
 

 

 

 

 

 

  

暑さが和らぎ、心地よい風が吹く中でお外遊びも過ごしやすく

なりました。お外遊びの帰りには、「よーいどんしよう！」 

とかけっこが好きな子どもたち。少しずつ速さを意識し始めて

いる様子もあります。そこからどんな感情が芽生えていくのか

楽しみです！また、運動会に向けての遊びも取り組み始めてい

るので、友だちとの繋がりも感じてもらえたら嬉しいです♪ 

 

 

今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

２１☆COLORS 

 

星組クラス通信 担任：久保果穂      

１０月号 

今月の主な遊び・活動 

・折ると紙が立つことを知り、紙の立体を試しながら遊びます。 

・勝ったり負けたりする遊びを通して、勝って嬉しい気持ちや負

けて悔しい気持ちに気づきます。 

・ 

 

セミの鳴き声がすっかり聞こえなくなり、子

どもたちから「蝉のぷーちゃん」どうしてい

るかな?とお話が出てきました。（この夏見つ

けた、幼虫から成虫になりかけている蝉を

“ぷーちゃん”と名付けそっと木に止まらせ

「頑張れー！」と放してあげました。）そん

なことを思い出しながら、今は赤とんぼ（ア

キアカネ）やコオロギなど秋の虫が顔を出

し、子どもたちもワクワクしています。お部

屋ではむしのこえ♪を歌い、季節の移り変わ

りを感じながら過ごしています。自然観察を

通して、秋ならではの遊びも楽しんでいけた

らと思います。 

写真の蒸気機関車や電車から、「なんか目･目･口で顔に見え

てきた！」や「ここのところ髭みたい。」と逆さまにして電

車の正面に興味を持っていました。実際に鉄道博物館の中

を見て回っていると、「この電車ぼーっとしてるみたい。」

「あれ怖い！！」気づいたことを伝え合う様子や、信号が

置いてある場所では「これが下がったら青になるんや！」

と実際に見て触って、いろいろな発見を楽しんでいました。 

 

 

”お友だちと協力してやってみよう” 

子どもたちからお家でお手伝いをしている話を聞かせて

くれることがあり、「そんなこともできるの！？」と感心

する私に得意そうな表情の子どもたち。２学期からクラス

内でも皆が気持ちよく過ごせるようにできることを考え、

当番制で子どもたちが色んなお手伝いをするという取り

組みを始めました。まずは数人のグループに分かれ、果物

の名前からグループ名をつけよう！と話し合いました。お

片付けの最終確認をしてくれたり、配膳前の机を拭いたり

と率先して取り組んでいます。お当番が回ってくるのを楽

しみにしている姿から、朝の会ではその日のお当番を紹介

しています♪また、体育遊びでのパラバルーン等、アイデ

アを出し合ってグループで一つのテーマを持って遊ぶ事

も増え、お友だちと「一緒にする」経験から「皆で出来た

よ！」と喜ぶ姿が見られます♪ 

秋の遠足は京都鉄道博物館へ行ってきまし

た。事前に鉄道博物館には「何があるんだろ

う？」と写真を見ながら会話をしました。行

ったことのあるお友だちが「新幹線あるで。」

「運転できるところも！」と教えてくれて、

初めてのお友だちも楽しみになってきていま

した。お部屋ではブロンズ粘土を使って、丸

めて伸ばした粘土を繋ぎ合わせながら線路を

作って遊びました。作っていくうちに踏切が

出来たり、信号も出来て「電車の信号ってど

んなん?」と知りたいことが出てきました。 

お願いします 

引き続き、空き箱やコーナー遊びで使

えそうな不要な素材があればご協力

ください。宜しくお願い致します。 

新たな出会い♪ 

”ワクワク！秋の遠足” 

 SL スチーム号に乗り、ドクターイエローを 

見ることができて、とてもラッキーでした☆ 

 

 



１０月号 

 

 

 

 

 

 

 

  

 涼しさを感じる虫の声に、秋の深まりを感じる頃となりました。 

９月には移動動物園や鉄道博物館への遠足がありましたね。移動動物園

では色々な大きさや形の動物と触れ合い、年少組の時には触れなかった

動物を触れるようになったり、イグアナの脱皮している尻尾を見て「小

さくなった洋服脱いでるんやで。」と自分の知識と実際の様子を照らし

合わせながら見ている姿に成長を感じました。１０月には運動会が待っ

ていますね。子ども達も楽しみながら様々な動きに挑戦しています。是

非楽しみにしていてくださいね。今月もどうぞ宜しくお願い致します♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

