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光の国！ 

透明の紙コップでタワーを作って遊んでいた

遊びから発展して光の透明王国を作る遊びが

始まりました。 

最初は、コップだけを使っていましたが、他

に使えるものがないか、皆でアトリエに探し

に行くと、ＣＤケースを発見！これも使え

る！と工夫しながら積み重ねたり、道を作っ

ています。「光に当てると綺麗！」と、窓の側

で遊んでみたり、お部屋の豆電球の下で作っ

てみたり遊びながら自分達で工夫していて、

さすが年長組だなと思いました。今もコーナ

ー活動で遊びは続いています。 

光組 担任 

高柴菜都乃     

10 月号 

今月の主な遊び・活動 

・グループの友達とイメージを共有し、体を使った形遊び（表

現遊び）を楽しみます。 

・運動会に向けて作戦を立てながら勝ち負け遊びをします。 

 

 

子どもお当番！ 

おうちでも、子ども達からお話しを聞いているか

もしれませんが、いま光組ではお当番さんに挨拶

や出席取り、給食のメニュー発表などのお手伝い

をしてもらっています。毎日今日のお当番さんは

何グループなのか嬉しそうに確認する子ども達。 

出席取りではグループのみんなで前に出てきても

らい、誰がどのお友達の名前を呼ぶかまで自分達

だけで相談し進めています。 

前に立つのが恥ずかしいと緊張する様子も見られ

ますが、皆の前で発表する経験を重ね、色んな事を

発信・表現できる力をつけてほしいと思います。 

これからも継続していきたいと思います。 

小学校に向けて！ 

小学校に向けて、「文字に触れていこう！」ということ

で、一文字ずつ書き方を知ったり、なぞって書いてみる

活動「文字ノート」の時間が 2 学期から始まりまし

た。ひらがなの練習だけにならず、小学校への期待を持

てるように、始まる前にチャイムを鳴らしたり、挨拶は

いつもと違って「起立！礼！着席！」と小学生モードに

しています。子ども達もそれを楽しみにしているようで

「早く文字ノートしたいなぁ。」と心待ちにしてくれて

います。勉強！と堅苦しくならないように遊びながら楽

しく学べる時間にしていきたいと思います。 

 

朝の会では、、、 

プレイタイムが始まって約半年。子

ども達にとってメアリー先生と歌

う英語の歌は大好きで、光組でも歌

いたい！との声が沢山あったので、

「hello song」 

「open shut them」 

の曲を朝の会で歌っています。 

もっと英語の歌を歌いたい。と子ど

も達もノリノリです♪ 

是非、おうちでも聴いてあげてくだ

さいね。 

お願いします 

ご不要なタオルや、袋があればお持ちいた

だきたいです。 

朝は肌寒くいつの間にか秋の訪れを感じる季節となりました。皆様、体調など

崩されていないでしょうか？あっという間に 9 月も終わり、いよいよ運動会が迫

ってきています。年長組になると子ども同士で数人グループになり話し合いをす

る場面が沢山出てきます。意見や思いの違いからぶつかる事もありますが、だん

だん友達の思いにも気付けるようになり、クラスの絆も深まってきているように

思います。出来るだけ口出しせず、側で子ども達のやりとりを見ていて、子ども

の力はすごい！と感じさせられる 9月でした。幼稚園最後の運動会、子ども達の

心の成長も感じて頂ければと思います。今月もどうぞ宜しくお願い致します。 
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まつぼっくり 

 

何かの幼虫見つけたよ！ 

外遊びで「先生見て」と数人の子が、小さな幼

虫を3匹ほど指に乗せて見せてくれました。「ど

こにいたの？」と聞くと「みかんの木」と嬉し

そうに答えてくれました。改めて見に行くと更

に数匹の幼虫がいるではありませんか！クラス

に持って帰って、どうやったら育てられるか話

し合うことになりました。何を食べるの？の問

いかけには「葉っぱ！」という子や「はらぺこ

あおむしではケーキ食べてたよ！」と言う子

も！図鑑や絵本でどうやったら大きく育てられ

るか調べてみました。これからじっくり観察し

ながら大切に育てたいと思います。大きくなり

ますように！＾＾ 

松組クラス通信 

担任 田中祐太     

10月号 

今月の主な遊び・活動 

・テーマに沿って、友達とイメージを共有し合いながら体を

使った形遊びを楽しみます。 

・グループで作戦を立てながら勝ち負け遊びを楽しみます。 

 

 

