
『幼稚園の現場から』 
19・こんな誕生会はいかが？ 

!
原町幼稚園園長　鶴谷主一（静岡県沼津市）	  !!

定番行事もぱむよ誕生廻	  !
このレポー�トを書く前に気になっているこ

と一つ。「誕生会」という言葉をずー�っと使

ってきたけど最近「誕生日会」っていう言葉

を聞くことも多いのです。私としては「誕生

したことをお祝いする会」なので誕生会だと

思うんですが•･•･•･バー�スディパー�ティー�を直訳

すると誕生日会になるのかな？まあどっちで

もいいですが、私は前者を使わせて頂きま

す。	  

	  

さて、幼稚園・保育園では定番行事として

毎月誕生会を開催されていることと思いま

す。その内容も演出も様々でしょう、ことさ

らここで取り上げるほどのことでもないと思

いますが、毎月あるだけにマンネリや定型作

業に陥りやすい活動でもあります、１年の前

半は盛り上がるけど後半は惰性で•･•･•･そんなお

祝いされたくないですよね！だからしっかり

方針を決めて、４月から３月まで1122回の誕生

会を毎回感動を得られるよう充実させなけれ

ばなりません。「そんなやり方もあるんだ

ー�」ぐらいの気持ちで見ていただけると良い

と思います。 !!
まずは、４月に発行する保護者向けのお便りをご覧下さい。このお手紙で、保護者の皆さんに誕生会

の主旨を理解していただき、ご協力いただくことをお願いします	  !!
♬HHAAPPPPYY℃誕生廻ゅまぞむ￥BBIIRRTTHHDDAAYY♬



�   誕生廻よ目的



		 	  ≧誕生廻オ通ぱむねカや気持ほオ茨むむぞでべぞも思ぽむぞ�び〜∞                       
いのち	  ♡いのちに興味を持ち、いのちの尊さをかんじること。	  !
かぞく	  ♡じぶんがお母さんから生まれたことを実感し、	  

　　　　生まれてきたことを家族に喜んでもらったことを知り、自分も喜び 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  育て見守ってくれた家族に「ありがとう」の気持ちをもてること。	  !
愛　情	  ♡愛情を行動で見せてくれるのがお祝いという行為。 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  みんなにお祝いしてもらううれしさを知り、気持ちを受けとめます。	  !
表　現	  ♡気持ちは物だけでなくことばや行動であらわせることを知って、	  

	  じっさいにやってみること。	  （かんむりやプレゼントづくり、誕生会劇） 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�   誕生廻よ�ほづべ !
☆年少組はクラス単位で、誕生月のお家の方と担任で一緒に『おかあさん劇場！』

をやって誕生会を盛り上げます！紙芝居や手品、人形劇にゲー�ム•･•･•･いろんな

アイディアを盛り込んで楽しいひとときを演出します。担任との打ち合わせ日

を設けますのでご協力ください。 

☆年中、年長組	  

	  第１部はわくわくホー�ルに保育園のお友達も一緒に全員集合！みんなの前で名

前や年齢を発表！年長さんはひとことインタビュー�も！ 

 そしてぶっつけ本番の『誕生会劇場！』に挑戦します。この出し物が誕生児からみん      

なへのプレゼント、本人も結構楽しみにしています♡	  

	  部屋に帰ってからは第２部ティー�タイムです。ここではお家の方とともに一人ひとり	  	  	  	  	  	  	  	  

の記念日を感じられる会にしたいと思っています。	  !
� 胸にきんぴかリボン！ 

自分の誕生日と,,幼稚園の誕生会には胸にきんぴかリボンをつけます。 
「きょうは私の誕生日よ！」とすぐにわかってもらって 
みんなに「おめでとう！」を言ってもらうためです。	  !
☆幼稚園の誕生会より先に誕生日がある人は、誕生日にきんぴかリボンをつけて

帰りますので大切にとっておいて、もう一度、幼稚園の誕生会の日につけて登園

させて下さい。	  

☆幼稚園の誕生会よりあとに誕生日の人は、誕生会できんぴかリボンをつけて

帰ったら、本当の誕生日にもう一度つけて登園して下さい。	  !
� 　	  

＊誕生月になると「誕生会への招待状」が届きます。お家の方も誕生会にご出席下さい。	  

＊誕生会では撮影ＯＫです！（通常の参観では撮影できません、園内では子ども達が活発に動いていま

すので、機器を破損したりしないよう扱いにはくれぐれもご注意下さい。）	  !
＊誕生会のプログラムは、年間を通して同じように行いますが、１学期の誕生会は、新学期ということ

