
          博愛保育園　　２歳児一同
　　　　　　　「ラーメンだいすき」

みどりこども園 5歳児 きりん組 

2グループ 「みんなでジャングルへ行こう」 

みどりこども園 5歳児 きりん組 

3グループ  「空を探検しよう」 
みどりこども園 5歳児 きりん組 

4グループ 「クジラと一緒に泳ごう」 

みどりこども園 5歳児 きりん組 

5グループ 「宇宙旅行へLet’ｓ go！」 

みどりこども園 5歳児 きりん組 

1グループ 「地下の中を探検しよう」 



レイモンド瀬田こども園　5歳児　くじら組

つくし保育園

3歳児 こいぬぐみ とまとグループ 

「サンタのくる夜」 

４歳児 らいおんぐみ  

「こんなかっぱにあいたいな」 

５歳児 ぞうぐみ 「スーホの白い馬」   



レイモンド淡海保育園　（４歳児）きりん組
　　　　『エルマーの冒険』

たんぽぽ保育園　４歳児　ちょうちょぐみ
共同作品『そんごくう』

３歳児からみんなで楽しんできた『そんごくう』の世界。
そんごくうの仲間たちと自分たちを重ね合わせてどんなことにも修行だと挑戦し、

ごっこ遊びを楽しんできた子どもたち。

そして、４歳児の発表会でみんなで力を合わせた
そんごくうの劇ごっこ。

その背景作品に、自分たちがなった役の絵を思い思いに描いて貼った共同作品です。



　あおぞら保育園　　５歳児　とんびぐみ　
　　　劇　『　たつのこたろう　』　共同画

発表会で取り組んだ劇を場面ごとに、みんなで共同画を描きました。

「村の仕事は大変だ！」 　　　　「イノシシを獲りに行こう！
　木を伐りに行こう！」

　　　「たろうとあやの出会い 　「鬼たち、あやを返せ！
　　　～あやは大事な友だちだ～」 　～天狗よ力を貸して～」

　「おっかさんの湖は遠いなー 「おっかさんとたろうの出会い
　　　～山犬と雪おんなに気をつけるんじゃ～」     ～おっかさん！たろうがきたよ！～」



おおがや愛保育園  「みどりのほし」 

おおがや愛保育園 「消防車」 

おおがや愛保育園 「おいもほり」 

おおがや愛保育園 「秋の味覚」 おおがや愛保育園 「おいもほり」 

おおがや愛保育園 「つるの恩返し」 



          博愛保育園　　２歳児一同 　　　　　　　　博愛保育園　　　４歳児一同
　　　　　　　「ラーメンだいすき」 　　　卵の殻でモザイクアート　「つよくてやさしいトラ」

　　　　博愛保育園　　５歳児一同　　　　　　　　　　　　　　博愛保育園　　　０才児一同
　　　　　　　「と　ら　ど　し」 　　　　　　　　「たのしい　秋の　仲間たち」

　　　　博愛保育園　　１歳児一同 　　　　博愛保育園　　３歳児一同
　　　　　「冬のイルミネーション」 　　　　　　「クリスマスツリー」



レイモンド瀬田こども園　1才児　あひる組 　　　　レイモンド瀬田こども園　３才児　いるか組
『ちょうちょさん、こんにちは』 『きょうりゅう』

レイモンド瀬田こども園　2才児　ぺんぎん組 レイモンド瀬田こども園  4才児　しゃち組　
『ゆきだるまとツリーさん』 『海の危険生物』

　　レイモンド瀬田こども園　5歳児　くじら組
　　『恐竜』

レイモンド瀬田こども園　5歳児　くじら組
　　　『かさ』



レイモンド淡海保育園　(3歳児）ぱんだ組       レイモンド淡海保育園　（3歳児）ぱんだ組
　　　　『秋の自然物を使って』 　　　　         　　『秋の自然物を使って』

レイモンド淡海保育園（５歳児）らいおん組 　　　 レイモンド淡海保育園　(5歳児）らいおん組
　　　『ハロウインパーティー』 　　　　　　『れもんピック(運動会）』

