
 

  

まだまだ猛暑が続いていますが皆様、体調など崩されていませんで

しょうか。あっという間に夏休みも終わり、いよいよ 2 学期がスタ

ートしました。子ども達は久しぶりのお給食にとっても喜んでいま

した。2 学期は今まで以上に自信や意欲を持ち、園生活を送ってい

くと思います。遠足、運動会、音楽会と沢山行事もあるので、一層

充実した日々の中で子ども達の成長を感じ、サポートしていけるよ

う、精一杯務めて参りますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

暑中見舞いのハガキ、ありがとうございました♪ 
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光組クラス通信 

担任 高柴菜都乃       

９月号 

今月の主な遊び・活動 

・たのしいなつやすみの発表を順番にしていきたいと思います。 

・平仮名を描く練習をしていきます。 

・運動会に向けて勝ち負け遊びを沢山していきます。 

 

 

 

デイキャンプの思い出 

年長になって初めての行事でもあったデイキャンプ。子ども達は毎日心待ちにしていま

した。お天気もなんとか持ちこたえ、26 人全員で参加することができました。デイキ

ャンプまでの日々、光組では毎日子ども達と持ち物やどんな事をするのか何度も話す時

間を作ってきました。「自分で用意するからもう一回持ち物教えて。」と念入りに確認し

てくれる子が本当に多く、さずが年長さん！と感心する毎日でした。クッキングではグ

ループに分かれて野菜の皮を剥いたり包丁で切ったり自分達で役割分担をしたり、声を

掛け合う姿にも逞しさを感じ、進級してまだ 2 か月しか経ってないと思えないくらいの

チームワークでした。会えるかドキドキしていた魔女の師匠にも会え大喜び！子ども達

の色んな表情を見ることができた貴重な一日となりました。 

負けたくない！の気持ち 

1 学期、子ども達と過ごして感じた事のなかで一番印

象に残っていることは、どんな些細な事でも友達の事

を全力で応援してあげられる仲間意識の高さです。体

育遊びの中でのリレーではチームごとに自分達で作戦

を立てたり友達の走っている姿を見てアドバイスをし

たり、良い関係性ができているなと感じました。保育

者が仲介に入らなくても試行錯誤し、外遊びでも練習

し負けたときの悔しい気持ちを胸に、また走り出しま

す。リレーだけに関わらず、色んな面で友達の存在が

刺激になり切磋琢磨して成長しているんだな、と….そ

んな姿を日々感じることができ、嬉しいです！ 

最近の光組では… 

お歌が大好きな光組さん。年長

になり長い歌や音程が難しい歌

も心を込めて歌えるようになっ

てきました。中でも「ビリーブ」

という曲が大好きで歌っていた

ある日、ピアノのメロディを弾

かずに伴奏だけ弾いてみたとこ

ろ綺麗に音程を取れていたの

で、最近は子ども達の歌声を聴

きたくて伴奏だけのピアノにし

ています♪ 

お願いします。 

ご不要な袋やゼリーカップや蓋つき

の箱がありあしたらお持ち頂きたい

です。その他、使えそうな素材があれ

ばお持ちいただけると助かります。 



 

 

  

  

早いものでもう９月。セミの鳴き声に負けない子ども達の「おはよ

う！」が聞こえてくる夏の朝は、無性にワクワクしますね。最近もまた

ウイルス関連の話題で持ちきりで暗くなりがちですが、子ども達の笑顔

や笑い声に元気をもらう毎日です。しっかりと感染、熱中症対策をしな

がら、元気いっぱい、今月も楽しんでいきたいと思います。今年は少し

短い夏休みでしたが、その分二学期は幼稚園で素敵な思い出を作ってあ

げたいなぁ。。。と思う今日この頃です。今月も宜しくお願い致します！ 

 

 

 

 

 

 

松組クラス通信 

担任 田中祐太 

９月号 

今月の主な遊び・活動 

・みんなで作った詩に、リズムやメロディーをつけて短い歌を作 

って遊んでみます。 

・集めた毛糸で編み物に挑戦したり、線状の素材を繋ぎ合わせて 

模様作りを楽しみます 

、編み物や 

 