もあり、新しいやり方に子どもたちがまだ慣れていませんから、なかなか落ち着いてできないことも

あります。子どもたちの成長、そして回数を重ねるにつれてスムー�ズに会が進行できるようになりま

す。また、年長児は徐々に子どもたち自身でプログラムを進められるようにしていきます。会に参加

しつつ、子どもたちの成長を見守って下さい。	  !
＊誕生会ではとくべつなおやつを用意します。種類によっては、お皿やフォー�クが必要です。（出席さ

れる大人の方もコップ、お皿などご用意下さい。→毎月のお知らせで事前にお知らせします）	  !
◎ご夫婦や下のお子さんが誕生会参加される場合に、園児と同じおやつを用意させて頂きます。希望の

方は事前に人数をお知らせ下さい。（実費111100円かかります。家族用１つは用意してあります）	  !
○誕生会用に作ってもらうおやつは、近所の菓子工房ハニー�サックルさんオリジナルメニュー�です。パ

ティシエの斉藤さんも毎回「楽しんで作ってます((^^oo^^))」おいしくたべてください！	  

	  乳製品、卵、小麦粉等のアレルギー�摂取制限があるお子さんは担任までご相談ください。  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	  !!

	  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
晴イよ日オ猿出	  

誕生会の必需品はいろいろありますが、欠

かせないのは「誕生カー�ド」です、原町幼稚

園ではそのほかにも晴れの日を盛り上げるグ

ッズがたくさんあります。	  

保育業者から購入する誕生カー�ドもかわい

ものが多数揃っていますが、デザインからオ

リジナルで手作りすることで、上に書いてあ

るように気持ちが伝わるものだと思います。	  

実際、年長児がが、自宅で家族の誕生会を

計画段取りして、幼稚園と同じようにお祝い

をしてくれたという話も保護者の方から聞く

こともあります。そんな話を聞くと「誕生会

の目的」が子どもたちの中に浸透しているの

だと感じて嬉しくなります。毎月の準備は勤

務時間内では終わることはなく、正直言って

たいへんなこともありますが、こんな話が私

たちの力になっていきます。	  !!!!!!!!!
［誕生カー�ドの作り方は先輩から後輩へ伝授！	  

　年長組の誕生カー�ドは慣れないと１個6600分かかる］  

誕生会おやつメニュー（実際には原材料名も表示）
４月 パウンドケーキ １０月 チョコバナナロール

５月 ババロア １１月 ティラミス

６月 チーズケーキ １２月 ショコラトルテ

７月 クッキーシュー １月 ガトーショコラ

８月 アーモンドクッキー ２月 みかんのフィナンシェ

９月 モンブラン ３月 いちごのショートケーキ
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誕生廻よ持ほ方≧保茨者用∞


職員間では会の主催者として、次のように基本的な内容は決めてあります。	  

アレンジはそれぞれの担任が加えてオリジナリティー�を出すことができます。	  

年関計雅よ中よ惟置みにもぱむ


誕生会は、毎月１回繰り返し行われる活動なので、ねらい（目的）を達成しやすい活動だと言えま

す。その中にいろいろな要素を盛り込むことで、誕生会のねらい以外でも子どもたちの発達を総合的

に刺激することができると考えています。	  

○おおぜいの人前で名前や歳を発表すること（ことば）　　○お客さんの話をしっかり聞いて感想を

言ったりすること（コミュニケー�ション）　　○友だちへのメッセー�ジを書くこと（書き文字�）	  

○飾り付けをすること（デザイン）　　○アドリブ劇を楽しく経験することで２月に行う演劇的表現

活動「お話あそび会」への経験値を上げること。（表現力）	  !

年長 年中 年少 乳児（保育園）

形式

第一部 
わくわくホールにて幼保合同 
1.集合・手遊び 
2.冠をかぶり誕生児入場 
3.ステージに立って自己紹介：クラ
ス、名前、年齢発表+ひとことイン
タビュー 
4.ハッピーバースディの歌 
5.年長誕生会劇場→終了

年長に同じ !!!
※３の自己紹介でインタビ
ューは省く

・お母さんと担任が一
緒に行う「お母さん劇
場」をクラス単位で行
う。

・親を招待し、保育に
参加して頂くことに
よっていろんな子ど
もと関わって頂く 
・誕生児の紹介とささ
やかな誕生会をひら
く

第二部 
クラス 
にて 
誕生会 
プログラ
ム例

1.ろうそく消し 
2.くす玉割り 
3.誕生カード・メッセージカードプ
レゼント 
4.お母さんへのインタビュー(名前の
由来、小さい頃の思い出など) 
5.おやつ 
6.写真撮影

1.ろうそく消し 
2.くす玉割り 
3.誕生カードプレゼント 
4.お母さんにお手紙を読んで
もらう(子どもへのメッセ
ージ、思い出など) 
5.おやつ 
6.写真撮影 
7.写真プレゼント

1.誕生児、親の紹介 
2.かんむりプレゼント 
3.ろうそく消し 
4.ハッピーバースディの
歌 
5.くす玉割り 
6.お母さん劇場 
7.おやつ

1.誕生児紹介 
2.ハッピーバースディ
の歌 
3.カード 
　手作りプレゼント 
4.あそび 
5.会食

子どもが
関わる 
こと 

・かんむり作り 
　金紙を切り型紙に貼り付ける 
　カッティングシート、 
　ミラーテープ、モールで飾り付け 
・メッセージカード 
　誕生児の顔などを各自描く 
　メッセージを書く 
　自分の名前を書く(代筆可）

