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風に乗ってふんわり香る金木犀や、少しずつ色づき始めている木々の葉 

に秋の深まりを感じる頃となりました。緑のイチョウを手に取って花束

やバラを作ることが好きなお友だちが、黄色に色が変わってきている葉

先に気付き始めました！また、イチョウの葉っぱを拾って、「これでネズ

ミ作れんで！」「どうやって作るん？」とお友だちどうしでの会話から、

私も気になり「一緒におしえてもらお～♪」と会話に参加すると、お部

屋に帰ってから、はさみを使って一生懸命作り方をお友だちにも伝えて

いました。お家や幼稚園での経験が子どもの記憶に残り、お友だちと共

有できる嬉しさを感じたひと時でした♪今月も宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

星組クラス通信 

担任：久保果穂       

１１月号 

今月の主な遊び・活動 

・楽器（ピアニー、ベル、バチなど）使って、リズム打ちや心唱即

時反応を楽しみながら遊びます。ピアニ―の使い方を知り吹いて

遊びます。 

・木の実（どんぐり）、色づく葉っぱなど自然物を使って遊びます。 

運動会、雨天続きでなかなか行えず、待ち遠しくしていた子どもたち。子どもたちのベストな状態

で行えるのか不安もありましたが、そんな気持ちを吹き飛ばしてくれるかのように「てるてる坊主

作ろう!」と提案する声や、紙コーナーで短冊のように「はれますようにって書きたい」と伝えにく

る子どもたちの姿に驚かされました。願いを込めて無事迎えられた２２日、秋晴れの下で子どもた

ちは力を発揮し、キラキラ輝いていましたね！！緊張や苦手意識を感じる種目もあったと思います

が、それでもやりきることができたのは、保護者の皆様の声援も力になっていたことと思います。 

日程の調整や、開催様式のご理解ありがとうございます。 

どの種目も意欲的に取り組んで楽しんでいた星組さんでしたが、かっけこや競技では繰り返し行う

うちに”１番になりたい”という思いが強くなっていきました！それと共に”１番になれないからや

りたくない…”という気持ちも持ち、心の葛藤が見られる場面も。クラスで同じ気持ちのお友だちが

いるか共有してみると何人もいてました。その気持ちを前向きに変えてくれたのは、お友だちから

のアドバイスでした。私自身も心動かされることが多かった心に残る運動会となりました♪ 

 

 

 

～言葉のやりとりの楽しさと難しさ～ 

“このお友だちとこの遊びがしたい！”とい

う思いを持って遊びを楽しむ様子や、遊んで

いくうちに遊び方をどうするか選ぶことにな

った時には「じゃんけんで決める？」と提案

するやりとりの声が聞こえるようになりまし

た。自分たちで会話を進めていこうとする様

子も見られますが、伝え方受け取り方は一人

ひとり違い、納得のいかない時もあります。

心を開くことができ、強い口調で伝えてしま

うこともあるけれど、相手の気持ちにも気づ

けるように関わり合う中で、一緒に考えてい

きたいと思います。 

お友だちと手を繋いでいっぱい歩いた秋の遠足

（鉄道博物館）からクレヨンを使って線遊びをし

ました。一人は道案内、一人は並行してクレヨン

の動く道のりを付いていき色んな道が出来上が

りました。すると、繋げていきたいという話にな

り、切り貼りして遊んでみました。また絵本「で

んしゃがきました」を見てみると、いろんな駅に

到着しているのがおもしろく、子どもたちも「プ

ール好きやからプール駅あったらいいな！」「動

物園駅は!?」今度は駅作りに。「駅を看板のよう

に立たせるのどうしたらいいかな？」と考えたり

工夫して、トンネルや滑り台など紙立体を作って

楽しみました。それぞれ好きな所にいるお子様を

見つけて頂けたでしょうか(^^)？ 

お知らせ 

10 月から星組に仲間が増えて

２１人になりました♪ 

 会 場 飾 り  

☆一人ひとりの力が発揮できた運動会☆ 



 

