
 

  

いつの間にか夏も終わり、朝晩は冷え込む季節となりました。 

子ども達は寒さにも負けず、お外遊びで元気に体を動かして遊んで 

います。先日は運動会にお越し頂きありがとうございました。２度の延期

で子ども達のモチベーションが下がってしまうことを心配していました

が、そんな予想とは真逆で、「まだまだ日にちがあるってことは、リレーの

練習をしたり、師匠のダンス踊れるやん♪」と子ども達同士で気持ちを高

め合い運動会への熱が更に入り込んでいったことは、本当に驚きで子ども

ってすごい！と感心しました。１１月は年長になって初めての参観もあり

ます、今月もどうぞ宜しくお願い致します。 
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光組クラス通信 

担任 高柴菜都乃       

１１月号 

今月の主な遊び・活動 

・音楽会に向けて楽しく楽器に触れる楽器サーキットをして遊びます。 

・オリジナルソングを作ります。 

 

 

 

色んな気持ちに気付けた運動会！ 

１学期から運動会の話題で盛り上がっていた光組。年中さんの時に見た年長さんのリレーへの憧れが強

く、２学期になるといつが運動会なのか気にする子が増えていきました。何度もリレーや競技の練習を

クラス対抗で行いました。初めは勝つ事が多く、子ども達の会話に耳を傾けると、「もう勝てるからいけ

るな。」と自信で溢れた会話が聞こえてきていました。しかし、ある日を境に、４位、５位となかなか思

うように結果が出ず負ける経験を沢山しました。対決が終わり部屋に戻っていた時、ある女の子が、「負

けるってこんなに悔しいんや…。」「負ける経験って大事やね。」とポロっと私に言ってくれました。これ

はいい機会だなと思い、クラスの皆と振り返りをしました。皆も身を持って悔しい！という経験を感

じ、そこからどうやったら勝てるのか、早く効率よくできるのか何度も何度も話し合ったり作戦を立

て、実際にやってみて改善点を話す姿がありました。皆真剣に意見を出し合うからこそ、思いの違いや

上手く伝えられなくて喧嘩になることも沢山ありました。ですが、ぶつかりあって何度も何度も話し合

えたこの経験が出来た事は子ども達の成長に繋がり、大切な経験だったと思います。友達の頑張りを自

分の事のように喜んだり、良い所を見つけ伝えたり、２６人の心が一つになり、グッと心の絆が深まっ

た運動会になりました。子ども達の自信にあふれた表情、本当に素敵でした!. 

 

ジュース屋さんです♪ 

皆大好き色水遊び。１学期も遊

んでいましたが、最近部屋の前

のウッドデッキでジュース屋さ

んがオープンしました。 

ただ色を作って混ぜるだけでな

く、コーラを作るにしても、同

じ茶色でもわずかに色の濃さの

違いを出すために、少しずつ色

を加えて濃淡を意識したり、年

長さんらしい遊びの工夫が見ら

れます。子ども達から、「出来た

ジュースを冷やして固めてゼリ

ーにしたい！」という声も沢山

でているので、近々ゼリー屋さ

んもオープンする予定です♪ 

        子どもは遊びの天才！ 

運動会の翌日、子ども達は運動会で全力を出し切っていたのできっと疲

れて、もう次の興味へ切り替わっているかと思っいたのですが、そんな

想像とは１８０度違い、これまでと変わらず、「師匠のダンスしてきまー

す♪」と表現で使ったフープを持ってウッドデッキで友達と笑顔で踊っ

ていました。「スピーカーで曲も流してね。」と自分たちで踊り始めます。

給食後もウッドデッキから楽しそう声が聞こえるのでそっと覗いてみる

と、師匠役も順番にやったり、先生役になる子が笛を鳴らす真似をした

り、運動会以上に盛り上がっていて、楽しく遊びながら継続できる子ど

もは遊びの天才だなと思いました。運動会は決してゴールではないんで

す。これまでの経験がこれからどんな風に遊びに繋がり、広がっていく

のか楽しみです♪ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月号 

運動会、ありがとうございました！！ 

 