「魔法使いの弟子」を聞いて物語を作ろう！ 

クラスで「魔法使いの弟子」というタイトルの音楽を

聴きました。子ども達はタイトルを聞いた時からワ

クワクしていました。メロディーをじっくり聴き込

むと「あ、嵐が起きてる！」「師匠が登場したんじゃ

ない？」などなど、子ども達のイメージが溢れている

様子でした＾＾年長の各クラスでイメージした物語

を繋ぎ合わせて、オリジナルの物語を完成させまし

た！それを元に先生達で紙芝居を作ると子ども達も

大喜び！最近は物語に出てくる動物や魔法使いにな

りきって、身体を動かしながらなりきり遊びを楽し

んでいます＾＾実はこれが運動会に繋がってるか

も？お楽しみに！ 

秋を探そう！ 

「先生これみんなに紹介したい。」ある子が赤く紅葉した葉

っぱを持ってきてくれました。それがきっかけで、いつこん

なに綺麗に葉っぱの色が変わるのかという話題でクラスで

の会話が始まりました。「秋になったら変わる！」「秋になっ

てもすぐパッとは変わらないよ」と友達と話をしていると、

ある子が「毎日写真撮ったらえーやん。」と呟きました。そ

の日から、毎日子ども達と決めた木の写真をなるべく同じ

場所、同じ時間で撮影しています。ある程度秋が深まったら

写真を並べて見てみることになっているのですが、今から

子ども達の反応が楽しみです！＾＾ 

 

ロケットを作ろう！ 

先月から引き続き、糸を使った遊び

を楽しむ子ども達。ある日クラスの

天井から糸を伸ばしてみました。な

んだか不思議な空間が出来たのも

束の間。遊びがパッと閃いたある子

が糸に自分で作ったロケットをく

くりつけて、天井に向けてスッと滑

らせると「おぉ！」と大盛り上が

り！まだまだ発展途上ですが、面白

いコーナーが生まれそうです＾＾ 

お願いします 

ついに在庫が残りわずかとなってしまいま

した。ご自宅に使わない糸があればぜひ松組

にご寄付下さい。よろしくお願いします！ 

 

朝晩が涼しくなって、以前よりも過ごしやすくなりました。その分体調も崩しや

すい時期ですが、皆さんお変わりありませんか？運動会に向けての活動も始まり。

友達と一緒に力を合わせたり、競い合ったりしながら毎日楽しく過ごしています。

最近は小グループでの話し合いが以前よりも活発になってきました。もちろん積極

的に自分の思いを友達に話す子やじっくり友達の話を聞く子など、活動中の姿も千

差万別ですが、それぞれが自分の役割を理解して遊びに集中している様子がよく見

られるようになりました。グループでの活動は何も体育だけではありません。音楽

や造形でもグループだからこそ出来る経験があると思うので、たくさん失敗もしな

がら遊びを深めて行けたらいいなと考えています。今月もよろしくお願い致します。 

ハウス 



 最近はコオロギの優しい声が聞こえるようになり、秋を感じる季節にな

りましたね。１学期から「お師匠さん」や「畑」について子ども達と話を

してきましたが、この１ヶ月間に、「え！」と驚くような事や子ども達か

らの「こんなことがしたい！」という発信もあり、更に興味関心が深まっ

ています！不思議だなと感じたことや様々な出来事をクラスで共有しな

がら、子ども一人ひとりの思いや心動いた瞬間を大切にして、保育をして

参ります。またその素敵な瞬間を保護者の皆様とも共有できるように発信

していければと思います。今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

梅の小道 

師匠のお家を作りたい！ 

ディキャンプで師匠に会ってから、毎日のように師匠

の話をしている子ども達。キャンプの時に師匠がプレ

ゼントをくれると話していたのですが、なかなか来て

くれません(^_^;) どうやったら来てくれるんだろう

と考えた子ども達から、「師匠が来てくれるようにお

家を作りたい！」、「それで住んでもらってずっといて

もらう！」という提案があり、牛乳パックとダンボー

ルを使ってお家作りをすることになりました。師匠が

快適に過ごせるように、クーラーやトイレがあるなど

なかなか本格的です！ 

スイカの赤ちゃん 

 

 

 

 

 

 

  梅組クラス通信 担任 上野 絢子      

１０月号 

今月の主な遊び・活動 

・運動会に向けて、身体を使って表現遊びやリレーなどの勝ち負

け遊びを楽しみます。 

・小学校ごっこをしながら、鉛筆を使ってひらがなを書きます。 

 