  
 肌に触れる風が冷たくなり、晩秋を感じる季節となりました。先月は

運動会、ありがとうございました。子ども達は「運動会なくなったんや

ろ？」「また１０回寝ないとあかんやん～」と延期の際は運動会への気持

ちが落ち着いてしまいましたが、前日には「やっとだ～！」とクラス皆

で気持ちを高めていました。お家の人が行事に来てくれること自体、年

中さんになってから初めてだったので、緊張していつもとは違う姿もあ

ったかもしれません。それでもこれまで頑張ってきた雪組のみんなのど

の姿も、私には輝いて見えました。なにより親子体操の時の笑顔が一番

輝いていましたよ♪今月も子ども達の笑顔が沢山見られるよう遊びを

通して関わっていきたいと思っております。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      

１１月号 

今月の主な遊び・活動 

・ピアニーやベルを鳴らしてみんなと合わせて遊びます 

・モグラということからみんなで様々なものを繋げたり組み合 

わせたりして遊びます 

 

 

 

運動会に向けて 

運動会では、少し緊張している部分もありましたが、グループで川を渡った

り、お花になりきったり、子ども達それぞれの面白い表現が見れました。しか

し、遊び始めた当初は、グループ活動というものに慣れていなかった為「この

子と一緒が良かった」という気持ちや、「自分はお友達とこの表現がしたいけ

れど一緒にやってくれない」ということがあったりで冒険になかなか出発で

きないこともありました。そこで、これを機に色んな子と関わりが増える遊

びやグループを作る遊びを取り入れていきました。関わりの少なかった友達

と関わる経験を積むことで、多くの友達の気持ちに気付き、 

少しずつグループを組むことに慣れていきました。誰とでも 

グループを組むことが出来るようになってきた姿に私は嬉し 

く思いました。 

メダカを連れ去った犯人は・・・ 

雪組の中で、埋めたメダカは①アリに運ばれた②

モグラが土の中から来て連れ去った の２つが有

力だと思っていました。そこでモグラの絵本を読

むと、そこにはさつまいもを食べるモグラの姿

が。そこで子ども達の中で果樹園のねっこ＝さつ

まいもがある＝モグラがいる！とつながり、外遊

びの時にさつまいも掘りが始まりました。 

       メダカの死 

1０月のある日、雪組で飼っていた２匹のメダカの

内、１匹が死んでしまいました。私が初めに気付

き、皆に知らせると、「蜘蛛に食べられたんや！」

「だって尻尾なくってるもん！」「ここの隙間から

入ってきたんや！」と様々な意見をだしてくれ、ひ

とまずお地蔵様のそばに埋めてお山を作ってあげ

ることにしました。しかしその翌日、メダカを埋め

たお山がなくなっていました。「そこから１匹にな

ったメダカを守る為に」「埋めたメダカはどこにい

ったのか」の会話が始まりました。 

お願いします 

いつも御協力ありがとうございます。

引き続き不要なタオル、造形遊びに使

えそうなものがありましたら、お願い

します。 

部屋での表現遊び♪ 

今日も掘るぞー！ 

ぞ 



 

  
 園庭のみかんや銀杏の葉が少しずつ色づき、朝晩の風が冷たく感じられ

る日も多くなってきました。皆様お変わりありませんか。 

子どもたちも衣替えをして、長袖の制服に身を包み「もうすぐ、冬が近づ

いてきてるってことやな。」と少し気が早いようですが(笑)、季節の移り変

わりを感じています。今月は、1 学期にはできなかった参観があります。

いつもとは形式が異なりますが、日頃園で過ごす子どもたちの様子を少し

でも感じてもらえたらと思います。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 

11 月号 

今月の主な遊び・活動 

・周りの音に耳を傾けながらお友達と一緒に歌ったり、楽器を演

奏することを楽しみます。 

・季節の変化に気付き、光や影を使って遊んでみます。 

 

 

 