二度も延期になった運動会。いろいろとご不便をおかけしてしまいまし

た。申し訳ありません。そんな中子ども達の活躍を保護者の皆様と一緒に

見守ることが出来たことを心より嬉しく思います。 

 

 魔法使いの弟子になりきった表現遊びは、始めは恥ずかしさや難しさか

ら、なかなか声が出なかったり、身体を大きく動かせなかったりしました。

グループで話し合う最後の場面で、時間内に形を作り終えることができな

いことも何度もありました。それでも子ども達は常に前向きで、何度も遊

び込むうちに自信が生まれてきたのか、少しずつ「誰かに見てもらいたい」

と思えるようになっていきました。そこからは、自分達の姿を写真や動画

で見ながら、どのようにすればお客さんにかっこいい姿を見せることがで

きるかということをグループで遊びながら追求していきました。本番の子

ども達の自信に満ちた表情は本当に素敵でしたね。 

 

リレーについては、初めは心がバラバラだった子ども達でしたが、遊び

の中で、悔しさや勝てた喜びを友達と分かち合いながら、クラス一丸とな

って当日のリレーに臨んでいきました。あの走順も子ども達と一緒に決め

たものです。「自分が走りたいところ」を決めるのではなく「〇〇番に走

って欲しい人」を考えて決めていきました。クラスの中で友達を推薦して

いくという経験は初めてでしたが、皆素直にお互いを推薦し合い順番を決

めていきました。最後に「もし負けても後悔ないってくらい納得できる順

番になった？」と聞いた時、声を合わせて「うん！」と言ってくれた時は、

子ども達の逞しさを感じました。 

そんなやりとりを僕は一番近くで見ていたので、当日子ども達が友達を

必死に友達を応援する姿や、走るときの真剣な眼差し、転けてもすぐに前

を向いて起き上がった姿、ゴール後にアンカーだった子が手を合わせて小

さく「ごめん！」と言った時、また、悔しかったであろうクラスのみんな

が、優しくアンカーを迎え入れて誰も友達たちを批判することなく皆一緒

に悔しがっていた様子を見て、言いようのない思いが込み上げてくるのを

感じました。子ども達は悔しさだけでなく、「やり切った！」と思えるく

らい全力を出し切ることが出来たのではないかなと思います。目指してい

た勝利こそ逃しましたが、それ以上に大切なものを得ることが出来たので

はないでしょうか。改めて、子ども達に「かっこよかったよ！」と伝えた

いと思った特別な運動会でした。応援してくださった保護者の皆様、本当

にありがとうございます。今後もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

まつぼっくりハウス 

松組クラス通信 

担任 田中祐太 

・楽器を使ってクラスの友達の音を意識しながら新しい曲の演奏

に挑戦します。 

・毎日観察している木の写真を見比べて、葉っぱの色や量の変化

に気付きながら秋を意識してみます。 

 

 

 送迎バスの中で、松組のある

子がこんなことを言いました。 

「坂道とかいろんな道で地面は

まっすぐじゃないのに、なんで

地球はまるいの？」と。 

 

高低や大小いろんな道があるの

に、遠くから見る地球はきれい

にまるく見えるのはどうしてな

のかと疑問に感じたそうです。 

皆さんなら 

何と答えますか？ 

 

早速クラスの皆と考えてみまし

たがはっきりとした答えは見つ

かりません。この話を聞いた園

長先生が、宇宙で NASA の職

員が作業している LIVE 映像を

教えてもらいました。（「人工衛

星 LIVE」と YOUTUBE検索

してみてください）子ども達は

大興奮でした。 

その日は外に出て「おーい、が

んばれぇ」と空に向かって呼び

かけた子ども達。身近な不思議

がきっかけで、新しい興味が生

まれたようです♪ 

お願いします 

名前のないマスクの落し物が増えてい

ます。今一度お子様の名前が書かれて

いるかご確認ください。 

地球はなんで丸いの？ 

 