日帰りキャンプに行ってきました！！ 

 待ちに待った日帰りキャンプ当日。松組に集まっ

たときのみんなのテンションがいつもより明らかに

高いので楽しみにしてくれていた気持ちがビンビン

伝わってきていました。クッキングも探検も大成功

でしたよ。特に皆が作ったカレーは本当においしく

てびっくりしました！「おいしー」と口々に言いな

がらカレーを食べる姿が何とも可愛かったです＾＾ 

帰宅後はどんなキャンプだったか子ども達は話して

くれていましたか？お泊り保育には行けませんでし

たが、それ以上に濃い時間を皆で過ごすことが出来

たのではないかと思います。 

変身しよう！ 

 ６月から話題になった髭についての続きのお話。クモの巣作り

で使っていた毛糸を使って、自分にも髭を生やすことが出来るマ

スク作りが始まっていました。「先生見て！写真撮ってよ！」と

言いながら互いに顔を見合わせて笑い合っていました。ある日そ

の毛糸を頭や腕に付けて、画用紙で作った耳のついたカチューシ

ャを身に着け、猫に変身して楽しむ子が出てきました。「生き物

にも髭がある」という話題で盛り上がった日がヒントになったよ

うです。他にも、髪の毛やお化けなど、思いつく限りの物に変身

して楽しんでいました。これからもう少し素材やヒントになる本

などをこっそり用意して、子ども達の様子を見て見たいと思いま

す。僕も何かに変身してみようかなぁ。。。＾＾ 

師匠って誰？ 

以前から、「師匠」という言葉を子ども達か

ら聞いていませんか？実は去年の運動会に

引き続き、今年も魔法使いになりきって遊ん

でいるんです。七夕の日に久しぶりに（先生

扮する）魔女に出会った子ども達。実はその

魔女に師匠がいて、キャンプの日に会えるか

もしれないという話になっていました。実際

師匠に会うことが出来た子ども達は、これか

らまた更にパワーアップしてなりきり遊び

を楽しみます。詳細はまだ秘密ですが、きっ

と楽しい活動になるので、続報を期待して待

っていてくださいね＾＾ 

想いを「詩」にしよう 

 一学期の間、毎日詩集からいく

つかの詩を選んで皆と一緒に読

んでいました。ある日から「自分

達でも作れるんじゃない？」とい

う子ども達の言葉がきっかけで

松組オリジナル詩作りがプチブ

ームになっています。子どもらし

い視点や言い回しが独特で、とて

も面白いですよ。作品がある程度

集まったらどこかでご紹介しま

す。お楽しみに！！ 

お願いします 

今月も引き続き線状の素材を募集してい

ます。不要になったタオルなど雑巾にな

るものも、もしあればご寄附ください。

宜しくお願い致します。 

 

まつぼっくりハウス 



 短い夏休みも終わり、２学期が始まりましたね。皆様いかがお過ごしでし

たか。少し日に焼けた顔で、「先生、○○行ってきたで。」と話す子ども達の

表情からは、「楽かった！」の気持ちが溢れていましたよ。 

また、『たのしいなつやすみ』や『身近な音を見つけてみよう』の用紙を持

ってきて、みんなの前で発表してくれる子もいました。１学期は、前に立つ

だけで精一杯だった子が生き生きとした表情で話したり、「いいなぁ、すご

いなぁ。」と共感してくれる子や興味を持って質問をする子など、子ども達

のやりとりの中で、少しずつ聞く力、話す力が育つ様子が感じられました。

自分の思いが誰かに届くと、とても嬉しくなりますよね。これから、もっと

子ども達の発表を聞くことができるのが楽しみです♪今月もどうぞ宜しく

お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

９組クラス通信 

担任 上野絢子      

 

 

 

 

 

 

 

   

梅の小道 

９月号 

今月の主な遊び・活動 

・光と影、色を使って遊んでみます。 

・ルールのある遊びや身体を思いきり使っ

て遊ぶ経験をたくさんしたいと思います。 

 

