も見入ってしまいました。 

 

教室に戻り、年少さんから順にお餅を食べました。教室

の中はきな粉のいい香りでいっぱい。お餅つきの感想を聞

くと「楽しかった」「ついている時も食べたくなっちゃっ

た」「重かった」「軽かった」など様々でした。お餅を食べ

る子ども達からは「僕が作ったんだよー」と嬉しそうな声

もあがり、笑顔があふれ、どのクラスもおかわりの行列が

できていました。食べ終わった後は、全園児クラス毎に、

先生方や父母の会の方々に、しっかりお礼のご挨拶をしま

した。 

晴天の下、神様への感謝の気持ちを込めて鏡餅を

作る様子を見学し、自分たちでついたお餅を食べる

という、園児にとって、とても貴重ですばらしい体

験ができた一日でした。 

 

 

  

  



 

 

リンゴジュースでかんぱ～い！ 

 

 

 

 

 
 

おはようございます！と元気な挨拶をしてホールに集まる園児達。のりこ先生（シ

スターのりこ）の司会でクリスマス会がスタートです。 

舞台の幕が開くとそこにはキャンドルを持った先生方の聖歌隊。「きよしこの夜」の

合唱がホールに響きます。聖歌隊が退場するとシスターのりこのクリスマスのお話

です。お話を聞いていると、どこからか鈴の音が…サンタさんの登場です♡園児た

ちは、サンタさんにくぎ付け。遠い国から来てくれたサンタさんを歓迎して、園児

達から歌をプレゼントします。年少さんは「赤鼻のトナカイ」、年中さんは「ジング

ルベル」、年長さんは鈴・タンバリン・カスタネットの演奏付「あわてんぼうのサン

タクロース」です。 

 

園児達の歌の次は、笠石さんのピアノとひさみ先生のフルートによるクリスマスメ

ドレーの生演奏です。間近で聞く素敵な演奏に園児達も自然と一緒に歌っていまし

た。音楽に溢れた素敵な時間も束の間、サンタさんは次に待っている子供達のとこ

ろへ…サンタさんはヒンヤリとした雲の中へ鈴の音と共に帰っていきました。 

サンタさんが帰った後のホールでは、クリスマス会のお楽しみ、先生方による出

し物の始まりです。先生方の出し物に園児達は大興奮！！身を乗り出し、立ち上が

りたい気持ちと格闘する園児達の様子がとてもかわいらしかったです。歓声・音楽・

笑い・声援！ ～夢のようなクリスマス会でした～ 
 
 
 
 
 

ホールでの楽しいクリスマス会が終わり、園児達は

各クラスのお部屋に戻ります。すると、お部屋の真ん

中にはリボンのかかった大きな袋が！！！サンタさ

んからのプレゼントです。みんな先生が袋をあけるま

でソワソワソワソワ。プレゼントを囲んでみんなお部

屋の真ん中にお団子です。廊下に出てお空にむかって

「サンタさん、ありがと～☺」とメッセージを送って

いるクラスもありましたよ。 

 

「子どもの頃、自分がワクワク・ドキドキした

経験を＜今＞園児達にも体験して欲しい」と日頃

から語る園長先生。今日のクリスマス会、まさに

園児達にとってワクワク・ドキドキが詰まった一

日だったと思います。 

クリスマス会  2013.12.17（火） 

元気いっぱいの歌と演奏にサンタさんも大満足の様子でした 



 

 

先生方の出し物紹介 

◎年少担任の先生 

『こびとづかんの仲間達とちびまるこちゃんのダンス』 
 

◎年中担任の先生＋まりさ先生・ゆか先生 

☆加藤先生・小林先生も飛び入り参加☆ 

『誰が一番かな？対決 

＜風船・二重飛び・早食い・早口言葉・早着替え＞』 
 

◎年長担任の先生＋まみ先生・りな先生 

『ドラえもん達とレインボーさんのハンドベル演奏』 
 

◎フリーの先生 

（こういち先生・なおみ先生・みつこ先生・秋本さん） 

『ブラックライトショー 

＜手品・パネルシアター「あわてんぼうのサンタクロース」＞』 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ピアノの笠石さん 