運動会ありがとうございました！ 

天候による延期が続き、ご協力頂くことも多々あり

ましたが、無事に子どもたちの「お家の人に見てもら

いたい」という思いを叶えることができ、とても嬉し

く思います。今回の運動会は、昨年よりもこんなとこ

ろを見てもらいたいと具体的なイメージを持って、お

家の人に秘密の作戦を考えたりもしていました。｢めっ

ちゃ頑張るから！｣と意気込んでいて当日を迎えるま

での姿にも大きな成長を感じました。月組になっての

初めての大きな行事でしたが、翌日も達成感に満ちた

とても良い表情が印象的でした。ぜひたくさんの方と

共有してあげて下さいね。エピソードを紹介します！ 

だいだいだいぼうけん に 出発だ！ 

この曲、家でも歌っていましたか？ 

今でも音楽が流れると自然に歌って踊っています♪笑 

年中組ではお友達との表現遊びにも挑戦！どんな風にする？と

お話しながら初めは何となくでしたが、見せ合いする機会を設

けてみたり、写真に撮って見たりするうちにいろいろなパター

ンの表現を楽しみ、役割分担する姿が見られました。大好きな

パラバルーンでは、大きなクラゲの技を成功させるために「み

んなが大きな声を出して力を合わせる！」「みんなで(バランス

良く持って各方向に)しっかり引っ張る！」と子どもたちなりに

作戦を考え、試行錯誤していました。当日も演目直後に｢最後の

方は小さくなっちゃったけど、今までで一番くらい大きくでき

てたね。｣としっかり体感していることに驚かされました。 

お宝バナナを集めよう！ 

 勝ち負け遊びの要素を取り入れたこの競

技。まずは、一人一人の走りきりのかけっ

こ→リングバトンでお友達に繋ぐ…といっ

た遊びからスタートしました。それだけで

も十分に楽しく、初めは｢対決するよ！｣と

言っても特に“勝ちたい”思いが前面に出

てくることはありませんでした。みんなで

勝ちたいとなったのは直前でしたが、お友

達のことを一生懸命応援できるようにな

り、大舞台で１位になれたのは、子ども達

の大きな自信にも繋がったと思います！ 

染め遊びをしました♪ 

 園庭の畑で育った赤ジソを使って

染め遊びをしました。みんなで収穫

して、水を加えてぐつぐつさせると

部屋中に匂いが立ちこめていまし

た。クエン酸を加えて色が鮮やかに

変化する様子を見てみたり、各工程

で「おぉ！！」という声が起こって

いました。ほんのりと色付く感じで

加減が難しかったですが、また他の

ものでもでも試してみたいなと思っ

ています。 

お願いします 

いつも素材集めにご協力ありがと

うございます。いろいろな種類の秋

の自然物を少しずつ集めていきたい

と思います。 

 



 

  

 肌に触れる風もだんだんと冷たくなり、晩秋の気配が感じられるよう

になりました。金木犀の優しい匂いに溢れる園内。子どもたちも「いい

匂いがするね！」と金木犀を匂ったり、こおろぎやバッタ探しに夢中に

なったりと秋の自然を楽しむ姿が見られます。11月には参観もありま

すね。日常の友達との関わりや賑やかな元気いっぱいの花組の姿を見て

頂ければと思います。遊びの中で友達と協力して成し遂げる楽しさを感

じられる内容にしようと考えております。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

Ohana 

花組クラス通信 

担任 角村奈々 

11月号 

 

今月の主な遊び・活動 

・音楽会に向けてピアニーやベルを使って遊びます。 

・様々な方法で、染めて遊んでみようと思います。 

 

 

 