デイキャンプ楽しかったね！ 

７月は、子ども達が楽しみにしていたデイキャンプがありましたね。事前に場所の写真や動画を見せる

と、「森の中に動物はおる？虫は！？」、「あ！鳥の声がした！」など、気になった事を楽しそうに話す

姿がありました。また、年中からの取り組みで行っている『魔女』や『魔女の師匠』が森の中にいるか

もしれないと話した時には、「探しに行こう！」、「師匠の分のカレーも作ったら来てくれるかもしれへ

ん！」と大興奮でした。当日キャンプ場に着くと、砂利の坂道で歩くだけでも疲れそうなのに、「お師

匠さーーーーん！」と大きな声で呼ぶ子ども達！「木に隠れてるんかな。」、「見えへんように変身して

るんちゃう！？」と目をキラキラさせる様子に、なんて可愛いのだろうと思わず笑ってしまいました。

梅組は、『音探し』にも興味を持っているので、包丁で野菜を切る音、木で何かを叩いた音、鳥の声な

どにも耳を傾け、「鳥はぴーぴぴぴ！って鳴いてる。」、「トントンって聞こえた！」など、見つけた音を

たくさん教えてくれる様子もありました。 

幼稚園に帰ってからは、「お師匠さんにまた会いたいから、手紙を書く！」と話す子や、部屋の中に小

さな変化がある度に（誰かの片付け忘れのおもちゃが落ちていたなど（笑））、「お師匠さんが触ったん

や！」と大喜び！ さてさて、子ども達のわくわくした気持ちをどんな風に広げていこうか、楽しみな

がら考えていきたいと思います！ 

種から芽が！ 

植えた種の中で、スイカ、メロン、かぼ

ちゃ、ひまわり、人参、ラディッシュが

発芽しました！子ども達は、「全部大き

くなったら、食べ放題できるなぁ♪」と

幸せそうな顔で話をしています。皆の食

べ放題の夢が叶うように、子ども達と一

生懸命育てたいです！！おうちでも、お

話を聞いてみてくださいね◎ 

種のおはなし 

１学期は沢山の種を持って来て頂き、ご協力ありがとうござ

いました。なんと２６種類の種が集まり、私も子ども達も大

興奮でした♪「種を全部植えて畑を作りたい！」という子ど

も達の思いから、７月から畑作りを始めました。プレイテー

ブルに畝を作ったり、カビが生えるという事件が起きたり…

プレイテーブルでは種が育たないけど、プランターからは芽

が出てきたという発見から、テーブルには穴がないけど、プ

ランターには穴がある事に気づき、この違いは何なのか皆で

真剣に考えたりと、様々なことに気づき、考え、実践する事

ができました。「種が育たない！」という失敗経験があった

からこそ、「あれ？」と疑問に思ったり、「こうすればいいん

じゃない？」という新しい発想や工夫が生まれたのだと思い

ます。失敗をおしまいと捉えるのではなく、「さぁ、どうす

ればいいのかな？」と一緒に考える事はとっても大切なこと

ですね^ ^ 



 

 

  

 まだまだうだるような暑さが続いておりますが、皆様体調お変わりな

いでしょうか？2 学期も始まり、1 週間ぶりの幼稚園を楽しみにしてく

れていたようで、「お師匠来たかなあ」「テントどうなった？」と、1 学

期に遊んでいた続きが出来る事にわくわくしています。厳しい暑さの日

は外遊びには行けませんが、その分お部屋の中で保育を深め、1 学期に

興味を持ってことを更に伸ばしていけるようにしたいと思います。今月

もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

千本桜 

桜組クラス通信 

担任 末吉奏絵      

９月号 

今月の主な遊び・活動 

・ルールのあるかけっこをしながらリレーへと繋げていきます。 

・音楽に合わせて自由に体を動かす表現遊びをします。 

・宝の地図から宝物とはどんなものかを考え自分の思う宝物を園

内に埋め、宝の地図を書いてみます。 

・紙コップやトイレットペーパーの芯等を使い、並べっこ遊びを

します。 

お泊り保育の代わりのデイキャンプ、皆さまのご協力のお

かげでとても素晴らしいものになりました☆ 

特にクッキングでは普段野菜が一口しか食べられない子が

皆と同じ量を食べ、「初めてこんな美味しいカレー食べ

た！」と、言った事が忘れられません^^ 

森の探検では、幼稚園では見れないような大きなミミズを

見つけたり、テントを見つけて中に入り「お師匠さんの家

や！お留守やった。」と、大はしゃぎでした。最後のお楽し

み会では皆が一番探していたお師匠さん登場！！お師匠さ

んに聞いてみたいことは山程ありましたがいざ目の前にす

ると喜びと驚きと緊張とでいっぱいいっぱいでした(笑) 

日帰りではありましたが濃い内容ばかりで、帰りのバスは

やり切った表情で居眠りの時間でした^^ 

 

