
 

 

 

 

 

 

  
１０月号 

くもさんの『葉っぱの道』その後… 

９月に入り、長い葉っぱの道が完成しました！お

部屋の前から事務所前の植え込みのあたりまで

出来上った道を、皆で改めて辿って歩いてみまし

た。そして不思議なことに、道を作りだしてから、

よく小さな小さなクモがお部屋で見つかるよう

になり、「くもさん遊びに来てくれたで！」「遊び

たいんちゃうん？」と驚きと嬉しさ混じりの声が

飛び交っています。遊びも広がり、お部屋で毛糸

を使ったり、アトリエでマスキングテープでクモ

の巣作りも♪「くもさん来てくれるかなぁ…」と

いう子ども達。次の日見に行くと、小さなくもさ

んが！実は私が朝仕掛けておいたペープサート

なのですが、喜んでお部屋に連れて帰り、「お家

に住んでいいよ」「ベッド作ってあげる」とまた

またアイデアが溢れてきましたよ。 

カブトムシの幼虫がやってきたよ 

虫が大好きなお友達がたくさんいるうさぎ組さ

ん。機会があり、幼虫を頂けることになりまし

た。出会いから興味津々で見たい！触りたい！

とすぐに大好きになりました。飼い方を伝えて

いると、お世話するー！と大はりきり。そこで

まず、ご飯でありベッドである、土を皆で用意

しました。腐葉土に水を含ませ、ちょうどいい

固さにしていく中で、感触の変化や匂いも感じ

ていました。男女問わず毎日のように幼虫を観

察したり、図鑑を見たり、その度に「もうカブ

トムシになってるかなぁ。」とわくわく覗きこん

でいます。変化の時、皆がどんな反応をするの

かなぁ、というのも楽しみです。 

 ぐっと気温も下がり、急に秋らしい気候になりましたね。園庭

にはトンボやコオロギが遊びにくるようになり、夢中で目で追う

子ども達の姿があります。２学期になり、お友達同士のやりとり

もますます増えたように感じます。「ここ空いてるよ。」と、思い

やりを持って声を掛けてあげたり、「これ一緒に作ってん♪」と

なんと協力して遊んだりすることも…。関係が深まるとともに、

衝突することも増えてきましたが、都度その時の気持ちを振り返

ったり、どうしたらいいかを考えたりできるような機会として、

大切にお話していければと思います。皆様とゆっくりと成長を見

守っていければと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動動物園にうきうき♪ 

物怖じせず、どんな動物にも向かっていったり、

小さなひよこでも、恐る恐る手を伸ばしてみた

り、皆それぞれ姿は異なるものの、触ってみた

い！という気持ちが見られました。うさぎが逃げ

る時の足の速さや、前足をすばやく動かして穴を

掘るところを見れたり、はたまたリクガメを見

て、「おじいちゃんなんやと思う、ゆっくりやか

ら。」と動物の動きの違いもじっくり感じること

ができました。ヘビを首に巻いてみたりという体

験もあり、わくわくドキドキが盛り沢山でした♪ 

 

うさぎ組クラス通信 担任中島実里       

今月の主な遊び・活動 

・手拍子やボディパーカッションでリズムを取って遊びます 

・一学期に遊んだ葉っぱの紅葉等、秋の変化に目を向けてみます 

・ポスターカラーを使ってのびのび描きます 

 

 

 

「オーラーン、ウータンタン！！」 

こんな言葉、お家で聞いた方いらっしゃいま

すでしょうか。移動動物園の後、お部屋にや

ってきたお猿の『オーラン』が教えてくれた、

誰とでも仲良くなれる言葉です。この言葉を

気に入って、お部屋に遊びにきてくれたクモ

さんに言ってみたり、仲良くなった動物さん

に変身して真似っこ遊びをしたりすることを

今とっても楽しんでいます。また、オーラン

のことも大好きで、「今日は泊まっていってい

いよ！」と、まだまだ一緒に遊びたい気持ち

が見え、可愛らしかったです。 

お願いします 

・造形コーナーが大人気です！空

き箱、プラ容器、毛糸、リボン等

ご家庭で不要なものがあればお持

ち下さると嬉しいです＾＾ 

 