            運動会ありがとうございました！ 

先日はお忙しい中運動会にお越し下さり本当にありがとうございました。まさかの二度の順延になって

しまい様々な不安もありましたが、子どもたちのパワー、そして保護者の皆様のご理解ご協力のおかげ

で素晴らしい運動会となりました。この運動会を通して遊びの中での育ちが沢山見ることができたと感

じています。お宝バナナの競技を初めて行った頃は、勝ち負けも分からず楽しめない子もいました。しか

し回数を重ねるごとに段々と「勝ちたい！」「悔しい！」そんな思いが他クラスの子達と競い合う遊びの

中で芽生え、外遊びの時には「先生、よーいどんするから用意して！」と子ども達でゴールテープを持っ

て競い合うことを楽しむ姿も見られるようになりました。また、皆大好きな冒険とパラバルーン。堂々と

元気いっぱい踊る姿はとても輝かしかったですね♪パラバルーンでは「大きいクラゲを作りたい！楽し

い！」そんな皆の気持ちがひとつになった瞬間だったと思います。運動会が終わってもお部屋ではエア

ーパラバルーンを楽しんでいます（笑）「先生音楽ちょうだい」と子ども達だけで先生役、メリーゴーラ

ンドで中に入る役と分担して遊ぶ姿があります。皆の絆が深まった運動会。これからも沢山の遊びや経

験を通して花組の皆で成長していきたいなと思います♪ 

      紫蘇の葉っぱで… 

６月に植えた藍の種ですが想像以上に不作で、染め遊びに

は不十分なものになってしまいました。そこで園にあった

紫蘇で色染め遊びをしました♪葉っぱをちぎってお鍋で

ぐつぐつ。そこにミョウバンとクエン酸を入れると色鮮や

かなピンクになりました。子どもたちは凄い！と興味

津々。子どもたちとどんなものを染めてみたいかを話して

みると、「糸を染めてみたい！」「野菜や果物に色をつけて

みたい！」など様々な意見がでてきました。11月は、そ

の意見をもとに、染めて実験遊びに広げていきたいと思い

ます♪ 

 スイスイを描いてみました。 

運動会の会場飾りにも展示した絵の具

で描いたスイスイの絵。何日もかけて

今日も続きするわ！と丁寧に描いてい

た子も、大きな模造紙にダイナミック

に描いてみたり、「ヤモリはしっぽが可

愛いねんで」としっぽを長く描いてみ

たり、身体の細かい模様を丁寧に描い

てみたり、友達が描いたものをみて、

「これは何？え、めっちゃ凄いなぁ！」

と話し合う姿も沢山ありましたよ。 

お願いします 

・透明カップ、空き箱があればお持ち頂きた

いです。 

・不要な袋があればよろしくお願いします。 



11 月号 

 

 

 

 

 

  

 肌に感じる風も涼しさから寒さに変わり、少しずつ冬の訪れを感じる

季節となりましたね。皆様お変わりはございませんでしょうか。早いこ

とにもう 11 月ですね。先日は運動会にお越しいただきありがとうござ

いました。コロナの影響もあり、例年とは異なる取り組みで開催した運

動会でしたが、子供たちの成長を感じられる良い運動会だったのではな

いかと思っております。 

さて、今月は参観日があります。普段の子ども達の様子、成長をより近

くで見てもらい、感じてもらえる場になればと思っておりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぽっぽだより 

鳩組クラス通信 

担任 鈴木望      

今月の主な遊び・活動 

・ピアニーで音を鳴らしたり、曲を演奏して楽しみます。 

・紅茶について話してみます。 

 

 

 

〜染めてみよう〜 

 6 月から大事に育てていた藍の葉が中々思うように育たず

…隣の畑に沢山育ったシソの葉を貰い、染め遊びをしてみま

した。「シソって何か知ってる？」と聞いてみると、「食べれる

んやろ！」「葉っぱ」「お茶になるやつ！」と様々なお話が出て

きました。お鍋でぐつぐつ煮てみると…「やっぱりお茶の匂

い！」「餡子の匂いやな。」と子ども達の発想は面白いなと感じ

ます。みんなで布を紐でくくり、染めてみました。「ピンクっ

ぽいけど茶色みたいで、素敵！」それぞれ素敵な布が出来上が

りましたよ♪ 

 

           〜運動会、ありがとうございました〜 

10/20 は待ちに待った運動会！子ども達の当日の姿は想像していたものとは異なり、期待と楽

しみな気持ちに溢れた表情で参加していました。ぬかるんだ地面に転けてしまう姿も多々ありまし

たが、めげる事なく最後まで笑顔で参加できていたことに成長を感じましたね。 

鳩組みんなで取り組む初めてのパラバルーンはみんなが大好きで、コーナー活動では布をパラバ

ルーンに見立てて「あいうえおんがく」の曲をかけて遊んでみたり、どうやったら大きいクラゲ（技

の名前）ができるのか？とみんなで会話をしてみたり、積極的に取り組む姿がありました。かけっ

こでも 6 月ごろにはみられなかった競争心が出てきて、外遊びの帰りには何度も「よーいどんした

い！」と真剣に競争し、ゴールテープを切る姿もあり、たくさんの成長を感じる日々でした。予定

していた日にちからは 10 日遅れの開催となりましたが、その間も子ども達とどんなかっこいい所

を見てもらいたいかや、バナナ競争は絶対勝とうね！と話し合ったり…と期待を持って当日を迎え

る事ができました。こんな状況の中でも無事開催する事ができたのは、保護者の皆様のご協力があ

ってこそだと思います。温かく見守ってくださりありがとうございました。 

〜てるてる坊主を作りました〜   

 運動会は絶対晴れるように！と願

いを込めて、てるてる坊主を作りま

した。服を着せてあげたり、ボタン

やネックレスをつけてあげる様子

も。「〇〇ちゃん坊主できた♪」と愛

着たっぷりで、運動会の会場にも持

って行こう！という事になりまし

た。当日の空を見ながら、「てるてる

ちゃんのおかげや！」と嬉しそうに

話していました。 

お願いします 

素材集めのご協力ありがとうございます。小さめ

の不要な素材(ペットボトルキャップよりも小さ

いもの)がありましたら、宜しくお願い致します。 

 



