
＜令和４年度 発表会内容紹介＞  

ホームページに、全クラス掲載しています。 
令和５年２月２日（木）Aグループ 

ひよこ組 リズムに合わせて遊ぼう 

＜エピソード＞ 

 年間を通して、様々な歌・手遊びに触れてきました。大きい小さいを体で表現したり、声で表現したりするこ

とも楽しむ姿が見られるようになってきています。大きな声は前屈みになりながら、小さな声は身振りを小さ

くしながら表現しています。 

今日は子どもたちの好きな手遊びの中から、特に大好きな『おおきなくりのきのしたで』『おべんとう』、入園

当初から踊ってきた『ペンギンのプール体操』『ピヨピヨ行進曲』を披露します。ぺんぎんのプール体操は、最

後のＯＫ ＣＯＭＥ ＯＮ ＬＥＴ”Ｓ ＧＯの言葉も言っている子が多いので、口元にも注目してください。

ピヨピヨ行進曲は、ピタッと止まる姿にも注目してください。 

＜登場人物＞ 

全員ひよこに変身しています。                            （担任 平石） 

 

もも組 おおきなかぶ 

＜内容・あらすじ＞ 

おじいさんがかぶの種をまくと、おおきなおおきなかぶがなりました。でも、一人では抜くことができません。

そこで、おじいさんはあることを考えました。 

おじいさんは、おばあさんを呼び、「よいしょ！こらしょ！」とかぶを抜こうとしました。しかし、かぶは抜け

ません。おばあさんはいぬを呼び、いぬはねこを呼び、みんなで力を合わせてかぶを抜くことにしました。お

おきなおおきなかぶを抜くことができるのでしょうか。 

＜クラスのエピソード＞ 

曲が流れると、自分の出番以外の場面でも歌ったり、踊ったりしながら楽しそうに練習に取り組んでいました。

歌の途中に出てくる「よいしょ！こらしょ！」は遊びの中でも友達と掛け声として使い、みんなで協力する姿

が見られています。   

＜登場人物＞おじいさん おばあさん いぬ ねこ                    （担任 網野） 

 

すみれ組 ともだちほしいなおおかみくん 

＜内容＞ 

動物たちは、おおかみくんのことを怖いと思っています。だから、おおかみくんはいつもひとりぼっちです。

おおかみくんが出てくると、みんなは病気のふりをして、逃げようとします。でもおおかみくんが一生懸命み

んなの看病をしたので、みんなはおおかみくんの優しさに気付いていきます。おおかみくんは動物たちと仲良

くなれるのでしょうか。 

＜子どもたちの様子や見所など＞ 

ともだちほしいなおおかみくんの絵本を元に、自分たちで登場人物を考えました。初めてのセリフに不安や緊

張する姿もありましたが、練習を重ねていくごとに大きな声を出せるようになりました。当日は、子どもたち

の頑張る姿を温かく見守っていただければと思います。 

＜登場人物＞ 

おおかみ・うさぎ・カマキリ・りす・ねこ                       （担任 高橋） 

 



 

＜令和４年度 発表会内容紹介＞  

ホームページに、全クラス掲載しています。 
令和５年２月２日（木）Bグループ 

いちご組 「こびとのくつや」 作 ～グリム童話～ 

＜内容紹介＞ 

あるところにとても貧しい靴屋さんがありました。靴を作ろうにも、皮がちょっぴりしかありません。おじい

さんたちは、明日ゆっくりと靴を作るために、皮を机の上に置いて眠ることにしました。次の日の朝、おじい

さんたちが目を覚ますと、、、びっくり！とても素敵な靴が出来上がっていたのです。いったい誰が作ってくれ

たのでしょうか。夜、おじいさんたちがこっそり部屋を覗いてみると、、、 

＜エピソード＞ 

「こびとのくつや」の絵本を繰り返し読んでいく中で、子どもたちそれぞれが小人や靴屋のイメージを膨らませ

ていきました。初めは少し恥ずかしそうに踊っている姿が見られましたが、練習を重ねていくにつれて、体を

いっぱい動かし、笑顔で小人や靴屋になりきることを楽しむようになりました。発表会当日では、いちご組な

りの小人さん・靴屋さんになりきって楽しむ姿を温かく見守っていただけたらと思います。 

＜登場人物＞ 

・小人 ・靴屋のおじいさん ・おばあさん ・ねこ ・いぬ            （担任 荒井美里） 

 