雪やこんこ 

 

 
雪組クラス通信 

担任 武田真侑      

今月の主な遊び・活動 

・色んな液体を使って実験遊びをします。 

・体で形を表現したり勝ち負け意識をもって遊びます。 

 

 

 

待ちに待った遠足 

初めての観光バスでの遠足。「遠足明日❔」

と行く前からすごく楽しみにしていた子ども

達。行く前に遠足のお話をしていると、汽車

の数字が書いたプレートに興味を持ち、バス

や自転車にも数字がついているのかを実際確

かめたりしていました。そしていざ遠足に行

くとすべての汽車に色んな数字のプレート

が。「先生！ここにもついてる！！」と大興

奮の子ども達。たまたま汽車を掃除している

係りの人がいたのでみんなで 

数字の意味を聞いてみましたよ。 

 

魚はどうやって食べる？ 

ある日のこと、みんな魚はどうやって食べてる？と聞

くと「切ったり焼いたりしてる。」とのことで、魚が焼

けるバーベキューコンロを設置しました。私は魚を置

く網と火に見立てた赤い画用紙を用意したのですが、

そこから子ども達だけの発想で網に塗る油と火をつけ

たり消したりするスイッチが作られていました。他に

も魚屋さんの横のお家には魔法の家（？）という表札

が出来ていたり、子ども達の発想と工夫にすごく驚か

されました。今後も子ども達の遊びがより深まるよう

にお手伝いしていきたいなと思います。 

 

 

数字探し 

遠足から帰ってきてからも数字に興味を持っ

ていたので幼稚園の中にはどんな数字がある

のか探しに行ってみました。パソコンの裏な

ど細かい所にあった数字にも気がつく姿には

私も驚かされました。そして先生見て！と声

があり声の方を見てみてみると体で数字を表

現する姿が。 

「発見」したり「表現」 

してみたり、楽しい一日でした。 

 

  いらっしゃいませ～！ 

「おにぎり忍者」という絵本が大好き

になった子ども達。今度はその絵本の

中に出てくるタコに注目。そこから魚

についてのお話が出てきて魚釣りコー

ナーが出来ました。そして「魚って売

れるんやで。」「魚は氷の上で売られて

る。」「魚屋さんの横には家が繋がって

んねん。」ということで魚屋さんとお家

が出来ました。釣りコーナーで釣った

魚をすぐ横のお店で売ったり買ったり

できる仕組みです（笑） 

お願いします 

いつもご協力ありがとうございます。不要

なタオルやその他使えそうな素材がありま

したらお願いします。 

 

 ８～！ 



 

 

 

 

 

 

  

 心地よい風を感じる季節となりました。皆様いかがお過

ごしでしょうか。秋と言えば、スポーツの秋、食欲の秋、

読書の秋…いろいろなことが気持ちよくできる季節です。

子どもたちも運動会に向けての取り組みが始まり、日々身

体をのびのびと動かすことを楽しんでいます。いろいろな

分野を楽しみながら、月組さんの秋も充実したものにして

いけたらと思います。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       

10 月号 

今月の主な遊び・活動 

・いろいろなものに耳を傾け、『聴く』機会を大切にします。 

・様々なパターン・素材を切り開きいて遊んでみます。 

・身体を使って、イメージしたものをお友達と一緒に表現するこ

とを楽しみます。 

 

 

 

水の中の生き物 

最近、夏休みに調べてきてくれたことなどを元

に水の中に棲む生き物について話しをしていま

す。例えば、一言にカメと言っても、陸ガメや海

ガメ、そのほかにもいろいろな種類がいて、特徴

や大きさも様々。「これは可愛いけど、こっちは

危ないから触ったらあかん！」と発見したことを

教えてくれます。クラスには絵本や図鑑をたくさ

ん借りてきて、様々な生き物や種類を見比べて違

いを発見したり、よく見ないと気付かないような

模様などを見つけて楽しんでいます。 

お友達とのこのごろ 

2 学期に入り、子どもたちだけでクイズを出し合

っていたり、鬼ごっこなど集団遊びを楽しんだり関

わりが活発になってきました。それと共に複雑にな

ってきているのが言葉のやりとり。「一緒にあーそー

ぼ！」と誘っても、「あーとーで。」など、“いいよ”