ここ数年、クリスマス会・卒園式でピアノ演奏をしてくださっている笠石さ

ん。ご存知の方も多いと思いますが、改めてご紹介します。 

笠石さんは、若葉台のご自宅でピアノ教室を開いているピアノの先生で、３

人（高１・小６・小４）のお子様を持つお母様です。お子様はみんな梨花幼稚

園を卒園されています。笠石さんのピアノの腕前にのりこ先生が魅了され、一

番下のお子さんが年長さんの頃から梨花幼稚園でのピアノ演奏をお願いしてい

るそうです。 

ひさみ先生のフルートと笠石さんのピアノ 

ひさみ先生と笠石さんは、５年前に梨花幼稚園で出会ってから一緒に演奏を

されるようになったそうです。 

『言葉じゃなくて通じあえるものを…（By ひさみ先生）』 

幼稚園行事で演奏をするため、お二人で事前に練習をするのはもちろん、演

奏する曲の楽譜がピアノとフルートの演奏に合わないもの等は作曲までしてく

れているそうです。 

ちなみに、卒園式で演奏してくださっている曲目は年長の生活発表会の曲・

年長担任の先生からのリクエスト、なのだそうです。担任の先生がセレクトし

た曲だと知って聞くと一層感慨深いものになりますね。 

年長さんからサンタさんへの質問コーナーがありました♪ 

 

Q. どうしてサンタクロースになったのですか？ 

A. 世界中の良い子にプレゼントを配って、 

みんなを Happy にしたかったからだよ 
 

Q. どこからプレゼントをもってくるのですか？ 

A. プレゼントの工場があって、 

小人さん達がつくってくれるのだよ 
 

Q. ふゆじゃないきせつはなにをしているのですか？ 

A. たくさんミルクを飲んで、たくさんクッキーを食べて、次のクリスマス

のためにプレゼントをつくっているのだよ 
 

Q. サンタさんはみんなにプレゼントをくれるけど、サンタさんはなんにん

いるのですか？ 

A. サンタさんは１人しかいないのだよ It’s me！ 

シスターのりこ「クリスマスのお話」   

 

のりこ先生のクリスマスのお話は、 

絵本「クリスマスってなあに」 

（ディック＝ブルーナ作／ふなざきやすこ訳） 

を参考にしたものだそうです。 

クリスマスが“神様のこども”の誕生日であることに加

えて、みんなが幸せなこと、幸せに生活できることを感謝

する大切さ、についてお話ししてくれました。 

クリスマス会  2013.12.17（火） ～番外編～ 



 

      ♪観劇会♪ 

「おもしろ どんどん」 
2014 年最初の行事、オペレッタ劇団ともしびによる観劇会が行われました。 

演目は「おもしろどんどん」。 

始まる前はどんなことが始まるのだろう、とみんなドキドキソワソワ・・・(^^♪ 

２部制にて公演してくださいましたので、子供たちはゆったりのびのび観劇です。 

まずは歌「丘をこえ行こうよ」から始まり、軽い体操をいれたり歌と手遊びは園

児も一緒になって参加できるような内容で、それはそれは子供たちのくいつきが

ものすごくてびっくりでした！！ 

 

 

 

 

   本日のプログラム 

・♪丘をこえ行こうよ 

・体操 → 肩、目、手の上げ下げ 

・♪やまびこさん → 園児たちとかけあい 

・お話クイズ  

・♪静かな森の中 → いっしょに手遊び 

・♪さんぽ 

・正月遊び → 園児二人一組で餅つきの手遊び 

・♪ごんべえさんの赤ちゃんが風邪ひいた → 

  いっしょに手遊び 

・劇「ごんべえかかし」 

 

   

♪正月さんの餅つきは、

とーんとーん 

とってったん… 

＜お話のあらすじ＞ 

お百姓さんのごんべえさんはスイカ畑でスイカを育てている。 

スイカに売り頃を聞くが、スイカはまだだ、まだだ、と答える。 

そこへ泥棒がやってきて、スイカを盗もうとする。 

困ったごんべえさんはかかしを置くが、泥棒に引き抜かれてしまう。 

困ったごんべえさんは考えたあげく、ごんべえさん自身がかかしに化けて 

泥棒をとっちめることを思いつく。 

かかしと泥棒のおもしろおかしいやり取りに園児たちは大爆笑！！一生懸命に

すいかを盗まれないように泥棒に「だめ～！」と声を張り上げていました。 

年長さんは卒園を前にいい思い出が出来ましたね。 

大人にもとても楽しめる内容で劇団の方々、またが劇団の方をお招きくださっ

た父母会にお礼をいいたいと思います。ありがとうございました。 

 

かかしと泥棒のおもしろおかしいやり取りに園児たちは大爆笑！！すいかを盗

まれないように泥棒に「だめ～！」と一生懸命、大声を張りあげていました。 

年長さんは卒園を前にいい思い出が出来ましたね。 

大人にも楽しめる内容で劇団の方々、また劇団の方をお招き下さった父母の会の

方々にお礼を言いたいと思います。ありがとうございました。 



   

