
 

 

  

 

うさぎ組クラス通信 

担任 中島実里 

９月号 

「クモさんクモさんなにしてるの？」 

 ７月号でも少しお伝えした虫のクモさんが大好きなうさぎ組さん。お外遊びに行く時に事務所前を通

るのですが、ガラス越しに巣を張っている大きなクモがいたのです。「寝てるんちゃうんかな」「夜にな

ったら起きるねんで」と、想像したり、じっくり観察したりを楽しんでいました。そこで、『クモさん、

いつも何してるのかな？どんなこと思ってるのかな？』と、会話の時間に子ども達に問いかけてみると、

「幼稚園の木全部食べようと思ってる」「えぇ～それはあかんやん！と」大盛り上がり。「でも、お腹空

いてるかもしらへん。」と、クモを気遣う意見が出ると、「それじゃあ、葉っぱのご飯作ってあげたい！」

という話になりました。皆でご飯を作ったり、「クモさんの所にご飯を届ける道」として懇談の時にも

見て頂いた『葉っぱの道』を協力して伸ばしたりと、会話の中から思いが膨らみ、大好きになりました。

クモさんについて考える中で、優しい気持ちが見えたり、困り事への解決策を考えたり、皆の力に驚き、

嬉しい気持ちになります。まだまだしてあげたいことが沢山！ぜひ、またお話を聞いてあげて下さいね。 

じゃぶじゃぶ音頭♪ 

 今年は残念ながら、園内のみの地蔵祭りとなりま

したが、お祭りの盆踊りである「じゃぶじゃぶ音頭」

を、皆とっても楽しそうに踊ってくれていますよ。

決めポーズが何度か出てくるのですが、その度にニ

コーッという顔になって踊る姿が、本当に可愛らし

いです。入園当初にしたリズム体操では、緊張して

みているだけ…という子もいましたが、こうして皆

笑顔で、活き活き体を動かしてくれるようになった

ことに、ひそかにじーーんとしながら、一緒に踊っ

ています。Instagram にも動画があるので、お家で

もぜひぜひ♪ 

「今日パトロールさんやんな！」 

 うさぎ組では、日替わりで『パトロー

ルさん』を子ども達にお願いしています。

例年なら、お当番活動でお給食の配膳等

をしてもらってるのですが、コロナ禍で

いつもの活動が出来ず、代わりにお片付

けの最終チェックのお仕事をお願いして

います。お部屋に今日のパトロールの子

の写真を掲示すると、今日は誰かな？と

覗き込み、自分だと嬉しそうに教えてく

れます。「もうピカピカになったかな？」

と聞くと、自信満々に「「うん！！」と♡

お片付けのやる気アップにもつながって

いるようです…！ 

 夏休みも終わり、２学期が始まりますね。お休みの間は、いかがお過

ごしでしたか？子ども達は「○○で遊んだよ！」等など、たのしいなつ

やすみの冊子を手に、嬉しそうに教えてくれました♪また、先月は懇談

会もありがとうございました。普段の様子についてお話したり、動画で

園での姿を見て頂けたり、短い時間ではありましたが、うさぎ組さんの

ことをお伝えできて、嬉しかったです。長いお休みを挟んでの登園に落

ち着かないこともあると思いますが、そんな気持ちも受け止めながら、

楽しいことが盛りだくさんの２学期も過ごしていければと思います。 

 どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・糸や紙テープをクモの巣に見立てて遊びます。 

・音楽に乗って体を動かしたり、何かになりきったりすることを 

 楽しみます。 

 

 

お願いします 

・食事中のマナーについて、少し筒

伝えています。座り方や、食べ方

など、お家でもできそうなことか

ら伝えてあげて下さい。 

 

ららら♪ 

らびっとワールド 

 



 

  

 

 短い夏休みが明け、いよいよ２学期が始まりましたね。休み明け、元

気に登園してきたひよこ組さん。お部屋に入るなり「葉っぱりんごちゃ

んが茶色になってる～！！」と大騒ぎ。「なんでかな？」「茶色になりた

いな～って思ったからじゃない？」「虫がこっそり入ってきてイタズラ

したんじゃない？」と可愛らしい会話のやりとりが聞こえてきました。 

先月は、お忙しい中、懇談にお越し下さり、ありがとうございました。 

コロナ禍ではありますが、様々な面でご理解・ご協力いただきながら、

お顔を合わせてお話ができたこと、心より感謝しています。 

２学期も、精一杯努めてまいりますので、どうぞ宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

カラフル 

ひよこ組 クラス通信 

担任  原口久代 

９月号 

ひよこちゃんのブーム♬ ～ままごとコーナー～ 

「かっら～い〇〇ですよ！」と辛いご飯を作って、先生やお友達に出し

て、食べてもらい「ひぃ～辛い！」「お水下さい！」というやりとり。

お決まりのフリと反応ですが、何度やってもみんな大笑いしています♪ 

 