ららら♪ 
らびっとワールド 
 



大きくなったらどんな色？ 

日々、色が変わっていくりんごちゃんを見て「ここ

は、茶色で、ここは赤くなってきて、ここはつぶつぶ

…。りんごちゃんってお洒落やなぁ～。」と可愛らし

い会話が聞こえてきました。そこで、りんごちゃんは

大きくなったら、どんな色になりたいのかな？と会話

からイメージを膨らませ、クレヨンで色混ぜ遊びをし

ました。クルクルと何色も色を重ねて塗り込んでいく

子ども達。色が重なって変化していく様子に夢中で、

手が止まりません。しばらくすると、「ちょっと手が

疲れた。」と満足気に笑って出来上がった紙を見せて

くれました。また、試して遊ぶうちに色んなことに気

が付いたようで「白を塗ったら可愛くなった。」と感

じたことを周りのお友達に伝える姿も。すると、「へ

ぇ～。見せて。」「やってみよう♪」と一人の子の気付

きがどんどん伝染していき、カラフルなりんごちゃん

がずら～っと並びました。 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

涼しい風に秋の訪れを感じるこの頃。園庭では赤とんぼが気持ちよさそ

うに秋風にのって空を飛んでいます。最近のひよこ組さんでは「とんぼ

のめがね」のオリジナルソングが流行っています。歌う前に、「今日の

眼鏡は何色かな？」と会話が始まります。そして、「茶色！」「どうして？」

「茶色のりんごちゃんを見てたから！」等のやりとりがそのまま歌詞に

なり、それを皆で歌っています。ぜひ、子ども達に歌ってもらったり、

一緒に歌を作ってみてください♪さて、今月は、運動会に遠足と楽しい

行事が盛り沢山ですね。特に運動会ではどんな姿が見られるのか、ドキ

ドキワクワク楽しみですね。今月も宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カラフル 

ひよこ組 クラス通信 

担任  原口久代 

１０月号 

◎今月の主な遊び・活動 

・季節の移り変わりを感じながら秋の草

花や虫に触れて遊びます。 

・新登場の『光＆鏡コーナー』では、色や

形の変化を感じながら遊びます。 

◎お願いします 

空き箱やカップ、ストロー等、造形あそ

びや紙コーナーで使いたいと思います。 

🐐…楽しかった移動動物園…🐇 

待ちに待った移動動物園の日。お家から持ってきた餌

を「どうぞ。」と動物の口元に差し出し、「あ。食べた

♪」と嬉しそうに声を弾ませ喜ぶ子ども達。すると、

「きゃ～。」という声が。声のする方へ駆け寄ってみる

と、なんと！ヤギがウンチをしています！皆、ヤギの

後ろに回って、「歩きながらウンチしてる～！」「小さ

くて丸いのがどんどん出てくる～！」と大はしゃぎし

ていました。他にも、ヘビを首に巻いたり、陸ガメの

背中に乗ったり、モルモットやヒヨコを抱っこして

「あったか～い。」「モフモフで可愛い♪」と感じたこ

とを口々に話したり。沢山の動物との触れ合いを楽し

み、色んな事に気付いた子ども達でした。 

お箸で食べてみよう！ 

～お箸タイム～ 

「スプーンの方が使いやすい。」「まだ上

手く持てない。」等の理由から、スプー

ン、フォークを使って食べる子が９割。

そこで、お箸を使って食べられるように

なってほしいという思いから、お箸を使

って食べる時間「お箸タイム」を５～１

０分程毎日続けています。すると、あち

らこちらから「見て～！」と誇らしげな

声が♪お箸タイムが終わっても、お箸を

使い続ける子が増えてきました(^^) 

 

今日は、何グループ？？ 

２学期になって始まったのは、「お当番

活動」。お当番さんには、前に出て先生

と一緒に挨拶をしたり、給食の返却を

したりと、色んな場面で「子ども先

生」として大活躍！お当番に当たると

嬉しそうに照れてみたり、張り切って

頼もしい姿を見せてくれます。 



 

  

 日中の暑さも和らぎ、秋らしい爽やかな風が吹く季節になりましたね。

二学期が始まってから早いもので一か月が経ち、子どもたちの姿も｢〇〇

ちゃん一緒に遊ぼう！｣｢○○君は今日お休み？｣と周りのお友達を意識

した言葉がよく飛び交う様になりました。また、自分の好きな遊びを見

つけたり、安心して一緒に遊ぶ事の出来るお友達が増えてきています。

日に日に関わりが深まる中で、時には思い通りに行かず、気持ちをぶつ

け合うこともありますがその都度、様々な気持ちに一緒に寄り添い、考

えながら保育をしていきたいと思っています。また、今月は子どもたち

にとって初めての運動会も待っています。 

ひとり一人が楽しく輝ける運動会になるよう、今月も元気に楽しく過ご

していきたいと思います！どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

パンダ組クラス通信 

担任 葛木裕子 

ＰＡＮＤＡパワー 

１０月号 

今月の主な遊び・活動 

・いろんな生き物や動物になりきって遊んでみます。 

・季節ならではの歌や絵本を通して秋探しをします。 

・ 

 