あじさい組 ぽんたのじどうはんばいき 

＜内容＞ 

ぽんたは町で不思議なものを見ました。それは、お金を入れると色んなものが出てくる「じどうはんばいき」

です。ぽんたも葉っぱを色んなものに変えるのが得意なので、森へ帰り「じどうはんばいき」を作ることにし

ました。そして、じどうはんばいきが完成し誰か来ないか隠れて待っていると・・・・ 

＜子どもの様子や見所＞ 

絵本を読み、じどうはんばいきに来る「誰か」をどうするかや、じどうはんばいきから出てくる「ほしいもの」

をクラスで話し合い、オリジナルの劇を創作しました。練習当初は、台詞を言うことに対する不安や恥ずかし

さが見られましたが、同じ役の友達と台詞を揃えたり、互いに刺激を受けたりする中で、表現する楽しさを感

じるようになりました。みんなで声を合わせて言う「ポンポコポーン」が、葉っぱが変わる合図になります。

子どもたちのアイデアが沢山つまった物語をお楽しみください。 

＜登場人物＞ 

 ・ぽんた ・ねこ ・ぽんこ ・らいおん ・うさぎ                 （担任 荒井裕美） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜令和４年度 発表会内容紹介＞  

ホームページに、全クラス掲載しています。 
令和５年２月２日（木）Cグループ 

みかん組 グリーンマントのピーマンマン 

＜内 容＞ 

なんでも食べる元気な男の子と女の子がいました。しかし、ふたりにはたった一つだけ、苦手なものがありま

した。それは…においが臭くて味が苦いピーマン。嫌われてしまったピーマンたちは落ち込んでしまいました。 

そんなある日、好き嫌いをしているふたりの家にはらいたバイキンがやってきました。ふたりのお腹をめがけ

て攻撃をしようとしたその時！！ピーマンはマントを付けてピーマンマンに変身し、ふたりを助けにきてくれ

ました。「大嫌い！」と言われてしまったピーマンマンですが、無事にふたりを助けることができるのでしょう

か。 

＜子どもの様子や見所など＞ 

 オペレッタの曲を聞いた時から、曲調に興味をもち曲に合わせて踊り楽しんでいた子どもたち。直ぐにお気に

入りの曲となりました。練習が始まると「ここは、こう踊りたい」などアイデアを出し合いながらみんなでつ

くりあげたグリーンマントのピーマンマン。一人一人が役になりきり楽しんで取り組んでいます。 

＜登場人物＞ 

 ・ピーマン/ピーマンマン ・はらいたバイキン ・子ども                （担任 岸） 

 

いるか組 おおさむこさむ 

＜あらすじ＞ 

きつねのきっこといたちのちいとにいは、おおばあちゃんに暖かいマントを作ってもらいました。３人はすぐ

に新しいマントを羽織ってそり遊びに行きたくなりました。でも、おおばあちゃんは、こんな寒い日にはゆき

ぼうずが出るから行かない方がいいと言います。それでも遊びに行こうとするきっこにおおばあちゃんは、ゆ

きぼうずにはけっして「さむい」と言ってはいけない、こちこちに凍らされてしまうことを注意します。 

 ３人で雪の中へ出かけて行き、かわいいゆきだるまが二つ現れました。一緒に遊んだりアイスやかき氷を一緒

に食べたりしていると、なぜかゆきだるまの体がどんどん大きくなっていき、きっこがおかしいなと思ってい

ると…。 

＜クラスのエピソード＞ 

絵本の中では、そり遊びが大きく描かれていますが、更にイメージを膨らませるために「おおさむこさむと一

緒に遊びたいことはある？」と子どもたちに問いかけてみました。「雪合戦」や「ゆきだるまを作りたい」とい

う意見が出てきたので、いるか組オリジナルで舞台の上で雪合戦をすることになりました。 

おおさむこさむが冷たい食べ物を食べて大きくなる場面では、声色を変えたり身振りをつけてみたりして“怖

さ”を表現しています。クラスのみんなで「こんな時はどうする？」と一生懸命考え意見を出し合いながら、自

分たちで劇を創っていくことに楽しさや喜びを味わっていることがうかがえました。 

園生活最後の生活発表会に向けての活動が日々の充実感となり、意気込んでいる、いるか組です。 

＜登場人物＞ 

・きつねのきっこ ・いたちの ちい と にい ・おおばあちゃん、おおじいちゃん  

・うさぎ ・おおさむこさむ（ゆきぼうず）                        （担任 濱田） 

 