 

 

大変！りんごちゃんが！！ 

「りんごちゃん大きくなってるかな～。」と園庭のリンゴの木を見に行くと、虫に食べられて、茶色くなっ

てしまったリンゴを発見！「りんごちゃんが可愛そう。」「虫から守ってあげないと！」と優しい声や頼も

しい声が聞こえてきました。そこで、「どうやって守る？」と会話を進めていくと「ブロックでバンバン（鉄

砲）作って、虫をやっつける。」「虫を捕まえる」等色んな意見が出るなか「虫に食べられないように、く

るんであげる。」という声が。すると、「くるんであげよう！」「くるんであげたらいいんや！」と盛り上が

り、みんな大賛成。「何でくるんであげる？」と尋ねてみると、「餃子の皮！！」と自信満々に返ってきま

した。（笑）予想外の返答に、思わず笑ってしまいそうになりましたが、「くるむ」「中に虫が入らないよう

に」ということを自分なりに一生懸命考えて、「これだ！」と発言してくれたことが、とても嬉しかったで

す。他にも、手、シート、紙、袋、ティッシュ、網、絆創膏、テープ等、沢山のアイデアが出揃いました。

どの意見にも、その子なりの思いがあって、例）絆創膏…食べられたところ痛いから絆創膏を貼って直し

ながら守る 等、「なるほど。」と子ども達ならではの発想に、感心します。これからも、子ども達の想像

力を大切にしながら、考える力を育んでいきたいと思っています。 

  今月の主な遊び・活動 

・引き続き、りんごちゃんを観察し、気付

いた事を話し合ったり、 

遊びに取り入れていきます。 

・音楽に合わせて、イメージを広げながら

体を動かす事を楽しみます。 

・「たのしいなつやすみ」の冊子を使いな

がら、皆の前で夏休みの思い出を発表

します。 

 

お願いします 

・不要になったヨーグルトや豆

腐等のカップ、空き箱があり

ましたら持たせて下さい。 

（紙コーナー等で使います。） 

 

  りんごちゃん を くるんであげよう♬ 

夏休み明け、あみを持って、りんごの木の下へ。

「あ。見て、ちょっと大きくなってる♪」と指をさ

し、小さな変化に気が付いて喜ぶ子ども達。先生に

抱っこしてもらい、りんごちゃんにそ～っと優し

く網を被せていきます。「あれ？」と両手で苦戦し、

先生に手伝ってもらいながらなんとか出来まし

た。最後は皆で、「りんごちゃんが大きくなります

ように！」と手を合わせてお祈りしました(^^) 

 



 

 

 

 

 

 

 残暑厳しい日が続いておりますが、皆様お変わりなくお過ごしでしょう

か。先月は、お忙しい中個人懇談にお越しいただきありがとうございました。

子どもたちの成長した姿を共有できたり、おうちでの様子をお伺いすること

が出来、たいへん貴重な時間となりました。２学期は、運動会や音楽会など

はじめて経験する行事が盛りだくさんなので、子どもたちの「やってみた

い！」「面白い！」「できた！！」の気持ちを大切に、みんなで力を合わせて

楽しみながら成長していければと思っています。今学期も引き続きどうぞよ

ろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＡＮＤＡパワー 

９月号 

 

 