今月の主な遊び・活動 

 



 ぐっと気温も下がり、秋を感じますね。先日の運動会では、子ども達の

思いきり表現する姿、友達と相談し合いながら１つのものを作ろうとする

姿、気持ちを繋ごうとする姿、様々な成長を見て頂けたのではないでしょ

うか。梅組の子ども達は、他のクラスに勝ちたいという思いと共に、「おう

ちの人にカッコイイところを見て欲しい。」という思いがあったようで、

「パパとママにめっちゃ褒めて欲しい。」と嬉しそうに話す子もいました

(^^)また、行事感想では、保護者の皆様の温かい言葉に心がほっこりしま

した✿今月も、子どもの思いに寄り添い、様々な経験ができるように保育

をして参りますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

梅組クラス通信 

担任 上野 絢子     

１１月号 

今月の主な遊び・活動 

・畑で枯れてしまった植物を使って、土の中はどうなっているの

か皆で見てみます。 

・様々な楽器に触れ、リズムを奏でてみたり、友達と一緒に演奏

したりする事を楽しみます。 

 

 

お願いします 

師匠のお家作りに使いたいので切り開いて

いない牛乳などのパックがあれば持たせて

あげてほしいです。 

(遂に子どもの背より高くなってきました♪) 

 

 

 

  

梅の小道 

運動会、頑張りました！ 

先日は運動会にお越し頂き、ありがとうございました。雨のため延期が続き、保護者の皆様にはご迷惑

をお掛けし、申し訳ありませんでした。運動会ができたことが本当に嬉しかったです！ 

２学期に入り、勝ち負け遊びをするようになると、初めは何位であっても、「やったー！」と喜んだ

り、「負けてもいっか。」となんだか朗らかだったりと、勝負への意識があまりないような様子だった子ど

も達でしたが、勝ち負け遊びの経験を繰り返すうちに、「他のクラスには勝ちたい！」という気持ちを持

つようになり、「作戦しよう！」と子ども達から話をしてくれるなど、「負けたくない！頑張りたい！」と

いう気持ちがヒシヒシと伝わるようになりました。特にリレーでは、「皆で走るから、みんな頑張らなあ

かんねん。」、「諦めへん気持ちは誰よりもある。」と会話の中で話す子がいて、そんな気持ちを持ってくれ

たことが嬉しく、子ども達の中で『気持ちを繋ぐ』という大切な心が育っていると感じました。遊びの中

で、悔しい、嬉しいという気持ちを持ち、そこからどうすればいいか話し合おうとする姿勢、皆でやり遂

げようとする思いがあったこと、そのような経験を経て運動会ができたことは子ども達にとって自信に繋

がり、心の成長となったのではないでしょうか。 

勝ち負け遊びはここで終わりにするのではなく、継続して遊びの中に取り入れ、これからも子ども達の

様々な思いを引き出していけるようにしていきたいと思います！ 

事件です！ 

 前回お伝えしました畑から青虫大量発生事件！子ども達

が丁寧に取って容器で育てているとあっという間に蛹にな

り、「どんな蝶かな？」とワクワクして羽化するのを待っ

ていると…生まれたのは蛾。「…え。蛾やん。」という子ど

もの本音を聞いてしまいました(笑) そんな事を言いながら

も生まれたことが嬉しかったようで、外や廊下の窓で蛾を

見つけると、「これは梅組の蛾やな。帰ってきた！やっぱ

り梅組が好きなんかぁ。」と話す子もいました(^^) 