デイキャンプの探検の話をしているときに、グループによって見つけたものが違う事に気付き、

どんな道を歩き、何を見つけたのか発表し合いました。そこで、皆の話を元に地図を描いている

と、「全然違う道やったんやなあ。」「看板、ぼくのグループでも見つけたで！」と、違いを見つけ

て楽しんでいました。「なんか宝の地図みたい！」と一人の子が発言し、それを聞いた他の子も「本

間や！海賊が持ってるやつやで！」と発言したり、会話が広がっていきました。鉛筆で線遊びを

した時には、自然と友達の描いた線とつなぎ合わせ、「6 人で繋げてん！」「大きな地図になった！」

と、地図に見立てて遊ぶ姿もありました。皆に渡した『たのしいなつやすみ』の地図を子どもた

ちと見ながら質問をしたり感想を伝えたりしています。ここから何か広がりそうです…♡ 

デイキャンプが終わってから、「あのテ

ントなんやったんやろなぁ。」「お師匠さ

んの家やったかなぁ。」と、テントに興

味津々でした。そこで、お部屋でもテン

ト作りをする事になり、アトリエから自

分たちで木や布、石を集めて作り始めま

した。初めは数人でしたが、木を運ぶ時

などに「わっせわっせ！」と自然と声を

掛け合いながら、遊ぶ友達の姿に、少し

ずつテント作りに参加する子が増えて

来ました。出来ては壊れ…の繰り返しで

したが、その度に「なんでまた壊れたん

やろ…」となぜ失敗したのかを皆で考え

次に生かそうとしています。 

お願いします 

毎月沢山の廃材の寄付、ご協力ありがとう

ございます。今月も引き続き廃材と、いら

なくなったタオル等があれば持って来て

頂きたいです。宜しくお願いします。 

デイキャンプ楽しかったね♪ 

わっせわっせ！ 

地図って面白い！ 



９月号 

 

 

 

 

 

 

 

  

 例年より少し短い夏休みが終わり、いよいよ２学期が始まりました。

先月はお忙しい中、個人懇談会にお越しいただきありがとうございまし

た。保護者の皆様とお顔を合わせて、子ども達の成長をお話しできたこ

とを嬉しく思います。そして改めて、子ども達の一つ一つの言葉や表情、

気持ちがどのように動いたのか、そしてお友達とどのようにその気持ち

を共有していくのか、そんな一コマを見逃さず、保護者の皆様と共有し

て一緒に子ども達の成長を見守っていきたいと感じました。至らない点

もあるかと思いますが、２学期もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

椿のキセキ 

椿組クラス通信 

担任 髙石晴香      

今月の主な遊び・活動 

・運動会に向けて、身体を使った表現遊びを楽しんだり、リレーなどの勝ち負け遊びを楽しみます。 

・文字ノートにチャレンジ！『つばき組小学校』と題し、学校ごっこをしながら鉛筆を使って、一文字ずつひ

らがなを書くことに挑戦してみます☆ 

 

 

 

楽しかった日帰りキャンプ！ 

 ７月に行ったキャンプは、カレー作りに森の

探検をするんだと子ども達もワクワク！みんな

で作ったカレーが美味しすぎて思わず空に向か

って「カレー！おいしー！！」と叫んでしまい

大笑い(^^)ご飯の後は、魔女の師匠を探しに森の

中へ。緑の大きなテント、木のお家、見つける

たびに「ここに住んでるんちゃう？」と恐る恐

る中を覗いていました。最後に突然現れた師匠

は、魔法の杖よりすごいものを幼稚園に届ける

と約束して森の中に消えていきました。「師匠ま

だかな？」と呟き、「まだつくっていますか？」

と手紙を書き、待ちわびている子ども達です◎ 

かなづちトントン！ 

 ある日の朝、給食で使う飛沫ガードを金槌を使って修

理しているところに、子ども達が登園。「何やってんの

～？」「やってみたーい！」と興味津々。さっそくアトリ

エに行き、色んな形の木材と少しだけあった釘を見つ

け、釘打ちに挑戦！カンカンカンと大きな音が部屋中に

響きました。「なかなか刺されへんな～。」「この木が硬い

んかな～。」と少々手こずりながらも、「次ぼくがや

る！」とお友達と交代で協力しながら、ようやく一本の

釘を打つことができました。「家とか作れそう！」と椿組

の小さな大工さんたちの挑戦が始まりました（＾u＾） 

カブトムシの幼虫誕生！ 

７月末にお友達が椿組に持ってきてくれたカ

ブトムシが、８月頭に卵を産みました！土の中

をスプーンでそーっと探してみると「あ、ここ

にもあった！」と１０数個の卵が出てきまし

た。夏休みが明け、卵はどうなったか再び土の

中を見てみると…。「幼虫になってる！！」と

１，２センチほどの小さな幼虫に。土の上に乗

せると、すぐにまた潜っていく幼虫の動きに、

みんなの目は釘付けでした。成長を観察しなが

ら、みんなで大切に育てたいと思います☆ 

お願いします 

① いつも素材のご協力ありがと

うございます。今月も不要な

空き箱、トイレットペーパー

の芯、カップ、タオルなどよろ

しくお願いします。 

② 「かなづち遊び」に使えそう

な、かまぼこ板や、不要な木

片、枝、釘などがあれば、よろ

しくお願いします。 

 