 

移動動物園がやってきた！ 

 楽しみにしていた移動動物園。どんな動物たちが遊

びに来てくれるかを伝えると、｢これ知ってる！｣｢きゃ

ーかわいい！｣と、大興奮！！当日も、大切に持って来

てくれた餌を今か今かと握り締めている姿もみられま

した。いざ、本物の動物たちを目の前にすると、真剣

に動物たちを見つめる姿や、大きなリクガメに乗った

り、ウサギやひよこ、モルモットなど小さな動物たち

を優しく抱え、命のぬくもりを感じたりと、子どもた

ちの様々な表情が見られ楽しいひとときを過ごしまし

た。 

みて！みて！！コーナー② 

 何かになりきって遊ぶ事が大好きなパンダ組

の子ども達。ある日、お友達の髪をとかしたり、

結んだりして遊んでいたので、お部屋の大きな鏡

の前に新たに美容室コーナーが誕生しました。本

物のヘアブラシやメイクブラシを器用に使って、

｢いらっしゃいませ、今日はどうしますか？｣とお

友達の髪を綺麗にしたり、お化粧する振りをした

り、手作りのリボンを頭に乗せたりと、男女問わ

ず大盛況のパンダ美容室が営業しています♪ 

かっこいいポーズで｢よーいどん！！｣ 

 二学期になり体育遊びでは、『不思議な台に

乗ると元気がもりもり湧いてきて速く走るこ

とが出来るんだよ！』と、みんなでかけっこ

遊びに取り組んでいます。 

 その台に登ると、真剣な表情でかっこいい

ポーズを取る姿や、｢今日な、こんなんにす

る。｣とお友達同士で見せ合っています。運動

会でも是非、子どもたちの可愛らしい｢かっこ

いいポーズ｣に注目していただければと思い

ます！ 

 

オタマジャクシがカエルになった！！ 

 夏休みに捕まえたとオタマジャクシを持って来

てくれた事から、みんなで飼育することになりまし

た。足も生え始めていたオタマジャクシ達は、パン

ダ組にきて２日程でほとんどがカエルに変身！日

に日に姿が変わるオタマジャクシの姿に、目を凝ら

して観察する姿やカエルに関する絵本をみんなで

読む中で、｢カエルたちにも名前つけてあげよう。｣

と、みんなで名前を考えたり、リトミックではカエ

ルになりきって遊んだりしています。 

お願いします 

いつも沢山の素材（廃材）をお持ちいただきありがとう

ございます。引き続き、タオル・透明カップ・お菓子の

空き箱などありましたらお持ち頂ければ嬉しいです。 

 

 



 

 など。 

 木々の葉の色が変わり始め、秋の訪れが目に見えてわかるようになってき

ました。涼しい風が吹き過ごしやすい季節になりましたが、皆さまはお変わ

りありませんでしょうか？ 

 さて、2 学期が始まり早１か月。そんな中、コアラ組ではこんな声が聞こ

えてくるようになってきました。「○○ちゃん、一緒に遊ぼう！」「お給食終

わったら一緒に○○行こうね！」と、誘い合ってお友達と一緒に遊ぼうとす

る姿です。そんな光景を目にする度、１学期からの成長を感じ、嬉しく思う

日々です。１０月はいよいよ運動会！子ども達それぞれの成長の姿、お楽し

みにしていてくださいね☆今月もどうぞよろしくお願い致します！ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コアラッキー 

 

コアラ組クラス通信 

担任 村中千秋      

【１０月号】 

今月の主な遊び・活動 

・様々な形のものを組み合わせて見立てて遊びます。 

・色んなものになりきり、全身を使って表現することを楽しみます。 

 

 

 

カメさんのお名前どうしよう？ 

 先月号のクラス通信でもお知らせしたコアラ組にや

ってきたカメさん。先日、そのカメさんのお名前をみ

んなで話し合って決めました。沢山候補が上がる中、

最終的に残ったのは『カメルン』と『浦島太郎』の２

つ。どちらも可愛い名前で、子ども達の発想って面白

いな～と思うとともに、浦島太郎のお話を知っている

んだ、ということにも驚かされました。そんな中、決

まったお名前は『カメルン』。その日から、朝は「カメ

ルン、おはよう！」帰りは「カメルン、ばいばー

い！」と欠かさず挨拶をしている子ども達です。 

 