きのこが生えた！！ 

様々な植物が育つ梅組の畑ですが、青

虫の次はきのこが生えました…！ 

「きのこの種って植えたっけ？」と真

剣に話す子、「足が生えて歩いてきたん

ちゃう？」と嬉しそうな子。「き、き、

きのこ♪」と、きのこの歌を歌う子な

ど、新しい発見に目をキラキラさせる

梅組さん。畑からは予想外のことが沢

山起きて、ドキドキワクワクしっぱな

しです✩今後どうなるでしょうか。 



 

 

 

 

 

 

  

 日中のお日様が温かく感じる程、朝晩の冷え込みが秋の訪れを感

じさせますね。さて、最近の桜組では再び青虫に興味を持ち始めま

した。なぜかこの時期にまだ青虫がみかんの葉っぱについてるのを

3 匹見つけ、「寒くなってきたのにまだおる！」「蝶々なり忘れたん

かな？」と、心配の声もあり、お部屋に連れて行きました。やっぱ

り虫や生き物は大好きな様です＾＾今月も新たな発見とともに、今

までの遊びも振り返りながら保育を進めていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

千本桜 

桜組クラス通信 担任 末吉奏絵      

１１月号 

今月の主な遊び・活動 

・プリンカップやペットボトルのキャップを重ねて遊びます。 

(タワーを描いた会場飾りの続きです。) 

・様々な楽器を使い音楽に合わせてリズム打ちをしたり、 

指揮の先生を見て演奏したりします。 

 

 

運動会当日、桜組の会場飾りは、数人で描いたタワーの絵

でした。以前から紙コップを重ね、皆の身長以上のタワー

を作っていました。壊れては作り…を繰り返している内

に、大迫力の紙コップタワーが出来、盛り上がっていまし

た。そこで世界の色々なタワーを写真で見ると、「めっちゃ

倒れそうな形！」「綺麗！」と、沢山の印象を受けたようで、

今は倒れないタワー作りに挑戦しています。 

 先日は順延が２回も続き、多々ご迷惑をお掛けしましたが、運動会にお越し頂きありがとうございま

した。内容も今までとはかなり変更があり、組体操がありませんでしたが、子供たちは最初から楽しん

で取り組み、様々な成長をしてきました。フープを使った表現では初めはなかなかグループで形が決ま

らず、時間内に完成しなかったり、喧嘩が始まって泣いたり、散々な事もありましたが、少しずつ見て

もらう喜び、友達と成功する楽しさを感じられるようになりました。4 人競技も、初めは最下位から始

まり、ずっと 1 位を夢見ていました。なかなか勝つ体験が出来ず、「なんで今日も勝たれへんかったん

やろ。」と、反省会もあり、「持つとこ決めとく？」「最初に帰ってきた人が前持ったらいいやん！」と、

的確な意見もありながらどんどん皆の力で改善しようとしていました。やっと、本番数日前に勝つ事が

出来、自信満々で当日を迎えました。そして最後のリレー、こちらも練習中は 1位も最下位も経験しま

した。走順も回を重ねる度に話し合っては変更し、「一人が頑張っても勝てない、全員が全力で頑張るも

の。その気持ちを繋いでくれるのがバトンだよ。」と、話をしながら決めていきました。誰に気持ちを繋

ぎたいか、自分がバトンを渡したい人を発表し、皆は納得すれば拍手をして決めていきました。「最後が

いいから〇番は嫌。」と言っていた子も、「ほんとは最後がいいけど、○○ちゃんに走って欲しいって言

われたから頑張ろうかな…」と、我慢する気持ちと、名前を呼ばれて嬉しい気持ちと葛藤しながら決め

ました。最後は皆が納得した走順で当日を迎え、なんと、全種目 1 位とは！夢にも思いませんでした。

親子競技もご協力ありがとうございました。保護者の皆さまの熱い気持ちも全種目制覇に繋がりました。

まだまだ思い出せば今でも興奮する程素晴らしい一日でしたね。また、今後も様々な場面で力を合わせ

たり、勝ち負け遊びをしますので、今回の経験を大切にしていきたいと思います。 

毎月沢山の素材のご協力をありがとうご

ざいます。少しずつシーグラスが増えて来

ました！ 

 

