
 

  

暑い日が続きますが、皆様夏休みは元気にお過ごしでしたか？今年は例年と

過ごし方が変わったかと思いますが、夏期保育で子どもたちが聞かせてくれ

るお話は、楽しかったことばかりで充実感が感じられました。又、お忙しい

中、個人懇談にお越し頂きありがとうございました。 

ご家庭での様子も聞かせて下さり、２学期はより一人ひとりのカラーが 

出せるような日々を過ごせるように努めて参りますので、どうぞ宜しくお願

い致します。遠足や運動会、音楽会と、クラス皆で楽しめる経験の中で見ら

れる成長を、一緒に見守っていきたいと思います！ 

 

 

 

２１☆COLORS 

 
星組クラス通信 

担任：久保果穂      

９月号 

今月の主な遊び・活動 

・自分の役割を大切に、クラス皆で力を合わせて取り組む活

動を楽しみます。。 

・夏休みに見つけた生き物を伝え合い、共有しながら遊びに

取り入れて遊びます。 

 

 

 

“外遊びでの出会い“ 

1 学期、自然の中から様々な生き物に出会い、見つけては、

囲んで興味津々に手に取る姿が印象的だった星組さん！

触ることが苦手な子もつい、その場に寄って見ることや、

生き物に詳しいお友だちの話を聞きながら親しみを持ち

始める様子が見られるようになってきました。育てること

の難しさを感じることもありましたが、捕まえて“楽し

い！嬉しい！”という気持ちの共感だけでなく、その後ど

うする？と大事にすることができるよう、飼育に経験の中

から子どもたちと考える良いきっかけになっています♪ 

育てていたダンゴムシは、「秋になったら帰してねって言

ってた！」と“ぼく、だんごむし”の絵本のメッセージを

思い出し、帰してあげることになりました。秋にはどんな

出会いがあるでしょうか。 

 

“魚釣りしたいな～” 

水の中に入れて浮かぶもの、沈むものを試して遊んだ日

に、「魚釣りしたいな～」とお友だちと会話がする声が聞

こえてきました。そこで、魚釣りに必要なものを聞いて

みると、「釣り竿は糸に磁石つけて、魚に名札のピン付け

たらできそうやん！」「お家におもちゃの釣り竿あるで。」

と具体的な方法が挙がってきたことに驚きました！！魚

はクリアファイルにクレヨンで描いた魚を釣って遊べる

魚釣りコーナーが出来上がりました。 

絵本「にじいろのさかな うみのそこのぼうけん」を読

むと「魚ってどうやって息してるんかな？」と新たな疑

問が湧いてきて興味が広がりそうです♪ 

“音符とお友だち(^^)” 

ある日、「お友だちを連れてきたよ」 

♩くろちゃん（四分音符） 

しろちゃん（二分音符） 

♪しっぽちゃん（八分音符） 

と親しみやすいように音符に名前をつけて紹介

しました。音符の特徴を知り仲良くなろう！と

バチを使って、言葉遊びをしながらリズムよく

鳴らしたり、色のボードを叩いて遊んだりして

いくうちに、「音楽流して～！」と今ではリクエ

ストが出るくらい楽しんでいます。様々な楽器

に触れる機会も作っていけたらと思います。 

“心待ちにしていた水遊び“ 

プールバックを持ってきた日から「今日？明

日？」と楽しみにしていた子どもたち。前日に、

「明日お天気が良かったら水遊びしようね！」

と伝えると、「イェーイ！」と拳を突き上げて

喜んでいました！ 

プールでは、國田先生と水集めや宝物集めをし

たり、ペットボトルシャワーを浴びて遊べるコ

ーナー、スーパーボールすくい、絵の具で描い

た手作り的に水鉄砲で水を掛け合いなどなど、

好きな場所で夢中になって遊んでいました。 

１回だけではありましたが、特別な１日を過ご

したように楽しめた星組さんです。 

お願いします 

１学期にご協力頂いた、牛乳パックやペット

ボトルは沢山集まりました。ありがとうござ

います。又、不要な布やストローがありまし

たらご協力下さい。宜しくお願い致します。 
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 いよいよ２学期が始まりました。厳しい暑さでしたが皆様、夏休みは