パンダ組クラス通信 

担任 葛木裕子 

今月の主な遊び・活動 

・音楽に合わせてダンスや体操をして、みんなと一緒に

身体を動かすことを楽しみます。 

・感覚あそびを通して形の変化を楽しみます。 

りんごちゃんとあそびたい！！ 

 7月のある日、お外あそびでの出来事です。 

「先生みて～。」と青い小さな実を拾い、嬉しそう

に持ってきてくれました。「これなんだろね？」と

聞いてみると、「わからん。」とのこと。早速お部屋

に持って帰り、クラスのみんなに見せると、「りん

ごやん。」「緑のリンゴもあるってママが言うてた。」

と青い小さな実はリンゴだと気づいた様子。転がし

てみたり匂っているうちにリンゴに愛着が湧いた

のか、いつしか「りんごちゃん」と呼ぶようになり

ました。「りんごちゃんには家族はいるのかな。」「り

んごちゃんってお空からきたんじゃない？」とりん

ごちゃんへの空想が広がる毎日です。 

みて！みて！！コーナー 

一学期から恐竜になりきって遊ぶ姿がよくみら

れたので、夏休み明けから新たに恐竜コーナーが

誕生しました。大好きな恐竜のフィギアを手に、

「ガオー」と恐竜同士で戦う姿やおままごとのご

飯を恐竜に食べさせてあげたりしています。ま

た、恐竜の絵本を手に「これはティラノサウル

ス！」と、友達同士で肩を寄せ合い話し合う姿も

みられます。恐竜博士も増えてきて私も毎日、驚

きと発見でいっぱいです。来月は他のコーナー遊

びの様子もお伝えしたいと思います！おたのし

みに♪ 

ダンゴムシを飼ってみよう 

大好きなお外あそびでは虫を見つけることにも

興味津々のパンダ組さん。虫かごを手に、草の茂

みをかき分けたり土を掘ったり、年長さんと一

緒に石の裏や木の幹に目を凝らして探したりす

る姿がみられます。特に、ダンゴムシは両手いっ

ぱいに集めていたので、お部屋に連れて帰り、み

んなで育ててみることにしました。「丸まって

る。」「ダンゴムシ寝てんのかな？」と、クラスで

観察していくうちに、虫が苦手だったお友達も

少しずつ興味を持って虫かごを眺める姿もみら

れるようになり小さな成長を感じました。 

 

みんなでいっしょにジャブジャブ音頭！ 

音楽に合わせて踊ることが大好きなパンダ組の子ども

たち。エビカニックスやミックスジュース体操など、み

んなで元気いっぱい踊って遊んでいます。8月末実施の

地蔵祭りでは盆踊りを踊りました。今年は、『ジャブジャ

ブ音頭』を踊ることになり、当日まで毎日楽しみながら

踊っていましたよ。 

今年は、新型コロナウイルス感染防止の関係上、園児の

みの開催となり子どもたちの可愛い姿を見て頂くこと

が叶わず残念でしたが、園のインスタグラムやブログに

当日の様子が掲載されていますので、ぜひご覧ください

ね♪ 

～御協力のお願い～ 

いつも素材集めに御協力頂きありがとうございます。

引き続き、雑巾として使う「不要になったタオル」と、

プリンなどの「透明カップ」があればお持ちいただけ

ると嬉しいです。御協力宜しくお願い致します。 
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 今年は、例年にも増し厳しい暑さが続きますが、皆さまはお変わりあ

りませんでしょうか？夏休みが終わり、いよいよ２学期が始まります

ね。今年は例年とは異なり、短い夏休みとなりましたが、夏季保育期間

中に久しぶりに会った子ども達の顔はこんがりと日焼けしており、その

表情から楽しい夏休みだったんだなあと感じることができました。 

２学期は運動会に音楽会と行事が盛りだくさんです。子ども達の「面

白い！」「やってみたい！」の気持ちを大切にしながら、私自身も一緒

に楽しんで取り組んでいきたいと思います。引き続き、感染対策をしっ

かり行い、毎日を笑顔で過ごしていきたいと思いますので、２学期もよ

ろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

コアラ組クラス通信 

担任 村中千秋      

今月の主な遊び・活動 

・サーキット遊びを通して色んな障害物に挑戦してみます。 

・光のコーナーで遊びます。 

 

 

 