 

＜令和４年度 発表会内容紹介＞  

ホームページに、全クラス掲載しています。 
令和５年２月３日（金）Dグループ 

さくらんぼ組 三びきのやぎのがらがらどん 

＜内容＞ 

橋の向こう側の山で、たくさん草を食べようと思った三匹のやぎ。名前はみんな「がらがらどん」。しかし、橋

をわたっている途中に谷に住むトロルに出くわしてしまいます。小さなやぎの機転によって、小さなやぎと中

くらいのやぎはトロルから逃げて橋をわたることができました。いちばん大きくて強いやぎはトロルに勝負を

挑みます。三匹のやぎは無事に橋をわたることはできるのでしょうか。 

 

＜子どもの様子や見所など＞ 

オペレッタの曲が流れると、元気いっぱいに踊っては、全身で表現することを楽しんでいました。橋をわたっ

た後の決めポーズや、大きいやぎとトロルが戦う場面では、それぞれ好きなポーズや戦い方を考えて練習しま

した。個性豊かな三びきのやぎのがらがらどんをご覧ください。 

＜登場人物＞ 

・小さいやぎ ・中くらいのやぎ ・大きいやぎ ・トロル                （担任 岩沼） 

 

たんぽぽ組 ほたるホテル 

＜あらすじ＞ 

夏になるとやなぎむらでは、ホタルさんたちと一緒に「ほたるホテル」を開きます。長く伸びたヤナギの枝に

包まれた村の中に、ベッドを作ります。やがて、トンボやテントウムシやチョウなど、たくさんの虫たちが泊

まりにやってきました。そして夜になると、ヤナギの枝に無数のホタルの明かりがともります。ところが乱暴

者のカエルがやってきて、ほたるホテルはどうなってしまうのでしょうか。 

＜クラスの様子＞ 

たんぽぽ組では一年を通して、様々な生き物に触れ合う機会が多く、虫に興味を示す子がたくさんいました。

今回の「ほたるホテル」では、様々な虫が登場するため、子どもたちに何の虫が良いか質問してみると、チョ

ウ、カブトムシ、トンボ…とたくさんの虫が出てきました。その中から、自分のやりたい役を決めていきまし

た。すると、ほたるがいなくなってしまいましたが、保育教諭が声で登場する形となり、たんぽぽ組オリジナ

ルの内容になっています。友達と一緒に道具を用意したり、同じグループの子と舞台袖から登場し、セリフを

言ったりと役割が多い中、お家の人が見に来ることを楽しみにしており、張り切っている子どもたちです。 

＜登場人物＞ 

・カマキリ ・カエル ・チョウ ・ダンゴムシ ・テントウムシ ・カブトムシ ・クワガタ ・トンボ 

（担任 石川） 

 

 

 

 

 

 



 

 

＜令和４年度 発表会内容紹介＞  

ホームページに、全クラス掲載しています。 
令和５年２月３日（金）Eグループ 

ばら組 さるかにばなし～日本昔話～ 

＜内容 ＞ 

むかしむかし、柿の種を拾ったサルと、美味しそうなおにぎりを拾ったカニがいました。サルは、すぐに食べ

ることができるおにぎりが欲しくなりカニと交換をします。やがて、カニが大事に育てて、柿の種は木になり、

美味しそうな実をつけました。木に登れないカニはサルに頼みますが、自分だけ赤い実を食べ、カニにはくれ

ず、まだ青くてかたい実を投げつけました。話をききつけた友達のクリ、ハチ、ウスがサルをこらしめようと

しますが…うまくいくでしょうか。 

＜子どもの様子や見どころ＞ 

 今年一年でできることが増え、“やってみたい！”がたくさんなばら組。劇中のセットや道具の移動で、できる

ことは自分たちでやります。そのため、道具は出来るだけ軽量化しています。緊張でうまくいかない場面もあ

るかもしれませんが、温かく見守ってください。 

 親しみやすい音楽やセリフなので、他の役の動きやセリフをすぐに覚え、友達と交代でいろいろな役を演じる

ことを楽しんでいました。また、舞台練習では広い遊戯室で見てくれる人がよく聞こえるように、よく見える

ようにと声の大きさや動作を練習しました。本番では、友達と息を合わせて頑張る姿を見せてくれると思いま

すので、成長した姿に感動しつつ、楽しんで見ていただけたらと思います。  

＜登場人物＞ 

・サル ・カニ ・クリ ・ハチ ・ウス                       （担任 小山） 

 