いかがお過ごしでしたか。今年度は夏休みが少し短かったですが、皆の

「たのしいなつやすみ」を見ながら、夏休みのお話を聞いてみたいと思

います。夏休みに入る前、雪組では「昆虫太極拳」と地蔵盆で踊る「じゃ

ぶじゃぶ音頭」を踊っていました。雪組さんは音楽に合わせて身体を動

かすのが大好きで、「もういっかい！」と毎回アンコールが入ります。２

学期も子ども達の色んな「やりたい」気持ちを引き出しながら、成長を見

守っていきたいと思います。２学期もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

雪やこんこ 

 ９月号 

雪組クラス通信 

担任 武田真侑       

今月の主な遊び・活動 

・体育遊びでは勝負を意識して遊びたいと思います。 

・形を意識しながら、色々な形を組みあわせて形遊び

をしたいと思います。 

 

 

 

織姫・彦星からの手紙 

７月にクラスごとで七夕のお楽しみ会を行いまし

た。先生たちが作った七夕の紙芝居を読んだ後に、

お星様が足らないから天の川が作れないとのメッ

セージが。お星様が隠れている場所のヒントが書

かれた手紙を持って、園内にお星様を探しに行き

ました。「絶対あそこやで！」と目をキラキラさせ

ながら探していた子ども達。テントにぶら下がっ

ているお星様を見つけ、「先生とって！」。私の身

長がお星様を取るのにぎりぎりなのをみた子ども

達が、私の足を持って届かせようとしてくれたの

が、可愛らしくて、優しかったです（笑） 

忍者のお城 

映像や写真で忍者のお城（？）伊賀上野城をみた子

ども達は、少しずつお城に興味を持ち、「（登園）バ

スの中から忍者のお城見えたで」とお話してくれる

子もいました。紙コップを積んでお城に見立てる遊

びも大好きで、いつも大きな笑い声が聞こえていま

す。そこから見たお城をお家で描いて、幼稚園に持

ってきてくれる子がちらほら出てきました。「みん

なに紹介したい」とのことで、皆に紹介している時

の表情はすごく誇らしげな、嬉しそうな表情をして

います。忍者のお話に限らず、自分の考えや発表し

たいことをみんなに伝える機会を作っていこうと

思います。 

 

コーナー遊び 

前回のクラス通信では忍者のコーナ

ーのお話をさせてもらいました。７

月はコーナー遊びでアイロンビーズ

を出してみました。女の子は家でも

やったことがある子が多く、細かい

ビーズですが、一つずつプレートに

乗せていく姿はまるで職人の様・・・。

細かい分、散らばったらすごく大変

ですよね。雪組では２回ほどビーズ

の海が広がりました。（笑） 

ビーズ事件 

右上の「コーナー遊び」欄と関わるお話ですが、

ビーズが大錯乱した時、「たいへーん！」「てつ

だって～！」とヘルプの声が子ども達から広が

りました。掃除機はないので、紙コップに集め

始める子、紙に乗せる子、近くのクラスからミ

ニ箒を借りてきたり・・なんでビーズが散らば

ったかは分からないけど、とりあえずお友達が

困っているから助ける、そんな優しい姿や、ど

うしたら効率よく拾えるか知恵を絞る姿に私

は嬉しく思いながら一緒にビーズを拾ってい

ました。 

お願いします 

いつも素材集めにご協力頂きありがとうござい

ます。不要な小さな素材（ビーズやボタン等）が

あれば、お願いしたいです。（お城や家を飾る為） 

 



 

 

  