楽しかったね！移動動物園 

 子ども達がとっても楽しみにしていた移

動動物園。当日は、朝からなんだかそわ

そわ。「まだ動物園行かんの～？」と、沢

山の動物たちと触れ合えるのを楽しみに

していました。ひよこやうさぎ、豚やヘ

ビまで、色んな動物をじーっと近くで見

たり、触れてみたり、とっても貴重な経

験ができました。その日は帰るときまで

移動動物園の話題で持ち切りでしたよ♪ 

大好きな歌♪ 

 子ども達が大好きな歌の１つ、

『おばけなんてないさ』 

♪おばけなんてないさ、おばけな

んてうそさ♪のリズムが楽しい歌

ですよね。朝の会で歌うようにな

ってから、子ども達はおばけに興

味をもつようになりました。「あ

そこにおばけおるんちゃう？」

「今絶対おばけおったで！」と、

おばけを探し回る日々です（笑） 

お願いします 

お部屋で使用するタオルが不足して

います。ご家庭で不要なタオルがあ

れば持ってきていただけると助かり

ます。 

 

☆ 
Days 

おばけだぞぉ～！ 

子ども達がおばけに

興味を持ち始めると、

身近にある色んな物を

使っておばけになりき 

 って遊ぶ姿が見られるようになりました。そんな姿からで

きたのがおばけコーナー。布や懐中電灯を使って、思い思

いのおばけに変身して遊んでいます。そんなコアラ組のお

部屋には、誰かの「おばけだぞぉ～！」といった声が毎日

響き渡っています。 



ひばりっこの 

 

 

 

 

 

 

 

  

日中はすっかり涼しくなり、秋の訪れが感じられますね。 

 ひばり組では、「伝えたい・話したい！」という思いが一層増した

ようで、面白かった事・発見した事を話す姿があります。そこで、

９月半ばから、皆の前で歌を歌うお当番に、自己紹介と好きな〇〇

を発表してもらっています。緊張しながらも一生懸命発表し、聞く

側も少しずつ聞く姿勢を意識し、耳を澄まして目を見て興味津々で

聞いています。聞く事の面白さや、伝える事の楽しさを感じ、自信

になれば嬉しいです。 

 さて、そんな見てもらう機会、初めての運動会が迫ってきました。

一人ひとりのその時の力を温かく見守って頂ければと思います！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひばり組クラス通信 

担任 白岩千春      

10 月号 

今月の主な遊び・活動 

・大きな画用紙に絵の具で描いてみます。 

・いろんな色を作ってみます。 

 

 

 

オーラン ウータンタン♪ 

 運動会で踊る曲を伝える際に登場し

た、「オーラン」というキャラクターが大

好き♡「オーラン ウータンタン♪」と言

うと様々な動物がやってきます。最初は私

の真似っこでしたが、少しずつ「これがか

っこいい！」「私はこう！」と、自分なり

の動物ポーズを決めています。何故かトイ

レの段差をステージに見立ててダンスをす

る事が好きなようで、友達とポーズの見せ

あいっこが始まっていました(笑)素敵な表

現に、当日も楽しみですね！ 

今月は・・・物を大切にしよう 

 園での生活にも慣れ、身の回りの事を自分でした

り、ハサミ等の道具も使えるようになってきまし

た。ある日、一人の子のお気に入りの絵本が、踏ま

れて、破れました。悲しくて大泣きの女の子。いい

機会だと思い、全体に向けて物の扱い、大切さを伝

えました。落ちている物を踏まない、投げない等、

少しずつ丁寧に大切に出来るよう心掛けていきたい

と思います。 

パワーいっぱい！走るの大好き！ 

 かけっこに向けてパワーを溜めている子ども

達！たくさんのレーンがあっても見つめる先は

まっすぐ前、自分のレーンです。初めて走る時

には迷ってしまう事も多いのですが、初めて６

レーン同時に走る日も別のレーンに迷ってしま

うかと思いましたが、まっすぐゴールする姿に

驚きと、それだけ気持ちがぐっと入り込みしっ

かり前を見据えていたのだなと嬉しくなりまし

た。それだけ走る事が好きな子ども達なので、

「一番に走りたい！」と順番で揉めるかと思い

ましたが、そのような事はほとんどなく、きち

んと自分の番まで待ち、更に友達を応援する姿

に、成長を感じました。 

お花畑をつくろう 

 お部屋に飾っていた造花を持ち

歩いて遊んでいた子ども達。せっ

かくなら！と、滲み遊びでカラフ

ルなお花を作り、お花畑を作りま

した。「外のお花も飾りたい！」

と、お花を取りに行き、お部屋に

飾りました。すると毎日大切に、

様子を観察する姿が。そして自分

達で水も入れ替えていました。温

かい心のおかげで綺麗に咲いてい

ます。大切にしたいですね。素敵

な気持ちに触れた瞬間でした。 

お願いします 

ご不要のタオル・雑巾がありましたらお持ちください。 

 

足跡 

 