 

  
 金木犀が香る、過ごしやすい季節になりましたね。最近の子どもたち

は、走ることがさらに好きになり「鬼ごっこする人？」と呼び掛けては

みんなで片足を出し「鬼決め鬼決め～♪」と集まる姿があり、自分たち

で遊びを進めていく姿にほっこりしています。ルールなどで、もめる事

もありますが、自分の思いを聞いてもらったり、相手の気持ちに寄り添

えたりと、人と関わる力がぐんぐん育っている子どもたちです。あいう

えおんがくの歌詞のように、沢山の言葉を交わしてワクワクするような

毎日を過ごしていきたいですね。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

空の足音 

空組クラス通信 

担任 久川 純奈      

１１月号 

今月の主な遊び・活動 

・子供たちが楽しみにしているピアニーを使って遊びます♪ 

・体育遊びでは体力測定を行いたいと思います。 

 

 

 

日程が何度も変更になり、ご迷惑をお掛けしましたが、無事に開催出来た事、ご協力に感謝致します。延期

が決まっても「パラバルーン一杯出来るなぁってお母さんが言ってた(^^)」と嬉しそうに話す子供たちに、当

日までの気持ちを盛り上げてくださってる！と嬉しかったです。少しずつ運動会に向けての取り組みが始ま

りだした当初「運動会でどんな事がしたい？」と子供たちに問いかけてみると、「走りたい！」「競争したい！」

と運動会の内容を理解していた子供たち。でも、楽しんでいるはずのパラバルーンはなかなか出ないな～と思

っていた矢先、「純奈先生…パラバルーンもできるん？？」と遠慮がちに声があがりました。なるほど。体育

遊びとは別の遊びと思っているんだな。と「いいね。パラバルーンもしようか！」と返事をするとガッツポー

ズで「やったーー！」と大喜び♪それからは、別のクラスのお友達や先生をお客さんに招待し、「今日も出来

る？」と本当に楽しんでいました。気付いた事をお友だちに教えたり、褒め合う姿が出てきたりと段階を重ね

るごとに成長を感じました。勝負事では、勝ち負けにこだわるようになり、「今、速かった？？」と走るたび

に聞きに来る姿が可愛く、悔しくて泣いたり「もう勝負したくない。」とやめたくなる瞬間もありましたが、

これもまた回数を重ねると「次は頑張るぞ。」と前向きな発言に変わってきた事にも心の育ちを感じました。 

一人だから感じる気持ち、みんなと一緒だから感じる気持ち。どちらも大切にしていきたいです。 

当日は、沢山のご声援、お心遣い本当にありがとうございました(^^) 

鳥さんの羽みぃつけた        

鳥への興味が出てから、「鳥の羽あった！！」と拾い

集めている子どもたち。これはなんの鳥かな。とみ

んなで相談する姿があります。鳥さんにはみんな羽

があって、足があって、あれ手は？？と体の部位の

話をするようにもなりました。そこで、それぞれの

鳥を作ってみることに！！「羽はこの模様にしよう

♪」と様々な柄の紙を使うと、さらに面白く工夫す

る姿が見られました。少し前に描いた木の絵にとま

らせたかったり、お部屋を飛ばして遊ぶなどお気に

入りの鳥さんたちが空組に来てくれました♪ 

「あ」から始まるものなんだ？ 

ひらがなへの興味が少しずつ見られる子供た

ち。あいうえおんがくの始まりの歌詞も大好き

ですね♪コーナーにあいうえお表を貼ってい

るとお友達と読んでみる様子も見られます。 

そんなみんなと、言葉の連想遊びをしてみると

初めは難しがる様子もありましたが、繰り返す

うちに「はい！はい！」と、どんどん浮かんで

手が挙がる様になりました。子供たちだからこ

その発想力で、楽しい遊び♪これからも様々な

お題で連想遊びを楽しみたいと思います♪ 

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。今月は紙袋や包装紙

で、模様やロゴが入っているものが

あれば募集します♪ 

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

待ちに待った運動会♪ 