 厳しい暑さの夏休みとなりましたが、皆様体調お変わりありませ

んか。気が付けばセミの声も小さくなっていて、少しずつ秋を感じ

る場面も多くなってきました。残暑もしっかりと乗り越えていける

よう、引き続き水分補給や休息をしっかりと心掛けて元気に過ごし

ていきたいと思います。2 学期は、子どもたちとの関係やお友達同

士の関わりをしっかりと深めていけたらと考えています。そして、

いろいろなことを月組のみんなで一緒に楽しんでいきたいと思い

ます。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

輝く月のように 

月組クラス通信 

担任 柴田沙耶      

９月号 

今月の主な遊び・活動 

・大きな画用紙に絵を描き伸び伸びと表現することを楽しみます。 

・お友だちと一緒に、ルールや勝ち負けのある遊びに挑戦します。 

カニさんがやってきた！ 

 7 月中のお話になりますが…お友達がサワガニを

持ってきてくれ、クラスでお世話をしていました。

お部屋に来た当日から、触ってみたり、｢カニさんの

絵を描いてみたい♪｣とスケッチをしてみたり、毎日

気に掛けて夢中になっていました。ところが、お休

みを明けの登園の日、動かなくなってしまっていた

のです。それを見た瞬間、担任はどうやって子ども

たちに伝えようかと悩んだのですが、子ども達の反

応といったら…「今日はカニさん寝てるなぁ。」と誰

も疑うことなく全員でそれが同じ共通認識となって

いて驚かされました。 

水遊びとても楽しかったよ！ 

 今年度は１回だけの特別な水遊びとなり、いつもよ

り小型のプールに加えて、水鉄砲やスーパーボールす

くいなど色々なコーナー活動形式で楽しみました。子

ども達もすーっごく楽しみにしてくれていたようで

(笑)、毎日のように「今日プール？」と聞いてくるく

らいで、当日はテンションも高く大はしゃぎでした！

年少さんの時よりも水がかかる事に抵抗もなくなって

いた様子で、存分に遊ぶことができ、私も今まで一番

濡れて遊んでしまいました(^^) 

そしてそれから… 

 それから何日たってもピクリとも動か

ないカニさんたち。何度も話をしてみま

したが、一生懸命考えながらも「夜の間

に起きて動いてるんやと思う。」など、な

かなか死というところに繋がらずで、改

めて今の時期の子ども達の現実とイメー

ジの世界の曖昧さを感じさせられまし

た。ただ、あまり動く姿を見れないとこ

ろから、「元の居たところに返してあげた

い。」という考えにたどり着きました。川

がいいのか海がいいのか等、意見を出し

合い、みんなで相談しました。 

個人懇談ありがとうございました 

先日は暑い中、幼稚園にお越し頂き

ありがとうございました。短い時間で

したが、今年度は進級式でもお会いで

きないままのスタートだったので、直

接お顔を合わせてお話できたこと嬉し

かったです。月組になってからの数カ

月でも変化を感じるくらいの子ども達

の成長ですが、今後もしっかりと今し

か見れない姿を大事に見守っていきた

いです。 

暑中見舞いのおはがき有難うございまし

嬉しかったです♡いつも素材のご協力も

有難うございます。※今後は牛乳パック

とペットボトルは不要になります。 

 



 

 

 

 

 

   

陽ざしにはまだ夏の名残もありますが、日の長さも随分と短くなってきま

した。皆様夏休みはいかがお過ごしでしたでしょうか？今年度は短い夏休

みとなりまだ厳しい暑さも続く毎日ですが、暑さに負けず子どもたちは元

気いっぱいに登園しています。8月の初旬には懇談会もあり、お忙しい中

お越し頂きありがとうございました。年少組の頃に比べて成長した姿など

保護者の方とお話することができ、私もとても嬉しく思いました。9 月は

友達の思いに耳を傾けて、思いやりの気持ちを持って過ごせるよう、保育

をして行きたいと思いますのでどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

Ohana 

9 月号 

花組クラス通信 

担任 角村奈々   

今月の主な遊び・活動 

・ホッチキスで遊びます。 

・透明水彩で遊びます。 

・ドレミのハンドサインで遊びます。 

 

 

 

