


・戸上愛海 

・西尾美樹 

・川島ひかる 

・藏本朱里

・佐々木聖也 

・小嵜壮悟 

～レクぴよの流れ～ 

11:15～ 自由遊び 

11:45～ 手遊び「はじまるよ」

     ふれあい遊び 

     「たけのこさん」 

     全体遊び 

     「ぐるぐるどっかーん」 

12:10～ ティータイム 

12:45  終了 

レクぴよ 第 2回 

参加者：10組（22人） 

年齢層：0歳～2歳 11か月 

配布物： 

予告チラシ 

ふれあい遊びのレジメ 

折り紙で作成したこいのぼり

ぐるぐるぐるぐる 

    どっかーん！ 

はいはいしたり、走ったり、 

みんなで体を動かしました♪ 

おもちゃで遊んだり 

ボールで遊んだりして 

みんな楽しそう！ 

自分よりも 

大きな 

フラフープ！ 

レクぴよ通信 Vlo.2 
2015年 5月 13日 



・戸上愛海 

・西尾美樹 

・山田恵花 

・加藤志織 

・伊藤真代 

・濱口亜里紗 

～レクぴよの流れ～ 

11:15～ 自由遊び 

11:45～ 手遊び「はじまるよ」

     ふれあい遊び 

     「あめふり」 

     全体遊び 

     「傘シアター」 

12:10～ ティータイム 

12:45  終了 

レクぴよ 第 3回 

参加者：9組（19人） 

年齢層：0歳～2歳 11か月 

配布物： 

予告チラシ 

ふれあい遊びのレジメ 

ガチャガチャのカプセルで 

作成した小さなかたつむり 

ピアノを弾くお姉さんの 

まねっこをする 

双子ちゃん♪ 

今回のレクぴよは 

梅雨をイメージして行いました！ 

いつもの手遊び、「はじまるよ」で 

始まりの合図♪ 

傘で できた 

かたつむりに興味津々！！ 

レクぴよ通信 Vol.3 
2015年 6月 10日



・戸上愛海 

・西尾美樹 

・青山奈央 

・柳美有 

・伊藤真代 

・川村綾璃 

～レクぴよの流れ～ 

11:15～ 自由遊び 

11:45～ 手遊び「はじまるよ」

     ふれあい遊び 

     「きゅうりができた」 

     全体遊び 

     「七夕のペープサート」 

12:10～ ティータイム 

12:45  終了 

レクぴよ 第 3回 

参加者：10組（20人） 

年齢層：0歳～2歳 11か月 

配布物： 

予告チラシ 

ふれあい遊びのレジメ 

今回は初めて 

ブロックで 

遊びました！ 

なかには、人形を相手に 

お母さんになって 

ふれあい遊びをする子も 

いました。 

「はじまるよ」は 

もう覚えてくれていて 

みなさん一緒にやってくれます♪ 

レクぴよ通信 Vol.4 
2015年 7月 8日



・戸上愛海 

・西尾美樹 

・川村綾璃 

・山口澪美 

・石田ひかる 

～レクぴよの流れ～ 

11:15～ 自由遊び 

11:45～ 手遊び「はじまるよ」

     ふれあい遊び 

     「電話がかかってきましたよ！」 

     全体遊び 

     「おばけのてんぷら」 

12:10～ ティータイム 

12:45  終了 

レクぴよ 第 7回 

参加者：9組（19人） 

年齢層：0歳～2歳 11か月 

配布物： 

予告チラシ 

ふれあい遊びのレジメ 

おばけのてんぷらシール 

大型絵本 

『おばけのてんぷら』 

途中から手作りのおば

けのぬいぐるみを登場

させて、読み聞かせを行

いました。 

電話がかかってきましたよー！ 

それぞれのお気に入りのおもちゃで 

遊んで楽しそう♪

レクぴよ通信 Vol.7 
2015年 10月 14日



・戸上愛海 

・西尾美樹 

・青山奈央 

・佐々木聖也 

・常岡佳代 

～レクぴよの流れ～ 

11:15～ 自由遊び 