「ついに畑から…！」 

1 学期からお伝えしている種のお話…✿ 

たくさん植えている植物の中で、特に成長したのが

スイカです。花も順調に咲き、どうやったらスイカ

ができるのかを子ども達に伝えてみました。 

『おしべ・めしべ』について知った子ども達は毎日

畑を見ながら、「これ、めしべかなぁ。」と相談し合

う姿があり、「めしべはな。人と一緒で、赤ちゃんが

おるからお腹がおっきい感じやねん。」とめしべの特

徴を人に例えて話す子も…(^^)「人と一緒。」、「自分

たちとどこか似ている。」と植物に感じ、愛着を持っ

て大切に接している姿からは、子ども達の優しい心

が感じられます。…そして、９月中旬。遂にスイカ

の赤ちゃんができました！ 

この小さなスイカを子ども 

達と大切に育てていきたい 

と思います(^^) 

先生、見てみて！ 

最近の梅組では、身体を自由に使って様々な形（ポ

ーズ）を作ってみることに挑戦しています。例え

ば、「身体のどこかを使ってマルを作ってみる。」、

「体のどこかに頭をつける。」など、子ども達が考え

たルールを使って表現を楽しんでいます。最初は恥

ずかしがっていた子も、自分でルールを決めたり、

沢山褒められたりすることで面白さを感じたり、「見

て」の気持ちが育ったりしているようです。 

「なぜここに！？」 

子ども達が大切に育てている畑にある日事件が…！ 

向日葵の葉、ラディッシュの葉が何者かに食べられ

ているのです！子ども達も「なんで！？」と集まっ

てきて、葉っぱをよく見てみると大量の青虫が！！ 

「ぎゃー！！」と皆大騒ぎ！（先生が１番叫びまし

た。）２階の廊下にずっと置いてあったはずなのに、

どこからやって来たのでしょう……。「階段を頑張っ

て上がってきたんじゃない？」、「どこかに穴が空い

ててそこを通ってきたんだ！」、「梅組が１番好き〜

って思って来たのかも。」など、次々に子ども達から

面白い話が出てきて、大盛り上がりしました✿ 

しかし、「待って。このまま青虫を置いていたら、私

たちが食べる前に全部食べられちゃうじゃん。」と気

付いた子の真剣な表情に、皆も、はっ！となって青

虫を葉っぱから引き離していました。(笑)（子ども達

の目標は野菜、果物の食べ放題をすることです。） 

今は透明の入れ物を青虫のお家にして、毎日観察し

ています。そこから生まれた疑問や発展していきそ

うなお話もあるので、次回お伝えしますね(^^) 

お願いします 

ご家庭に不要になった、切り開いていない牛乳

パックがあれば、持たせてあげてほしいです。 

 

 スイカの赤ちゃん 



 

 

 

 

 

 

  

 葉の色が変わり始め、段々過ごしやすくなって参りました。皆

さまお変わりありませんでしょうか。先月、紹介した楽しい夏休

みの発表から、地図作りに興味を持つ子がでてきました。「地図が

あったら宝物探せる！」「外国にも行けるねんで。」と、地図につ

いて話をしていると、「先生！年長さんの宝の地図できた！」と、

地図を見せに来てくれ、宝物は何かと地図通りに辿ってみると、

それぞれのクラスにあるビー玉や、綺麗な石が置いてある場所で

した(笑)桜組はロッカーの上で、椿組は黒いテーブルの上に宝物

がある！」と、自信に満ち溢れた顔で教えてくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

千本桜 

桜組クラス通信 担任 末吉奏絵 

10 月号 

今月の主な遊び・活動 

・シーグラス作りをし、ガラスが変化して

いく様子を楽しみます。 

・友達と協力し合いながら勝ち負け遊び

をし、様々な気持ちを味わいます。 

 

 