のお返事が一筋縄には返ってこない場面を見かける

ことも増えました。それぞれがしたい遊びがあった

り、その理由は時によって異なるのですが、その理

由の部分が言葉足らずになってしまい上手く伝わら

ないことも…。「何で？」と聞くことも大切に、気持

ちの伝え合いを丁寧にしていきたいと思います。 

 

年中さんになっての特別なもの 

「これはみんなの気持ちを合わせないとい

けないからちょっと難しいよ～。」と事前に声

を掛けていたパラバルーン！それでも毎回大

張り切りで大好きな遊びです。子ども達の動き

に合わせて一枚の布が様々な形に変化し、全員

の呼吸が揃えば、上手にお山が作れたり、いろ

いろな技にも挑戦しています。音楽に合わせて

行うので、パラバルーン以外の場面でも、その

曲が流れると歌を口ずさんだり、自然と身体が

動いていたりしていて、子どもたちの中に日々

吸収されていっているようです♪ 

これはいくつあるかな？ 

先月の秋の遠足では、京都鉄道博物

館で SL スチーム号に乗ったり、様々

な種類の電車をじっくりと見たり、操

縦席を体験したり、乗り物をいろいろ

な角度から楽しむことができました。

みんなが乗った汽車には子どもたちの

身長と同じくらいの大きさの車輪が付

いていたり、その数もたくさん！一生

懸命数えていました。生き物の身体の

部位などもですが具体的に知ろうとす

る姿が見られます。 

お願いします 

・いつもたくさんの素材（廃材）

集めにご協力ありがとうございま

す。毛糸などの細いヒモ類もある

と助かります。 

 



 

 

  

 涼しさを感じる虫の声に、色づく木々…秋の深まりを感じる頃となり

ました。子どもたちは夢中になってコオロギを捕まえ、お部屋には沢山

のコオロギがいます。皆が歌う時にはコオロギも綺麗な音色を奏でてく

れ子どもたちも秋を感じて過ごしています。そしてもうすぐ運動会。パ

ラバルーンではもっとかっこいい技がどうしたら出来るかな？そんなお

話をすると「心を一つにするんだよ！」と素敵な声が♪子ども達が自分

達で気づいたことを共有しあい、できたことを皆で喜ぶ。そんなことを

大切に今月も保育していきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

Ohana 

花組クラス通信 

担任 角村奈々   

10 月号 

今月の主な遊び・活動 

・絵具をつかって遊びます。・紙帯を使って遊びます。   歌:ありがとうの花 

・バチを使って遊びます。                 だいだいだいぼうけんの歌 

 

・色んな染め遊びをして遊びます。 

 

京都鉄道博物館 

皆とっても楽しみにしていた遠足。機関

車の車輪の大きさに驚いたり、線路は沢

山石があるんだね！などと沢山面白い

発見をしてくれていました。皆は機関車

から出る煙に興味を持ち、「なんか暑そ

うやなあ、触ってみたい！」など話てい

ました。遠足から帰ってくると電車コー

ナーを作りたいとのことで早速「ダンボ

ール欲しい！」と子ども達で何が必要か

考え切符売り場やハンドルなど作って

いました♪駅長さんになりきってみた

り、おままごとのご飯を持ってきてお弁

当を食べたりと思い思いになりきり遊

びを楽しんでいます。 

 