宇宙ってどんなところ？ 

宇宙には石が沢山ある。そんな話を園長

先生から聞いた子どもたち。「宇宙ってど

んな所？」そんな話から皆で宇宙の映像

を見ました。 

宇宙の世界はとっても綺麗。色んな色が

あるねという話を皆でしました。そこで

洗濯のりと絵具で宇宙をイメージして絵

具遊びをしました！色がゆっくり混じり

合っていく姿を眺めたり、見て見て！め

っちゃ綺麗になった！！と子どもたちは

大興奮♪「次はもっと綺麗なの作ろ！」

「これは地球♪」と思い思いにイメージ

を広げて遊んでいました。 

   いちについてよーいどん！ 

大好きな國田先生との体育遊び。初めてのエ

ンドレスリレーに挑戦しました。走っている

友達を一生懸命応援したり、リングバトンを

落とさないようにしっかりと友達に渡して

いました。「花組さん走るの速いなあ！！」と

國田先に褒められると誇らしげな表情を浮

かべていました(^_^)二学期も様々な身体を

動かす遊びをしていきたいと思います♪ 

    ホッチキス名人？！ 

何かを合体させたり、セロハンテープで繋

げたりするのが好きだった花組さん。そこ

でホッチキスを渡して使い方を伝えると、

「なにこれ！めっちゃ面白いやん！！」

と、嬉しそうに遊ぶ姿がありました♪「こ

れ難しい…」と言っていた子どもも次第に

使いなれどんどんホッチキスで繋げる遊

びが広がりました(^_^)1 人で黙々と繋げ

たり、友達と協力して繋げたり様々な遊び

の姿がありました♪ 

お願いします 

お菓子の箱など空き箱があれば、持っ

て頂きたいです。 



お願いします 

いつも素材集めにご協力頂きありが

とうございます♪引き続き不要なも

のがありましたらよろしくお願い致

します。 

 

 

  

 猛暑が続く毎日ですが、元気いっぱい登園する子ども達の姿は、夏休

みが明けたことで更にたくましくなったように感じます。 

7 月の鳩組は、始まってまだ数週間とは思えないほどの落ち着きが見ら

れました。好きな遊びに真剣に取り組む姿があったり、外遊びではみん

なで「鬼ごっこする人〜！」と声をかけ集まり鬼ごっこをするなど、お

友達との関わりの広がりを感じることが多くありました。 

さて、今月も子ども達の小さな気づきや興味を拾い集めて、遊びを深

めていきたいと思っております。 

今月もどうぞよろしくお願い致します！ 

 

  

 

 

 

 

ぽっぽだより 

鳩組クラス通信 

担任 鈴木望       

9 月号 

今月の主な遊び・活動 

・本物の魚に触れ、鱗やにおい、感触などを感じてみます。 

・お寿司屋さんコーナーを作り、 

イメージをみんなで共有して遊んでみます。 

 

 

 

虹の向こうにの歌から… 

 朝の会で歌う歌の中で1番大好きな歌が「虹の向こうに」

の鳩組さん。朝の会を始めると、「虹の向こうに歌うやんな

〜！」と毎回リクエストが入ります。 

ある日会話の時間に虹について話をしていると、「先生、虹

ってさ、渡れるんやで。」と言い出した 1 人のお友達。そ

うやで‼︎と他のみんなも話に乗ってきました。そこからみ

んなで“どうやったら虹に登れるのか”を考えていると、

「ハシゴが必要。」「積み木をみんなで運んで階段を作れば

いいやん！」等々。。子ども達の発想には驚かされます。 

 

