
楽らく保育園 0歳児「はなびだ！」 楽らく保育園 １歳児「消防車がきたよ」 

楽らく保育園 ２歳児 

「おとうさんとおかあさんとわたし

とおともだち」 楽らく保育園 ３歳児「おつきみしたよ♬」 

楽らく保育園 ５歳児  

「釘・毛糸でおほしさま」 
楽らく保育園 ４歳児 

「ピカソ 花飾りをつけたマヤとおもちゃのふね」 



「いっぱい入れるぞ～」

「カラフルなあじさい」
「小さな秋みーつけた」

永興藤尾こども園
５歳児　たいよう組

「園の横に咲く彼岸花」

永興藤尾こども園
５歳児　たいよう組
「どんぐりコロコロ」

「私の服、洗濯したよ」

４歳児　うみ組
「ドジョウさん、こんにちは」

「ふわふわ・トゲトゲ・ハリネズミ」

永興藤尾こども園
４歳児　うみ組

「スイミー　力を合わそう」

永興藤尾こども園
３歳児　そら組

永興藤尾こども園
３歳児　そら組

永興藤尾こども園



「キラキラ　クリスマスツリー」
みつばちこども園　３歳児

「フラフープあそび」

みつばちこども園　４歳児
「はっぱのいろが　かわったよ」

みつばちこども園　５歳児
「ゆきだるま」

みつばちこども園　２歳児

大津京こども園　０．１，２歳児
「いっぱいの¨て¨」

みつばちこども園　１歳児
「ゆらゆら　みのむし」



　「心ワクワク～はじめて出会う色～」

　　　　　　「みんな色の街」
浜大津保育園　　5歳児　　めろん組　　浜大津保育園　　4歳児　　ぶどう組

「びわ湖とミシガン～びわ湖って　こんな色！！～」

浜大津保育園　　0歳児　　さくらんぼ組　 浜大津保育園　　１歳児　　ばなな組

「”りんご色”～おはなしをふくらませて～」
浜大津保育園　　3歳児　　りんご組　　　浜大津保育園　　2歳児　　みかん組

　　　　「おみせやさん　くださいな」

　「色いろ　いっぱい　あそんだよ」



竜が丘保育園　2歳児
「海の中」

竜が丘保育園　3歳児共同作品
「　ホーホーふくろうさん」

竜が丘保育園　4歳児共同作品
「あおぐみ恐竜パーク」

竜が丘保育園　５歳児
「梅雨のおさんぽ」

竜が丘保育園　０歳児
「足型の野菜畑」

竜が丘保育園　１歳児
「野菜スタンプの車」



におの浜保育園 におの浜保育園
5歳児　すずらん組　 4才児　すみれ組
「みんなでつくった　おみこし　わっしょい」 「みんなでクリスマスパーティー♪」

におの浜保育園 におの浜保育園
3歳児　たんぽぽ組 ２歳児　れんげ組
「あんなキノコ🍄こんなキノコ🍄きのこ色々」 「毛糸でつくったぬくぬくみのむし」

におの浜保育園 におの浜保育園
1歳児　ちゅうりっぷ組 0歳児　つぼみ組
「クリスマスブーツ,シールでかざりつけ」 「ゆきだるまとクリスマスプレゼント」



湖のこ保育園　５歳児　つるのおんがえし 湖のこ保育園　４歳児　消防自動車

湖のこ保育園　５歳児　いもほり 湖のこ保育園　５歳児　おばけのくに

湖のこ保育園　５歳児　つるのおんがえし 湖のこ保育園　５歳児　いもほり



永興富士見こども園５歳児 くじら組　おくむら ひな

永興富士見こども園　５歳児 くじら組　なかやま こはる

永興富士見こども園５歳児 くじら組　 おおつか たかひろ

「がんばってほったぞ」 「はるよ、こい！」

永興富士見こども園　５歳児 くじら組　さわだ たいち

「おじいさんのおおきなふるどけい」

「キラキラ クリスマスツリー」

永興富士見こども園　５歳児 くじら組　かねもと たいち

「ぼくの大好きなカブトムシ」 「みんなでがんばった組体操」

永興富士見こども園　５歳児 くじら組　あきまる せいしん



　　　大津あいあい保育園　　０歳児　　湖ぐみ 　　　大津あいあい保育園　　1歳児　　めだか組
　　　　　　「クリスマス」 　　　　　「クリスマスツリー」

　　　大津あいあい保育園　　2歳児　　ほたる組 　　　大津あいあい保育園　　3歳児　　かもめ組
　　　　　「ケーキとパン」 　　　　　　「かたつむり」

