
 

  
 衣替えも済み、園庭に吹く秋の風が心地よい季節となりました。先日は

運動会にお越し下さり、ありがとうございました。度重なる変更に、子ど

もたちのコンディションも心配でしたが、予想を上回る力を発揮してく

れ、本番への皆の強さに担任はとても驚かされました…！最後まで温か

く見守って下さり、本当にありがとうございました。感想用紙も拝見し、

お言葉の一つ一つに心が温かくなり、とても嬉しい気持ちでした♡今月

も参観があったり、来月の音楽会に向けての活動が始まったり、充実した

日々が続きますが、どうぞ宜しくお願い致します！ 

 

 

 

 

 

うさぎ組クラス通信 

担任 中島実里      

１１月号 

今月の主な遊び・活動 

・お歌の時間のお当番さんになり、皆の前で歌ったり、お話した

りすることを経験します。 

・楽器に触れ、音を楽しんだり、曲に合わせて鳴らすことを楽し

みます。 

 

 

運動会 楽しかったね♪ 

 表現では、とても可愛らしい姿をご覧頂けたかと思い

ます。運動会で一番目のプログラムで、少し心配もありま

したが、全員が揃い、同じ場で頑張る様子を見て頂けたこ

とに感激でした。今まで踊ってきた中で、一番声も身振り

も大きかったんです！やっぱり、大好きなお家の人に見

てもらいたい！！というパワーは何より強いんですね♡

動物になりきったり、ポーズを決めたりして遊ぶことが

大好きなうさぎ組さん。「見てみて！」と面白いポーズを

次々と披露してくれていました。また、クラス内でポーズ

やダンスの見せ合いっこをし、お客さんをしてくれた子

の「かっこよかった♡」という感想に照れ笑いが零れ…次

の時はやる気がもっとみなぎる姿がありました。 

かけっこでも、まずは目標に向かって走る、そこに様々

な障害物（子どもたちとはじゃまじゃまと呼んでいます）

が出てきて、という段階を踏みながら遊んできました。

「今日のじゃまじゃまはちょっと難しいと思うわ…」と

いうと、すぐに「出来るわー！！」と、いつもとっても元

気な声が飛んで返ってきました（笑）普段たくさん遊んで

きたことから、徐々に人に見られる意識や、こんなこと出

来たで、という自信が芽生え、本番に繋がっていきまし

た。初めての大きな舞台、翌日感想を聞いてみると、「楽

しかった」「どきどきした」「（見てもらえて）嬉しかった」

と笑顔で気持ちを教えてくれ、たくさんの経験をし、何だ

かまた一つ頼もしくなったように感じます。 

初めての遠足 大泉緑地へ 

 待ちにまった遠足、皆でバスに乗れること

が嬉しく、乗り込んだ瞬間にすでに「楽しい

♡」という声が(笑)公園の木が見えてくると、

「もしかしてオーランおるんちゃうん！？」

と盛り上がっていました。残念ながらオーラ

ンはいなかったのですが、どんぐりやまつぼ

っくり、紅葉した葉等、秋の自然をたくさん発

見しましたよ。そしておにぎりタイム！一番

楽しみにしていたようで、「見てみて」とお友

達と見合いながら、大事に食べていました☆ 

『くものニイド』 

 クモさんのお話から、こんな絵本も読

んでみました。先月お伝えしたペープサ

ートも、このニイドなのですが、コーナ

ーでもたくさん遊んでいます。何でも糸

でぐるぐる巻きにするのが得意なニイ

ドに教えてもらい、運動会で展示した飾

りが出来上がりました。長い糸に苦戦し

つつも、コツを掴んでくると編むように

巻いたり、「ここに通しちゃお」と色ん

な巻き方をしたり、ただ巻く、という遊

びですが面白い工夫が見られました。 

お願いします 

・ご不要のタオルや、空き箱、紙皿、

容器、ストロー、小さいスプーン等の

長いもの、細かいものがありました

らお持ちいただけると嬉しいです。 

ららら♪ 
らびっとワールド 
 



今月の保育内容 

＊楽器を使ってリズム遊びをします。 

＊関所くぐりで「邪魔邪魔マン」に捕

まらないよう通り抜けにチャレンジ

します。 

 