・かんむり作り(牛乳パック) 
　ビニールテープを切って貼
付 
・写真の額作り 
　ボンドでマカロニを貼付

なし なし

保育者が
準備する
こと

・招待状〈カラー〉 
・誕生カード〈手作り〉 
・メッセージカード（園長→担任） 
・壁面 
・くす玉 
・ケーキ 
・プログラム(ポスタータイプ) 
※司会は２学期から 
　プログラム作りは３学期から 
　子どもたちに任せていく 
※１学期はしっかりやり方を覚えて
　もらう 
・誕生会提案（劇シナリオ練習）

・招待状〈カラー〉 
・誕生カード〈手作り〉 
・A4版写真（園長→担任） 
・壁面 
・くす玉 
・ケーキ 
・誕生会提案（劇シナリオ
練習）

・招待状〈カラー〉 
・誕生カード〈手作
り〉 
・壁面 
・くす玉 
・ケーキ 
・お母さん劇場の準備
と打合せ

・招待状〈手作り〉 
・誕生カード〈手作
り〉 
・手作り

写真撮影
など

・誕生児と担任(カード用) 
・メッセージカード用

・誕生児と担任 
・Ａ４ポートレート用

・誕生児と担任 
・壁面用個人写真

・誕生児 

配慮すべ
きこと

年間を通じて、徐々に子どもたち自
身が会の運営をしていけるよう
に、話し合いを進め、内容等を配
慮する。

保護者が参加していることを考慮し、 
ダラダラと長くなりすぎないように、 
楽しい時間内で切り上げられるように配慮する。
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資料編Ｌ‥デΒパめ盛ア上ぬィトホヒ〜 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誕生会当日の部屋の
飾り付け。 
担任の趣味で 
盛り上げます。

上：年長組／粘土製ケーキ＆くす
だま＆壊れたインタビュー用マイク。 
左：年中組／ボール紙製ケーキと 
トイレットペーパーの芯製マイクと 

かんむり。



資料編Ｍ‥ロΕピΜ�びィトホヒオ允部紹壊
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!
かんむり･･･担当の子どもたち
がいろんな素材を使って飾り付

けます。 

年長組プレゼ
ントグッズ 
３点セット！ 
（準備中） 

年中組 
誕生月の友だちとグループ写真Ａ

４サイズのポートレート。枠のマカロ
ニはクラスの子どもたちがプレゼント作

業として貼り付けます。 
年中・年少の誕生カードは年長とは
別のデザインで担任が製作します。

クラスメイ
ト全員からの 
メッセージカード

カード完成形 
開いたところ 
手形・身長体重 

担任からのメッセージ、２ショット
写真が入っています。



資料編Ｎ‥誕生廻よ様子
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年中長
は、幼保合同で第一
部を行います。 

プログラムに沿ってステージ
の上に誕生児が並んで登場！ 
一人ずつ自己紹介･･･緊張するけ
ど家で練習してきたりして頑張っ

て発表！ 
保護者は後ろで見守ります。
年少組はクラスで行い

ます。 

!
大人気！ 

誕生児によるプレゼント！ 
アドリブ♪誕生会劇場。 

前日に保育者だけで流れを打合せ 
当日は登場人物になってストーリーを
引っ張りますが、思わぬアドリブや 
恥ずかしがり屋さんもいてその都度子ど

もたちに合わせて展開します。 
子どもの役は前日か開幕直前の舞台裏で

３～５分以内に伝えられます。

ツルヤシュイチ 
（幼稚園勤務32年/うち園長11年） 
http://www.haramachi-ki.jp 

mail：osakana@haramachi-ki.jp

 

!
第一部では 

みんなで楽しい時間を過ごしますが、
第二部ではクラスで誕生児の母親、ときに

は父親も一緒に「その子の生まれたときの話や
小さい頃の話」をしてもらいます。 
アルバムやパネルにした写真や赤ちゃんの頃の肌着を
持参したり、父母も我が子のエピソードをクラスの皆に
伝えるべき準備をしてきてくれます。感極まって嬉し涙の
話になることも多いのですが、子どもの成長を喜ぶ親の愛
情を直に感じられるとても大切な時間になります。第二部
で読んで頂く我が子へのお手紙もお願いしていますが、
愛情がたっぷり感じられる手紙は、クラス便りに掲載
して親同士も共有します。実はこの親の準備や手紙
がいちばん大切なアイテムなのです。心躍る楽
しさとしっとりした愛情の両方を感じら
れる一日になってほしいなあ、と

願っています。

http://www.haramachi-ki.jp
http://haramachi-ki.jp
http://www.haramachi-ki.jp
http://haramachi-ki.jp