 

豆まき 
2014 年 2 月 3 日（月） 

  

梨花幼稚園では年間を通して様々な行事が行われますが、中でも節分（豆まき）は

幼稚園の子供達に最も恐れられている(?)行事の一つかもしれません。 

豆まきの日が近づいて来ると、「幼稚園に行きたくない」と言う子もいると

か・・・。 

節分の鬼は「人の心にすんでいる悪い気持ち」を表していて、「節分」は昔の大晦

日にあたる大切な日だったそうです。新年に福を呼ぶ為、大晦日に邪気（鬼）を払

う行事として行われるようになったのが、節分・まめまきの始まりなのだそうです。 

さぁ、梨花幼稚園の子供達は自分の心の中にいる悪い気持ちを追い出すことが出来

るでしょうか？ 

 

先生から節分のお話を聞きます。 鬼が来たら豆をまいてね。 

年長さんは気合十分。エイエイオー！          ！！！鬼が来ましたよ！！！ 

↑幼稚園に来た鬼は 3 体。 

赤鬼が 2 体と緑鬼が 1 体です。 
   

 ↑金棒片手に次々と悪さをしていきま

す。  

 

 

        

 

↑ 幼稚園で見る初めての

鬼がよほど怖かったのでし

ょうか。年少さんは、教室

の外へ逃げ出してしまった

り、ピアノの後ろに隠れて

しまったり。中にはひとり

で鬼に向かっていく強い子

もいましたよ！ 

 

↓年中さんは、鬼に向かって

行くけれど、鬼が近づいて

くると怖くて逃げてしま 

って、鬼とぐるぐる追いか

けっこになってしまうクラ

スもありました。 

鬼怖いよね・・・ 

 

 

↑ 年長さんは強い強い！ 

鬼につかまって抱え上げ

られても泣いたりしませ

ん。立ち向かって応戦。

あまりの元気さにうっか

り転んでしまった鬼に

「大丈夫！？」と優しく

声をかける子もいまし

た。 

 

そんなみんなの強くて優しい姿を見たか

らでしょうか。悪い鬼達はだんだんと優

しい心を取り戻していきました。 

改心して再び戻ってきた鬼と握手で仲直

り。最後はみんなで記念撮影をしまし

た。 

みんなのおかげで、心の中の鬼を追い払

って幼稚園に福を呼ぶことが出来たね。

子供達、鬼さん達、お疲れ様でした！  



 
 



     

      打楽器鑑賞会    ２月１９日（水） 

 

 

父母の会のご協力によりまして、『ミックスカラーズ』の皆様にお越し頂き、 

【マリンバ】【スチールパン】【カホーン】【ジャンベ】など打楽器のみを使った演奏

会を開いて頂きました。 

   

↑すーちゃん、きょこりん、まーくん        ↑子供たちはみんなワクワク  

  

 初めの曲は、みんなのよく知っている『となりのトトロ』

始まると同時に、自然に子供たちからは手拍子とかわいい歌声！！ 

マリンバは、バチを片手に２本ずつ持って演奏しています。「すごーい」「むずかしそ

う～」なんて声も聞こえてきました。 

次は『どうぶつメドレー』もりのくまさんや、いぬのおまわりさん、あいあいなど。

なんの動物が隠れている歌か聴きながら歌い、考えていました。 

『運動会メドレー』テンポのいい曲に、まるでホールで運動会が行われているのかの

ような盛り上がり！ 

次は『ディズニーメドレー』ミッキーマウスマーチ、アラジン、ちいさなせかいなど

しっとりと。うっとりしている女の子の姿もありました。 

楽器がなくても、自分たちの体のみを使って音楽を作ることもできるんだよ！と 

手、足、顔などを使ってみんなもマネして盛り上がりました。 

   

最後の曲、みんなも知ってたら元気に歌ってね！と披露されたのは『キョウリュウジ

ャー』『プリキュア』『ドラえもん』みんな、自信満々に歌い大盛り上がりでした。 

アンコールでは、年長さんの課題曲『にじ』を演奏してくださいました。 

年長さんがきれいな歌声で歌い出し、とっても素敵な１曲になり、思わず感動して涙

してしまうお母様もいらっしゃいました。 

   