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、シーグラス作りの為にペット

ボトルを集めています。大きさや形は

どのような物でも構いません。キャッ

プ付きのペットボトルがお家にありま

したら持って来て頂きたいです。(口が

広めな物もありましたら持って来てく

ださい。)宜しくお願い致します。 

以前アゲハ蝶の蛹を持って来てくれた子がおり、皆

で観察していました。すると、お給食中に蝶々にな

り、「朝まで蛹やったのに！」と、生き物の神秘に感

動していました。「窓閉めてお部屋で飼おう！先生、

帰る時窓閉めていってな！」と、放し飼いする事に

…。「今日は窓に居る！」「皆が居てたら飛ばへんな

あ。」と、話していましたが時々姿を消しました。そ

のたびに皆で探しましたが、1 週間程で窓際で死ん

でいるのが見つかりました。「やっぱりお部屋はあ

かんかったんかなあ。」「ご飯無かったからかなあ。」

と、寂しがり、今はご飯も準備万端で新しい青虫を

育てています。今後も生き物に触れ、命の大切さに

気付いていって欲しいと思います。 

１学期から魚釣りコーナーに貝殻が登場したり、海について

話を深めていました。海にどんなものがあるか、休みの日に

行ったお友達は教えてね。と皆に伝えていたところ、沢山の

貝殻、海の砂、そしてシーグラスが集まりました。「ガラス

やん！危ないで！」と、シーグラスをあまり知らない子もお

り、どのような物か持ってきた子供に発表してもらいまし

た。すると、「勝手に丸くなるん？凄い！」「いろんな色あっ

て綺麗！」と、様々な声がありました。シーグラスの会話を

数日していると、作り方を調べてきた子がおり、皆でも作っ

てみようという話になりました。小石を集め、小さくなった

ガラスを割り、(初めは先生が割りました。)ペットボトルに

入れ、今は、朝の身支度が終わった子からペットボトルを振

り、綺麗なシーグラスを作るのに夢中になっています。 ずっと移動動物園を楽しみにしてい

た子どもたち。よく知っている動物、

あまり見たことの無い動物に触れ、

間近で関わる事で色々な気付きがあ

ったようです。「狐と狸って凄い匂い

…。」「エミュー大きいし、羽も硬くて

強そう！」と、初めて知る事に大喜び

でした。その日に描いたスケッチは

今までで一番細かい所まで表現し、

面白い話が沢山出て、子供たちにと

っても貴重な体験でした。 

お願いします 

シーグラス作り 

ちょうちょさんどこに… 

移動動物園 



１０月号 

 

 

 

 

 

  

 心地よい風が吹き、少しずつ秋の気配が感じられる季節となってまい

りました。暑さが少し落ち着き、外遊びでは「ハンターごっこ」という

遊びに夢中になって園庭を駆け回っている椿組。新しいこの遊びのルー

ルを考えたのは子ども達自身です！“鬼役のハンターにタッチされる

と、クスノキの木の下に捕まり、仲間に握手をしてもらうとまた逃げら

れる”というルール。日に日に参加する人数も増え、初めてするお友達

にはルールを教えてあげたり、ハンター役になる順番を自分たちで相談

したり…。ケンカになることもありますが、少しずつ自分たちで遊びを

広げたり進めたりする力の育ちを感じています＾＾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

・絵の具を使って大きな絵を描きます。 

・葉っぱと金づちを使って、染め遊びの実

験をしてみます。 

 

 

 

アサガオ今日は何個咲いてるかなぁ？ 

７月上旬に種をまいたアサガオ。実は、昨年度の光組の子ども達か

ら、「次のはるか先生のクラスのみんなと育ててね！」と、預かってい

たものでした。夏休みが明けて、つるはグングン伸びていましたが、

なかなか花が咲きませんでした。種まきの時期が遅かったので心配し

ていた矢先の９月 2 日！ようやく一つの花がさきました！！椿組の子

ども達も「やっと咲いた～！」と飛び跳ねて喜んでいました＾＾その

日から毎日登園すると、「1．2．３．．．」と、みんなで表に咲いた数の

シールを貼りながら数えています♪今のところ、最高記録は１４個で

す☆今年は何個種が採れるでしょうか？ 

フープを使って大変身！？ 

 １学期からお部屋でもよく遊んでいた大好きなフ

ラフープ。２学期になり、2 人でフープを電車に見

立てて走ったり、転がし合ったり、座って引っ張り

合ってシーソーみたいにしたり…と力を合わせて遊

ぶと面白さも倍増！そして今度は５,6 人でフープを

使った変身遊びにも挑戦です。「車に変身！」という

声に、初めこそ困惑していた子ども達も、だんだん

「僕が運転手するからタイヤ付けて！」「前のガラス

もつけよ！」などと相談の声が聞こえてくるように

なりました。声を掛け合い、自分たちでそれぞれの

役割を決め、イメージを共有して、力を合わせて形

を表現する。簡単なようでとっても難しいこの遊

び！「お友達の頭の中は見えないから、思いついた

ことや考えたことは言葉で伝えてみよう！」という

願いはこの遊びだけでなく、色んな場面でも生かさ

れるといいなと思っています＾＾ 

つばき組小学校が始まりました！ 

キーンコーンカーンコーン♪ピアノのチ

ャイムが鳴り、「起立！気を付け！礼！着

席！」小学校みたいな時間が始まりワク

ワク。１枚につき２つのひらがな。まず

は、みんなで読んだり、文字ジェットコ

ースター（子ども達にぜひ聞いてみてく

ださい！笑）に乗ってみたり＾＾楽しみ

ながら文字に親しんでいます。「これが一

番うまく書けたと思う！」と、だんだん

自信をのぞかせる言葉が聞こえるように

なってきましたよ☆ 