11:45～ 手遊び「はじまるよ」

     ふれあい遊び 

     「体がピアノになります」 

     全体遊び 

     「ねこのお医者さん」 

12:10～ ティータイム 

12:45  終了 

レクぴよ 第 8回 

参加者：12組（26人） 

年齢層：0歳～2歳 11か月 

配布物： 

予告チラシ 

ふれあい遊びのレジメ 

ねこのお医者さんの 

マグネット 

一人遊びをする中、 

他の子どもにも興味を 

しめす姿がみられるように 

なってきています。 

次々と登場する動

物たちに、子どもた

ちは前まで来て興

味深そうに見てい

ました！ 

レクぴよ通信 Vol.8 
2015年 11月 11日

お母さんに 

コチョコチョ 

されてとても 

楽しそう♪ 



・戸上愛海 

・西尾美樹 

・青山奈央 

・柳美有 

・伊藤真代 

～レクぴよの流れ～ 

11:15～ 自由遊び 

11:45～ 手遊び「はじまるよ」

     ふれあい遊び 

     「あわてんぼうの 

サンタクロース」 

     全体遊び 

     「みつごのこぶたの 

クリスマス」 

12:10～ ティータイム 

12:45  終了 

レクぴよ 第 9回 

参加者：6組（18人） 

年齢層：0歳～2歳 11か月 

配布物： 

予告チラシ 

ふれあい遊びのレジメ 

羊毛フェルトで作った 

クリスマスツリーと鈴 

サンタさんの膝の上でもぐもぐ。 

      おいしいな～ 

ティータイムは 

親子でのんびりと 

落ち着いた 

雰囲気でした。 

サンタさんの登場に 

みんな興味津々！ 

一緒にダンスをしました。

最後はみんなで 

ジングルベルを 

歌いました♪ 

レクぴよ通信 Vol.9 
2015年 12月 9日



・戸上愛海 

・西尾美樹 

・川村綾璃 

・下地真央 

・寺本柚香 

～レクぴよの流れ～ 

11:15～ 自由遊び 

11:45～ 手遊び「はじまるよ」

     ふれあい遊び 

     「とことこさん」 

     全体遊び 

     「もちつきぺったん」 

12:10～ ティータイム 

12:45  終了 

レクぴよ 第 10回 

参加者：8組（18人） 

年齢層：0歳～2歳 11か月 

配布物： 

・予告チラシ 

・ふれあい遊びのレジメ 

・空き箱で作った 

ミニししまい 

子どもたちは、

ずいぶんと私た

ち大学生に慣れ

た様子で、今日

も楽しそうに遊

んでいました。 

今回はお正月！ 

絵本『もちつきぺったん』をペープサートで行いました。

その後は

小 さ い 

ししまい

が登場！ 

レクぴよ通信 Vol.10 
2016年 1月 13日

子どもたちに近づいて、、、ぱくっ♪ 



・青山奈央 

・谷口綾香 

・濱口亜里紗 

・磯田真由 

～レクぴよの流れ～ 

11:15～ 自由遊び 

11:45～ 手遊び「はじまるよ」

     ふれあい遊び 

     「たまごをぱかっ」 

     全体遊び 

     「カレーライスのうた」 

12:10～ ティータイム 

12:45  終了 

レクぴよ 第 11回 

参加者：9組（18人） 

年齢層：0歳～2歳 11か月 

配布物： 

予告チラシ 

ふれあい遊びのレジメ 

カラー軍手で作った 

小さな野菜 

子どもたち

がお母さん

の膝の上に

乗った状態

から始まり

ます。 

おなべに野菜を入れて、、 

かわいいくまさんが 

歌を歌いながらカレー作り！ 

はじまるよっ はじまるよっ 

はじまるよったらはじまるよ♪ 

ねこのひげ、にゃ～♪ 

曲に合わせて体をゆらしたり 

こちょこちょしたりしました。 

レクぴよ通信 Vol.11 
2016 年 2月 10日