どんぐりさんの帽子 

 ある日の出来事です。お外遊びから帰

ってきたときに「先生、こんなん見つけ

たで！」と嬉しそうに教えてくれたお友

達がいました。その子の手元を見ると、

どんぐりの帽子が一つ。早速、その日の

会話の時間にクラスのみんなに紹介して

みることにしました。すると、「どんぐり

さんの忘れ物や！」「帽子置いていったん

ちゃう？」と、どんどん会話が盛り上が

り、「どんぐりさんのお家まで届けに行こ

う！」という話にまで広がりました。帽

子を無くしたどんぐりさんの気持ちを思

いやる、そんな子ども達ならではの発想

になんだか心が温かくなりました。 

懇談ありがとうございました 

 先日は個人懇談にお越しいただきありが

とうございました。今年度は１学期中の参

観の実施は叶いませんでしたが、動画を通

して子ども達の幼稚園での様子が伝わって

いればと思います。これからもどんな成長

を見せてくれるのか楽しみですね♪ 

お家探しに行ってみよう！ 

 「どんぐりさんの帽子をお家まで届けてあ

げよう！」と話が広がりましたが、話を進め

ていくうちに、どんぐりさんのお家ってどこ

にあるの？という疑問が出てきました。子ど

も達に尋ねてみると「お山やで！」「公園やと

思う！」「穴の中じゃない？」と色んな意見が

出ましたが、実際に幼稚園の地図を見ながら

どこに探しに行くかみんなで考えてみること

にしました。大きな地図を広げ、自分が思う

場所に印をつけ、後日、実際にスコップを持

って穴を掘り、どんぐりさんのお家探しに出

かけました。真剣な表情で穴を掘り、一生懸

命にお家探しをする子ども達でした。 

カメさんこんにちは♪ 

 コアラ組に新しいお友達がやってきました！あ

るお友達が田んぼで見つけたというカメさんで

す。その姿に子ども達も興味津々で、じーっと観

察している姿がたくさん見られます。年長組の椿

組さんにもカメさんがいることを知り、お部屋ま

で訪ね、色んなことを教えてもらいにいったりも

しましたよ♪これからもクラスみんなで成長を見

守っていきたいと思います。 

素敵な暑中見舞いのハガキ、楽し

く読ませていただきました。あり

がとうございました♡ 

 

 

 

コアラッキー 

☆ 
Days 

 ９ 



ひばりっこの

足跡 ～９月号～ 

ひばり組クラス通信 

担任 白岩千春      

《素敵なところ♪》 

 １学期、私が一番驚き、そして嬉しく感じた事

があります。それは、自分から「ありがとう」「お

はよう」が言える子が多い事です。友達が来るた

びに、「おはよう！」と声を掛け、手伝ってくれた

ら「ありがとう。」、園内で外部の方を見つけても

「おはよう。」と進んで言える所に、心から素敵だ

なと感じました。バス停や、登園時に保護者の皆

様が、子ども達が挨拶が出来るよう声を掛けてく

ださる場面を見かけ、それが子ども達の力になっ

ている事を感じました。有難うございます。園で

もしっかりと、丁寧な言葉・動作を習慣に出来る

よう取り組んでいきたいです。 

《羽とオナラで飛べるかも！？》 

 カブトムシが飛んでくれない理由は 

●羽に元気がない  

●オナラしたら飛べる⁉  

●カゴが小さい etc… と気づきました。 

暑さを考慮し、外遊びに行けずの日は、お部

屋の中を飛ぶかのように走る子ども達。「羽

つける？」と提案すると、模様をつけたり、

カブトムシを観察しながら角もつけ、思い思

いの羽を自分の背中に。ジャンプしたり、口

から火を噴いたり(!?)オナラをしたり(!?)全

身でなりきって遊んでいました(笑) 

  《９月のひばり組は・・・》 

 いよいよ、運動会に向けての取り組みが始

まります。『練習』となりすぎないように、子

ども達が好きな事・自信を持って出来る事、楽

しい！をベースに活動していきます。 

 また、懇談会で沢山の保護者の皆様からご

相談を受けました、お給食。少しずつ食べる量

を増やせるように、私も一緒に頑張っていき

たいです。 

 そして、お話しも上手になってきたひばり

組さんです。話す事・聞く事の面白さや嬉しさ

を、少しずつでも感じられるように会話の時

間や発表する時間を用いていきたいです。 

 

 

 

 

 

  

先週から２学期が始まりました。お持ちいただいた『たのしいなつや

すみ』を手にし、「○○ちゃんあのな、お休みの時に水族館で魚見てん！」

「え！すごいやん！」「〇〇くんなにしたん？」と、友達同士でのお話

しが、とても上手になっていたひばり組さん(^^)自分の目の前の物との

関わりから、少しずつ目線を上げ、周りの友達や出来事へと関わりを深

められる２学期を過ごしたいと改めて思いました。また、行事もあり、

初めての出来事も増え、より濃い時間を過ごす中で、子ども達がどんな

姿を見せてくれるのか、とても楽しみでなりません♪ 

暑さや体調に気を付けて過ごします。どうぞ宜しくお願い致します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・クラスの友達と曲に合わせて体を動かして遊びます。 

・素材を並べて繋げて遊びます。 

 

 

 

《カブトムシのゼリーつくろう‼》 

 友達が持ってきてくれたカブトムシをお

世話する中で、「カブトムシとパーティーし

たい！」と意見がありました。会話の時間

で必要な物を出し合い、スライムとビーズ

等を用いてゼリーコーナーを作りました。

硬さを変えたスライムで、それぞれ感触を

楽しんだり、型抜きをしたりしながら「○

○ゼリーできた！」と見立て遊びをしまし

た。気づけば、ままごとの鍋等、必要な物

を自分で探し、用いて遊ぶ姿も！今迄の経

験を繋いでいく姿が素敵でした♪ 

お願いします 

・ご不要なタオルや、布の端切れ

があればお持ち頂きたいです。 

 