年長さんのみでしたが、楽器に触れあう時間も作って頂きました。卒園を控えた年長

さんに『たいせつなともだち』を演奏してくださり、みんなで合唱したあとは、 

色々な打楽器を使って『マンボ』の練習！初めは合わせるのが大変だったけど、さす

が年長さん！すぐに上達「ウーーーマンボっ！！」とみんなで盛り上がりました。最

後は先生たちが舞台に！それぞれ楽器を違うリズムで担当、演奏してくれました。 

   

普段できない体験をまたひとつ経験でき、とても素敵な１日、思い出となったことで

しょう。 



 

クッキー作り ＆ ひな祭り会   

        あかりをつけましょ、ぼんぼりに♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月 27日、28日に分かれて、全学年ひな祭り会で食べるクッキーを作りました。

生地は事前に先生方が作り、１人分ずつの小さな丸い形に分けてあります。 

先生から、「長い間こねていると生地が温まって溶けてしまうから、早く形をつく

りましょう。」とのお話を聞き、さぁスタートです！すでに形を決めていてすぐに

出来上がる子、なかなか決まらずいつまでも生地をこねている子など様々でした。 

思い思いのクッキーが出来上がったら、先生のところに持っていき、爪楊枝で名前

を書いてもらいます。出来上がったクッキーは、先生方がオーブンで焼いて缶に保

存してくださり、3月 3日のひな祭り会を待つばかりです♪ 

そして、3月 3日は待ちに待ったひな祭り会です♪ 

子ども達はホールに集まって、まず園長先生のお話を聞き、その後しずか先生

より桃の節句についてのお話を聞きました。 

クッキーの分量 (20枚分) 

・小麦粉      320ｇ 

・バター      170ｇ 

・砂糖       160ｇ 

・卵         1個 

卵･乳除去レシピ (10枚分) 

・小麦粉     100ｇ 

・サラダ油  大さじ２ 

・砂糖       40ｇ 

・水     大さじ２ 

園長先生のお話 

0歳から今まで大きな病気をせず

元気に育ったお礼と、これからも

元気に大きくなりますようにと

いう思いを込めて、ひな祭りのお

祝いをします。 

 

しずか先生のお話 

ひな祭りは桃の節句とも言いますが、

桃の花も悪い病気を取ってくれる強

い花です。また、今はおひな様の人形

を飾りますが、昔はどんなおひな様だ

ったか知っていますか？？ 

→年中さん、年長さんからは、「紙の

人形で川に流すんだよ！！」との声が

聞こえました。 

さすが、去年のお話をしっかりと覚え

ているのかな！？ 

ひな祭りにちなんで、赤いセーターだそうです 

ひな祭りの手遊びをした後は、スペシャルゲストの登場です！！ 

おだいり様、おひな様、三人官女、五人ばやしの皆さんが遊びに来てくれまし

た。人形たちの演奏に合わせて、みんなで≪うれしいひなまつり♪≫を合唱し

て、ホールでのひな祭り会はおしまいとなりました。 



 

 

各教室に戻ったら、今日はエプロンママの給食です♪ 

順番に並んで、たっぷりのグラタンをお皿に取り分けてもらいます。「おいしそー

う！！」との声があちらこちらで聞こえました。準備が整ったら、カルピスで乾杯。

行事の時にだけ飲めるカルピスは特別の楽しみですね。 

グラタンは、みんなでおかわりしても大丈夫なくらいたくさんあったので、お腹い

っぱいになったのではないでしょうか。 

たくさん食べた後は、お待ちかねの『自分で作ったクッキー♪』 

みんな本当に嬉しそうに食べていましたね。もくもくとクッキーを食べていて、と

っても静かなクラスもありました。 

 

 

広 報 委 員 よ り 
 

早いもので今年度の広報誌も最終号となりました。 

今年度はなるべくカラーでお届けしたいと思い、ほとんどのページをカ

ラー印刷にして作成しました。 

また、写真をなるべく多く掲載したいとの思いから、たくさんの写真を

小さく配置する形の表紙にしてみましたが、いかがでしたでしょうか？ 

 

印刷日程と予算の都合から、一部の記事はカラーでお届けできなかった

ものもありますが、幼稚園の公式ホームページにカラー版の広報誌を掲

載しています。 

ぜひ一度ご覧になってください！！ 

 

広報誌のカラー版は、こちら ↓↓ 

http://www.rika-kdg.com/ 

 

最後になりましたが、先生方をはじめ職員の皆様、父母会役員の皆様、

一年間広報委員の活動にご支援、ご協力いただきまして本当にありがと

うございました。 

 

 

 

平成２５年度 広報委員一同 

☆ メニュー ☆ 
グラタン 

やさいスープ 

パン（ジャム付き） 

ひなあられ 

カルピス 

手作りクッキー 