          移動動物園 
様々な動物達と触れ合った移動動物園。ちょっと怖いけ

ど…勇気を出して自分から触れてみる姿や、じーーっと

眺めて観察していたり様々な子ども達の姿がありまし

た。そこにいたイグアナを見ると皆は「すいすいのお母さ

んかな？仲間ちゃう？」とお話してくれていましたよ♪ 

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。 

今月は不要なタオルや透明カップが

あればお持ちいただければと思いま

すのでよろしくお願い致します。 

        スイスイを連れ戻せ！ 

 外遊びの時に見つけた 1 匹のヤモリ。小さくて可愛

い！と子ども達は大喜び。すいすいという名前もつけ

て、とっても可愛がっていた子どもたち。(名前の由来

は“すいすい歩くから”だそうです♪)ところがある日

突然すいすいがいなくなってしまいました。皆に「す

いすいはどこに行ってしまったのか？」と聞いてみる

と、「お家に帰ったんちゃう？」「遊園地だよ！」など

色々なお話がでてきていましたが最終的に「宇宙人に

連れ去られてしまったんじゃない…?」という話に「絶

対そうだ！！すいすいを連れ戻さないと！」と大盛り

上がり。そこからすいすいを宇宙人から連れ戻す大作

戦スタート！梯子を作って宇宙まで届けよう！手紙を

書いてあげたらいいんじゃない？そんな声から様々な

活動が始まりました♪今はすいすいの遊び場を作ろう

という事で紙帯を繋げて繋げて遊んでいます。果たし

てすいすいは花組に戻ってきてくれるのか… 

 



 

 

 

 

 

 

  

 爽やかな秋風が吹く季節になりましたね。皆様お変わりござい

ませんでしょうか。子ども達も季節の移り変わりを感じているよ

うで、「涼しくなってきなぁ。」「今日は風が吹いてきて、台風が来

るんやで！」など、感じたことや思いを沢山話してくれています。 

 今月は運動会がありますね。子ども達と期待や達成感を味わい

ながら過ごしていきたいと思っておりますので、どうぞ宜しくお

願い致します！ 

 

 

 

 

 

 

 

ぽっぽだより 

鳩組クラス通信 担任:鈴木望      

10 月号 

今月の主な遊び・活動 

・ハンドベルで遊びます。 

・グループで協力する遊びをしてみたいと思っています。 

 

 

 

〜お寿司屋さんコーナー〜 

 積み木コーナーから突如遊びが広がった回転寿司コーナ

ー。迷路のようなお寿司の道を作り、お寿司を流していきま

す。会話の中で「お寿司屋さんってどんなところ？」「お店

の人の服装は…？」といろんな話が広がります。はじめは皆

でお寿司を並べて道に流していくことが楽しかったようで

すが、ごっこ遊びへと展開していき、今ではお客さんとお店

の人へ分かれて遊んでいます。「ご注文は何にしますか？」

と注文を取りに来てくれたり、「最後はデザートも用意しま

すよ！」とサービスがたくさんのお寿司屋さんが展開され

ています。 

 〜絵具で動物を描いてみました〜 

 移動動物園の後にみんなで大きい画用紙に

動物を描いてみました。描いていくうちにど

んどん世界が広がり、「この動物はここで遊ん

でて、そしたらこの動物が遊びにきて…」と

面白いお話を聞かせてくれた子もいれば、見

た動物をそのまま忠実に再現しようと、写真

を見ながら描く子もいて、個性豊かな絵がで

きました。「もっと沢山描きたい！」という要

望から絵の具コーナーを 

設けて自由に絵具に触れら 

れるようにしています。 

     〜移動動物園〜 

 ９月８日は移動動物園がやってきました。

事前に会話の時間で話したり、写真を見てイ

メージしていた動物達とは少し違った色や

形、実際に目の前で見て触れることで気づく

ことができる細かい動物の特徴までしっか

り観察していました。 

移動動物園後の会話の時間では、気づいたこ

とをみんなの前で発表し、亀の甲羅の中はど

うなっているのかな…と皆で想像してみた

り、イグアナの脱皮について、みんなの思い

を伝えあったり子ども達の想像力もファン

タジーに溢れていてとても面白い物でした。 

〜秋の遠足・京都鉄道博物館〜 

 ９月 15 日は楽しみにしていた 

遠足でした。天気にも恵まれて朝 

からハイテンションの子ども達。楽しみにしてい

た SL スチーム号に乗ったり、ジオラマを見たとき

には「あの新幹線がノゾミで、これがドクターイエ

ローやな！」と夢中で子ども達同士話し合う姿も

ありました。幼稚園では電車コーナーで京都鉄道

博物館を作っています。二階建ての電車！と積み

木を組み合わせて工夫して遊んで 

いて、実際に目の前で線路や電車 

を見たことで、遊びのイメージも 

広がっているようです。 

お願いします 

いつも素材集めにご協力いただき 

ありがとうございます！ 

引き続き宜しくお願い致します♪ 

 