らっこ組 いっすんぼうし 

＜劇の内容・あらすじ＞ 

むかしむかし、仲の良いお父さんとお母さんが住んでいました。お父さんとお母さんには子どもがいませんでした。二人は、子

どもを授けて下さいと神様にお祈りをしました。 

すると、とてもちいさな男の子を授かり、“一寸法師”と名付けました。 

一寸法師は元気な子でしたが、親指程の大きさのまま大きくなりませんでした。やがて一寸法師は村の子どもたちにからかわれ

たりいじめられたりするようになり、せめて学問を身に付けて立派な大人になりたいと都へ行くことを決意します。そこで出会

ったお殿様とお姫様に気に入られ、一寸法師はお屋敷でお姫様の御用をすることになりました。お姫様と仲良くなった一寸法師

でしたが、ある日観音様へお参りに行く途中、鬼たちに襲われてしまいます。一寸法師はお姫様を守ることができるのでしょう

か。 

＜クラスのエピソード＞ 

絵本を読むと「面白かったね」「一寸法師は小さいけど強いんだ」と盛り上がっていた子どもたち。らっこ組のいっすんぼうしは

どんなストーリーにしようか、お姫様と一緒に勉強をしたりカルタをしたりして遊ぶシーンはどうやって表現しようか、登場人

物は誰にしようか等クラスでたくさん話し合いを重ね、劇遊びを楽しみながら発表会に向けて期待を高めてきました。「こんな振

付はどうかな」「次はこんなセリフかな」と自分の考えや意見を言葉にし、互いに認め合う姿や「明日はここを頑張ろう」と子ど

もたちなりに目標をもって練習をしようと張り切る姿が見られ、成長を感じています。 

＜登場人物＞ 



・いっすんぼうし ・おひめさま ・おとのさま ・おとうさん ・おかあさん ・あおおに ・きいろおに （担任 山根） 

＜令和４年度 発表会内容紹介＞  

ホームページに、全クラス掲載しています。 
令和５年２月３日（金）Fグループ 

ぶどう組 ありんこのアリー    

＜内容＞ 

ありんこのアリーは力持ち。ビスケットもキャンディーも簡単に持ち上げてしまいます。「でも、あれはアリー

でも持ち上げられないさ」と友達が言います。「あれ」とは一体何なのでしょうか、、、。 

＜エピソード・練習の様子＞ 

運動会の遊戯の経験から音楽に合わせて踊ることが大好きになったぶどう組の子どもたち。ありんこのアリー

の絵本が大好きで初めて曲を聞いた時からお気に入りの曲になり、踊りや歌をすぐに覚え口ずさむ姿が見られ

ました。また、友達と一緒に踊る楽しさを味わっています。「お家の人に見せるまであと何日」と数えるほど当

日を楽しみにしています。 

＜登場人物＞ 

・力持ちのアリー ・ありの仲間たち                          （担任 瀧川） 

 

かもめ組 ももたろう～作 楠山 正雄～ 

＜内容＞ 

 むかし、おじいさんとお兄さんが住んでいました。ある日、川へ洗濯に行くと大きな桃が流れてきました。桃

を割ってみると、中から子どもたちが！「ももたろう」と名付け、大切に育てられました。ある日、鬼が島に

いる鬼のうわさを聞いたももたろうは黍団子をもち、鬼退治に行くことにしました。ももたろうたちは無事に

おじいさんとお兄さんのところに帰ってこられるのでしょうか。 

＜エピソード、練習の様子＞ 

「みんなで物語を決めたい」という思いから題材をももたろうに決め、登場人物や物語の流れ等子どもたちと

相談しながら決めてきました。お供する動物たちは「鬼が倒せるもっと強い動物は何か」話し合い、候補をあ

げ、決めました。また、結末は「最後は仲良しになりたい」という子どもたちの意見から、仲直りする結末に

変更しました。 

自分たちで歌詞カードをもち、歌を歌ったり、保育室に掲示してある台本を見て台詞の練習をしてみたりと発

表会を心待ちにしている姿が見られます。 

＜登場人物＞ 

・ももたろう ・鬼 ・おじいさん ・おにいさん ・動物（ねこ、おおかみ、チーター、さる、蜂） 

（担任 池谷） 