色んな色を作ってみよう 

 虹が大好きになった子ども達。そこで、みんなで色

作りに挑戦してみました。色を混ぜると違う色に変

化する事を伝えるとみんな驚いた表情！「じゃあ黄

色と赤混ぜたら何色になるんかな…。」とどんどん期

待が広がります。実際にみんなで活動をし始めると、

好きな色を選び、何色かを混ぜ合わせます。ゆっくり

混ぜてじっくり色の混ざる様子を見る子ども達は本

当にすごい集中力で、驚かされるほどでした。 

その後もコーナー活動では色んな色を作り、「これは

この色を混ぜたんやで。」と得意げに教えてくれる姿

がありました。 

虹さん出ておいで！ 

 「あのな、虹って見た事ないねん。」と私にポ

ロッと呟いたお友達。確かに、と私も思い、み

んなに話をすることにしました。 

すると、「この前家でシャワーしてたら虹出て

きてんで！幼稚園でも出てくるんちゃう？」と

教えてくれた子どもの提案から、みんなでお外

に行きお空に向けシャワーをしてみることに。 

「虹の向こうにの歌、歌ったら絶対出てきてく

れるよな！」とみんなで声を揃えて歌う姿はと

ても純粋で素敵だなと感じました。 

       水遊びをしました 

 今年はコロナウイルスの影響もあり、一度だけの水

遊び。様々なコーナーを設けてグループごとに遊びま

した。水鉄砲のコーナーでは、みんなで布に描いた物

を的にしたり、スーパーボールすくいをしたり。お友

達同士で水の掛け合いを楽しむ姿も見られました。 

とても楽しみにしていたこともあり、楽しい水遊びの

時間はすぐに終わってしまい、「次はいつあるん？」

「もう一回みんなで水遊びしよう！」と嬉しい声も聞

かせてくれました♪ 
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 毎日暑い日が続きますが、お体お変わりありませんか。さて、短い夏休

みが終わり、二学期が始まりましたね。今学期は、子供たちにとっても、

ウキウキするイベントが沢山あります。その一つずつをみんなに伝えると

「やった～！」と笑顔が返ってきました。目的や目標がある事で、子供た

ちの毎日のモチベーションも大きく違いそうですね。今月も、元気に乗り

越えていきましょう。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

空の足音 

９月号 

空組クラス通信 

担任 久川純奈       

今月の主な遊び・活動 

・歌  

きみのこえ、手のひらを太陽に  etc… 

・体育遊び 

みんなで力を合わせてパラバルーンで遊びます。 

・造形遊び 

大きな画用紙に、それぞれの表現で描く事を楽し

みます。 

・移動動物園では、小さな動物から大きな動物に触

れ合います。鳥との触れ合いも予定しております。

子供たちのその後の興味の広がりにも期待♪ 

・今月は遠足にも行きます。 

今年度初めての園外での時間。蒸気機関車に乗り、

音やそこから見える景色を楽しみ、様々な体験を

通して感じた事を伝えあいます。 

カブトムシの迷子から・・ 

カブトムシを探すためにと、手作りで昆虫ゼ

リーを作り、虹があればお家に帰ってくれる

とウッドデッキに虹を作るなど様々な工夫

を行った空組さん。残りのカブトムシも愛情

たっぷりに遊んでいましたが、全てのカブト

ムシが亡くなってしまいました。「濡れない

ように、屋根があるところに埋めてあげよ

う。」と土を掘り、みんなの心の中で忘れない

ようにと手をあわせました。みんなで考え、

この経験から学んだ事は沢山あったはずで

す。カブトムシが残してくれた卵から小さな

命が誕生しましたので、引き続き大切に育て

ていきたいです。 

鳥さんへの興味 

カブトムシを狙うのは鳥だ！との判断になった

子供たち。初めは敵として考えていましたが、

色々な作戦を考えるうちに「やっぱりそんなの

可哀そう。」との結末に。優しい心の持ち主です

ね。そして、仲良くなる作戦に変更！！鳥さん

の事を良く知ろうと、絵本のお部屋からありっ

たけの絵本を借りてきました。(子供たちが探し

たので、表紙のイラストに鳥があるもの)一つず

つ読み進めています。鳥の家があったら、空組

に来てくれると思う！と枝を集めてお家を作る

ことも計画中です♪又、楽しい夏休みでの提出

もありがとうございました。順次、発表の時間

を設けていこうと思います！ 

 先日は暑い中、懇談会にお越し下さ

り、ありがとうございました。 

お顔を合わせてのご挨拶が遅くなりま

したが、園での子供たちのご様子や、成

長をお話しできて、うれしく思いまし

た。名前もまだ知らなかったお友達との

出会いから約二か月。子供たちは、今日

は全員揃っているかな。とみんなに会え

る事を楽しみにし、相談しながら遊ぶこ

とを喜んでいます♪これからもこの時

間が深まりますように。 

またお伝えさせていただきますね♪ 
一学期は沢山の素材のご協力や、残暑見舞

いも頂きありがとうございました。 

★トイレットペーパーの芯があれば、お持

ち下さい。不要になったタオルがあれば、

雑巾として使用しますのでお持ち頂けれ

ば助かります。その他でも大丈夫です。

宜しくお願い致します。 