レイモンド淡海保育園　（４歳児）きりん組         レイモンド淡海保育園　(４歳児）きりん組
　　　　『エルマーの冒険』 『エルマーの冒険』



2才児　　そら組　　どんぐり 　　　　　　3歳児　　ほし組　　うさぎ

４歳児つき組　クリスマス飾り

　　　　　　４才児つき組　毛糸のオーナメント

　　　　　　　　５歳児たいよう組　毛糸のマフラー

　レイモンド大萱保育園



ひかり保育園 3歳児 ぞうぐみ 
上：さわ ひまり 下：やました りか 

ひかり保育園 3歳児 ぞうぐみ 

上：まつお ゆきひで 下：いわかた りく 

「こぎつね コンコン」 

ひかり保育園 4歳児 くまぐみ 

まつなが あかり たにぐち さゆき 

おく ななこ 

ひかり保育園 4歳児 くまぐみ 

いしかわ ちはる 

ひかり保育園 5歳児 ぱんだ組 

    「うちゅう」 



一里山ひかり保育園　　５歳児　　ぱんだ組
｢メリークリスマス！！」

一里山ひかり保育園　３歳児　ぞう組
　　　　　　「みんなDeクリスマス」

一里山ひかり保育園　　４才児　くま組
「クリスマスパーティー」

一里山ひかり保育園　４才児　くま組
｢クリスマスパーティー」



大将軍ひかり保育園 ３歳児 ぞう組 

柴原 匠 

「おつきさまってどんなあじ」 

大将軍ひかり保育園  ３歳児 ぞう組 

茂森 大知 

「おつきさまってどんなあじ」 

大将軍ひかり保育園 ４歳児 くま組 

近藤 隆成 

「ゆきだるまのともだち」 

大将軍ひかり保育園 ４歳児 くま組 

田邊 瑞記 

「ゆきだるまのともだち」 

大将軍ひかり保育園 ５歳児 ぱんだ組 

髙岡 瑛太 

「リレーをがんばったよ」 

大将軍ひかり保育園 ５歳児 ぱんだ組 

花谷 咲真 

「リレーをがんばったよ」 





レイモンド大津保育園　　1歳児　　さくらんぼ組み
「はっぱのカーテン」

      レイモンド大津保育園　2才児　りんご組
　　　　　　「感触あそびdeきのこ」

レイモンド大津保育園　3歳児　みかん組 　　　　　    　レイモンド大津保育園　　4才児　　ぶどう組
川崎　凜 永井　孜季 日野　凛
舩橋　佑奈 中原　来依 　　　「運動会～体操がんばったよ～」

高田　優海
「ひまわりさいた」

レイモンド大津保育園　　5歳児　めろん組
今井　萌那 山崎　佑奈
　　「みんなニコニコ運動会！」 　　　　 　   　「夏祭りの思い出」

　　　　　

レイモンド大津保育園　５歳児　めろん組



  膳所保育園  5歳児  ひまわり組 
  『 しょうぼうしゃが やってきた』  

膳所保育園  5歳児  ひまわり組 
『びわこはくぶつかんへ バスえんそく』 

おおきな さかなトンネル！ 

    膳所保育園  5歳児  ひまわり組 
  『びわこはくぶつかんへ バスえんそく』 

  みんなでおべんとうたべて たのしかったよ。 

    膳所保育園  5歳児  ひまわり組 
『おいもほり』 

いちばんおおきなおいもは かんむりかぶったよ！ 

    膳所保育園  ４歳児  あやめ組 
     『ともだち だいすき』 

     みんなであそぶの たのしいな！ 

    膳所保育園  ４歳児  あやめ組 
    『だいすきな てつぼう』 

    てつぼうできるよ！みててね！！ 



５歳児 「令和四年 干支 とら」    

  ３歳児   「おししいケーキできたよ」   ４歳児 「おいしいごちそういっぱいできたよ」   

 ０・１歳児 「ぼくのわたしのだるまちゃん」   

 ５歳児 「 とらとだるま 」   

2歳児   「ふゆのばけたくん」   

大津市立晴嵐保育園 



大平保育園　４歳児　「そらまめ　おいしかったね」

大平保育園　5歳児　「運動会　和太鼓で始まったよ」

大平保育園　3歳児　「わくわく　いっぱい　運動会　」 大平保育園　3歳児　「かえるがぴょーん」

大平保育園　４歳児　「消防車」

大平保育園　5歳児　「玉ねぎは土のにおい」



瀬田南保育園  ５歳児ぶどう組 

    きょうりゅうグループ 
瀬田南保育園  ５歳児ぶどう組 

     しろゆきグループ 

瀬田南保育園  ５歳児ぶどう組 

  どうぶつえんグループ 

瀬田南保育園  ５歳児ぶどう組 

  がんばれプールグループ 

    「ながれるプール」 

瀬田南保育園  ５歳児ぶどう組 

   あいすでんしゃグループ 

「にんじゃとんねる びーだまころがし」 瀬田南保育園  ５歳児ぶどう組 

   いえはうすグループ 



 やまびこ園・教室　1歳児　くじら組 　       やまびこ園・教室　１・２歳児　ぞう組
     「おいしいケーキをつくったよ」 「ちいさい秋みつけた」

 やまびこ園・教室　2才児　つばめ組
｢ポンポンポップコーン　また、たべたいね」    ｢ポンポンポップコーン　おいしかったね」

 やまびこ園・教室　２・４歳児　ぱんだ組

 「びりびり　ぺたぺた　かき　で～きた」

      　やまびこ園・教室　２・３歳児　らいおん組
             「クリスマスツリー」

やまびこ園・教室　２歳児　ぺんぎん組