 

  
 耳を澄ますと、秋の虫たちの鳴き声が聞こえ、心地よい時間が流れる時期に

なりましたね。ベルや鈴、その他様々な楽器の音も「虫の声に似てるね。」と

楽器遊びも楽しんでいる子ども達です。「○○の曲弾いて♪」とそれに合わせ

て自分なりに、リズムをたたいたり、運動会の曲もお気に入りで、パラバルー

ンの曲「あいうえおんがく♪」が流れると、自然に集まって、クラスにある布

でプチパラバルーンをしたり、体と楽器とで音楽にのるなど、体全部使って 

 

 

 

 

 

空の足音 

空組クラス通信 

担任 久川純奈      

１０月号 

今月の主な遊び・活動 

グループのお友達と相談しながら、造形活動を行います。 

様々な楽器に触れ合い、自分なりに演奏したり、好きな歌 

と合わせる事を楽しみます♪ 

 

 

 

  レモンちゃんの冠 

移動動物園の日は沢山の動物と触れ合いましたが、その中でもみんなが注目したのは、オウムのレモンち

ゃん。お話し上手なレモンちゃんに「レモンちゃん～♪こんにちは。」とラブコールが止まらない様子。そ

の日はレモンちゃんからお話しが返ってくることはありませんでしたが、次に気になったのは、頭から生

えている黄色の毛。「髪の毛みたい♪」と話していると、お姉さんに「冠なんだよ。」と教えてもらいまし

た。帰ってからは冠が気になって、会話しました。「冠ってなんの為にあるんだろう？」と考えてみると、

「かっこよくなりたいから。」「オシャレしたい！」「強そうになりたい。」「時間を調べたい。」「みんなと仲

良くなるため。」etc…と様々な意見が。レモンちゃんの他にも冠がある鳥は沢山いて、写真を見て大興奮

♪「面白いな～。」「自分たちにも冠があったら。」と写真に切り貼りし見立て遊びをしてみる事にしまし

た。「強くなれる冠」「お姫様みたいな冠」「てんぐの鼻みたいに伸びてる冠」とそれぞれの面白い表現がで

き、お友達同士でそれを褒め合う姿にもほっこりさせられました♪ 

この歌めっちゃ好きになった♪ 

お歌を歌うのが大好きな空組さん♪

新しい歌を伝えると、「この歌すき♪」

とすぐに口ずさんでいます。最近は、

プチ発表会の時間を作り、前に出てき

て誰かに向けて演奏するなどお互い

の発表を聞き合う時間もとっていま

す。「次やりたい！」と積極的な皆。

くじで決めた二学期からのグループ

ごとに取り組んでいます♪グループ

の名前は動物の鳴き声編♪また是非

聞いてみてくださいね(^^♪ 

お願いします 

いつも素材のご協力ありがとうございます。

子供たちの想像力も広がり遊びが充実してい

ます。毛糸やペーパー芯など引き続き素材を

募集します♪よろしくお願い致します。 

 

秋晴れの日、楽しみにしていた遠足に行く事が出来まし

た。行く前から、運転手やお客さんになり、電車ごっこを

楽しんでいた子供たちは、本物の SL に乗れてとても嬉し

そうでした。大きなタイヤの横を通ったり、機関庫から伸

びる線路を上から見て「すごな。」「ちょっと待って、これ

は…。」と一つ一つに感動していて、帰ってからは、お部

屋を使って線路の建設が始まりました。マスキングテープ

を使って、「あっちに伸ばそう？」「ここ駅にしようか。」

と相談しながら遊んでいて、おもちゃの金づちを持って来

てコンコン叩いたり「ここに恐竜の化石が見つかった！」

と作った線路の上に色板を構成し、恐竜の形を作っていた

り、どんどん変化する子供たちの職業や遊びに興味津々の

担任です(^^) 

観光バスに乗って♪ 

音楽の心地良さや、楽しさを感じている様子がみられます。何か新しいことが出来る様になると、「これ、お母

さんにも見てもらいたいなぁ。」とウキウキしながら話す子供たち。その気持ちがもうすぐ叶いますね♪運動会

の日は、皆さんで楽しく応援していただけたらと思います！今月もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 