　　　大津あいあい保育園　　4歳児　　宙ぐみ 　　　大津あいあい保育園　　5歳児　　さくら組
　　　　「パパママと動物園」 　　　　「ジュラシックワールド」



つばさ保育園  ５歳児  きりん組 
       「 町・バス 」 

 つばさ保育園  ５歳児  きりん組 
       「 ビーチサンダル 」 

 つばさ保育園  ４歳児  ぱんだ組 
         「 いちご 」 

 つばさ保育園  ４歳児  ぱんだ組 
        「 さつまいも 」 

 つばさ保育園  ３歳児  こあら組 
     「 ちょうちょ（ちょう） 」 

 つばさ保育園  ３歳児  こあら組 
     「 ゴーゴーサーフィン 」 



南郷こども園 南郷こども園
              ４・５歳児　画用紙で三つ編み                 ３歳児　　市松模様に編む

　　　　「ベルト」 　「レンガのおうち」

南郷こども園 南郷こども園
        ４・５歳児　秋の素材をつかって        ４・５歳児　秋の素材をつかって

南郷こども園 南郷こども園
         ５歳児　　造形教室　木と木をつなぐ      ５歳児    造形教室　木と木をつなぐ

     「 ゴーゴーサーフィン 」 



唐崎保育園 3歳児 めろんぐみ 
「おおきいおいもをうんとこしょってしたよ」 

唐崎保育園 3歳児 めろんぐみ 

「いろいろなかたちをペッタンコ 
        まる・さんかく・しかく」 

唐崎保育園 4歳児 みかんぐみ 
「うんどうかいでバルーンをしたよ」 

唐崎保育園 4歳児 みかんぐみ 

「みずでっぽうがバーンてなって雨みたい

にいっぱいふってきたよ」 

唐崎保育園 5歳児 ぶどうぐみ 
「バスにのって しがらきにいったよ」 

唐崎保育園 5歳児 ぶどうぐみ 

「バス遠足たのしかった」（遠足で信楽へ） 



やまのこひろば ひえい平保育園  
０･１歳児 ひよこ･うさぎ組 
「かわいい ゆきうさぎ」 

やまのこひろば ひえい平保育園  
２歳児 きりん組 

「キラキラのクリスマスツリー」 

やまのこひろば ひえい平保育園･比叡平幼稚園  
３歳児 そら組 

「ゆきのこぼうず」① 
やまのこひろば ひえい平保育園･比叡平幼稚園  

３歳児 そら組 
「ゆきのこぼうず」② 

やまのこひろば ひえい平保育園･比叡平幼稚園  
４歳児 ほし組 

「ゆきだるまのチャチャチャ」 

やまのこひろば ひえい平保育園･比叡平幼稚園  
５歳児 にじ組 

「もちつき ぺったんこ」 



皇子が丘保育園  ５歳児 とんぼ組 
     「いもほり」 

皇子が丘保育園  ５歳児 とんぼ組 
     「いもほり」 

皇子が丘保育園  ５歳児 とんぼ組 
     「いもほり」 

皇子が丘保育園  ５歳児 とんぼ組 
     「とんぼ動物園」 

皇子が丘保育園  ３歳児 かえる組 
   「どんぐりちゃん」 

皇子が丘保育園   
４歳児 みつばち組 

 「どんぐりツリー」 



  逢坂保育園 ０歳児  
『マラカスツリー』 
（ころがし絵） 

  
  

  逢坂保育園 ０歳児  
『笑う門には福来たる！』 

（手型アート） 
  
  

  逢坂保育園 １歳児  
『ツルツルいっぱいおいしそう』 

（はじき絵） 
  
  

  逢坂保育園 １歳児  
『クリスマスリース』 

（ひも通し） 
  
  

  逢坂保育園 ２歳児  
『わたしのリース！』 

（はさみの１回切りとのりあそび） 
  
  

逢坂保育園 ２歳児  
『わたしとすきなもの』 

（パスで自由画） 
  
  



朝日が丘保育園 ０.１歳児「くだもの」 朝日が丘保育園 2歳児「いもほり」 

朝日が丘保育園 3歳児「じぶんのかお」 朝日が丘保育園 4歳児「いもほり」 

朝日が丘保育園 5歳児「バスえんそく」 

  
  
  