運動会、ありがとうございました 

タワー作り ありがとうございます 



 

  

 金木犀の香りや、少しひんやりとした風に秋らしさを感じる季節とな

ってまいりました。先日の運動会では、天候による二度の順延、当日も

少しぬかるみのある中、保護者の皆様にはご理解ご協力いただき、本当

にありがとうございました。運動会を終えた翌日、「かっこよかったっ

て言ってもらった！」「トロフィーお家に飾ってる♪」と達成感やお家

の人に褒めてもらった嬉しさなど、子ども達の心はとっても満たされて

いるようでした(^^)認めてもらう喜びを園でもたくさん感じられるよ

うに、良かったところ素敵なところ、しっかり言葉にして伝えていこう

と思います。今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

椿のキセキ 

椿組クラス通信 

担任 髙石晴香      

１１月号 

今月の主な遊び・活動 

・コーナー遊びでは、毛糸を使って編み物遊びを

してみます。 

・画用紙を使って立体的な作品を作ってみます。 

・太鼓など、色んな楽器を使って音楽やリズムに

合わせて奏でる面白さを感じて遊びます。 

 

 

 

幼稚園最後の運動会！ 

 「やっと明日できるな！」と待ちわびた運動会当

日。たくさんの温かい応援をありがとうございまし

た。運動会に至るまでの子ども達の成長は本当に大

きく素晴らしいものでした。 

表現での形遊びでは、「虫」とテーマを出しても、

「何にする？」「どうする？」と相談が始まらず、時

間切れになってしまうグループ、「カブトにしよ！」

「え～」「じゃあカマキリ？」「勝手に決めんとい

て！」とケンカになってしまうグループ、などなか

なかうまくいかないこともありました。しかし、経

験を積み重ねる中で、誰かが意見を言わないと始ま

らないこと、お友達の意見に耳を傾け「それにしよ

う！」と賛同する勇気、色んな事に子ども達自身が

気付きました。当日の自信を持って「ヤー！」と声

を上げる表情はとても輝いていましたね(^^) 

リレーや競技では、練習から３位や５位が続き、

悔しさのあまり怒ってしまったり、「もう運動会でも

負けるわ～」と少し諦めの気持ちが言葉に出てしま

ったり。しかし、どうやったら勝てるのか、バトン

の受け取り方、速く走る方法、そして「最後までみ

んなでバトンを繋いでゴールしよう！」というリレ

ーの一番大事な気持ちをみんなで再確認して、当日

に挑みました。結果としては３位でしたが、みんな

の気持ちが同じ方向を向き、そして誰のせいにする

でもなく、互いの頑張りを認め合えたことが何より

嬉しかったです。私が思っていた以上に、椿組の子

ども達はクラスのお友達のことを理解し合い、気に

掛け助け合い、そして助けてあげたいという優しい

気持ちを持っています。当日、目に見えた姿だけで

なく、心の成長を私自身大きく感じることができた

運動会でした。本当にありがとうございました。 

今の気持ちは？ 

 運動会までに経験した悔しい気持ち

だけでなく、日々の生活の中で子ども

達の気持ちは一日の中でも変化してい

ます。特にケンカをしてしまった時、

互いの気持ちを知らぬままに怒り合っ

ていることもあります。そんな、言葉

にしきれない気持ちを表す『気持ちカ

ード』という絵で気持ちを表したカー

ドを椿組で使ってみることにしまし

た。ある日ケンカをして二人とも怒っ

ているのかと思ったら、実は一人は

「ぐすん」と悲しい気持ちだったこと

を知りました。この様に相手の気持ち

を知ったり、思いを言葉で伝えたりす

るきっかけになればと思っています。 

 