  
 園庭の銀杏や桜の葉が少しずつ色づき始め、秋の深まりを感じるこの

頃。お外遊びに行くと「見て。こんな色の葉っぱ見つけた！」と葉っぱ

集めを楽しむ姿があります。集めた葉っぱを使って、「これは、ケーキ

のいちごでーす♪」等と砂場で見立て遊びが広がっています。 

さて、今月は参観日がありますね。様々なことを考慮し、ホールでの参

観となるので、子ども達の様子やクラスの雰囲気が普段と若干異なると

思いますが、運動会で見た姿とはまたちがう成長を感じていただきたい

と思います。今月も、どうぞ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 

１１月号 

初めての運動会♪ 

待ちに待った運動会！午後からということもあり、皆のコンデ

ィションを心配していました。初めての会場の雰囲気にドキド

キワクワクの子ども達。離れるのが寂しくて涙を流す子もいま

したが、表現ダンスの準備をしに一度アトリエへ！「確か、ここ

ら辺にオーランから皆へ荷物が届いてるはず。」とアトリエ内を

皆で探していると、箱を発見！中には、付けると楽しい気持ちに

なるポンポン（手飾り）が入っていました。「やった！オーラン

からのプレゼント♪」と皆、大喜びで手飾りを身に付け、グラン

ドに向かいいざ本番！沢山のお客さんを目の前に緊張している

姿も見られましたが、好きな動物になりきってそれぞれに表現

を楽しんでいましたね。また、親子体操では、子ども達はもちろ

ん！保護者の皆様の笑顔で、触れ合い遊びを楽しまれている姿

がとても印象に残り、心がほんわかあったまるひと時でした。そ

して、最後は、かけっこ！あの大きな会場で２０ｍも離れたとこ

ろで、「行くぞ！」とポーズを決め、合図とともに駆け出し、落

ちないように足元に目をやり慎重に一本橋を渡って最後まで一

生懸命走りきる姿は、とても可愛らしくもあり頼もしさも感じ

られました。皆のメダルをもらって達成感に満ちた表情は、忘れ

られません。中には、メダルをもらい嬉しさのあまり、そのまま

保護者席へ向かう子もちらほら。当日ならではの姿に微笑まし

くなりました。運動会の翌日、運動会の話をしていると、「『かっ

こよかった。』って言ってくれた」「いっぱい写真撮ってくれて

て、嬉しかった。」等、一番見てもらいたかった大好きなお家の

人に、沢山褒めてもらえたことがとても心に残ったようです。

「沢山のお客さんの前で○○ができた」という当日でしか味わ

えない喜びと、その姿を目一杯褒めてもらえたことが、子ども達

の大きな自信となり、次への意欲へと繋がっていることを子ど

も達の姿から感じ、大変嬉しく思います。最後になりましたが、

当日までの体調管理や保育・運動会の変更へのご理解ご協力、当

日の温かい応援（拍手等）等、保護者の皆様には感謝の気持ちで

いっぱいです。本当にありがとうございました。 

大きなつぶちゃんと 

遊んでみよう 

幼稚園で一番大きなつぶちゃん。

（丸い形をしたもの）そう！パラバ

ルーンです！年中組さんが遊んで

いるところを「わぁ！すご～い！」

と目を輝かせて見ていた子ども達。

実際に遊べるとなると触る前から

テンションMax！「バタバタ～♪」

「バンザーイ！」と皆で色んな動き

にチャレンジです。合図に合わせて

パラバルーンで大きなお山を作り、

その上をお馬さんに変身して歩い

たり、お山の中に入ったり♪「きゃ

～♪」「もう一回！」と大はしゃぎ。

憧れのパラバルーンを思い切り楽

しんでいました。 

お願いします 

◎手さげ鞄を持ち帰った日の翌日には

手さげ鞄を持たせて下さい。 

◎空き箱やカップ、トイレットペーパー

の芯などがあればお持ちください。 



 

 

  

 園庭の木の葉も赤や黄色に色付きはじめ、秋の深まりを感じる様にな

りました。朝晩の冷え込みも身に染みて感じる季節となり、体調等も崩し

やすい季節になりましたが、皆様お変わりございませんか。 

 先月から真新しい制服に身を包み、衣替えで心機一転、なんだか気持ち

もワクワクそわそわします。お外遊びが大好きなパンダ組の子どもたち、

天気のいい日には虫かごを片手にバッタやカマキリ、コオロギなど秋の

生き物たちを探しに元気いっぱい駆け回っています。 

 今月もそんな子どもたちの新たな出会いを一緒に楽しみ、成長してい

きたいと思っています。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＡＮＤＡパワー 

パンダ組クラス通信 

担任 葛木裕子 

１１月号 

今月の主な遊び・活動 

・秋の自然物に触れ、普段の遊びに取り入れていきます。 

・楽器を用いてリズム遊びを楽しみます。 

 

 

 

運動会たのしかったね！！ 

延期に次ぐ延期で、急遽平日開催になったにも関わ

らず、皆様のご理解とご協力、また心温まるご声援を

いたただき誠にありがとうございました。子どもたち

にとって初めての運動会。今か今かとその日が来るこ

とを楽しみに、みんなで表現遊びやかけっこに取り組

んで来ました。最初は、お友達に見せ合いっこをする

ことにも恥ずかしそうな様子を見せていた子どもた

ちですが、お友達と一緒に踊ることや先生やお友達に

見てもらう経験を重ねるたびに喜びと自信を付けて

いきました。本番では今までで一番生き生きとした可

愛らしい姿を見ていただくことが出来、心から嬉しく

思っています。この貴重な経験をバネに今月も様々な

ことに挑戦していきたいと思います。 

 

 

見てみてコーナー③ 

以前からおままごとコーナーが大人気なパン

ダ組さん。作った料理を床で広げて遊んでいる

うちに『キャンプみたい！』ということだった

ので、大きな布をみんなでアトリエへ探しに行

き、テントづくりが始まりました。 

 テントの中では、ゆっくり寝転んだり、絵本

を持って来て読んだりとゆっくりまったり遊

ぶ姿にほっこりした気持ちになります。 

大好きな歌♪どんぐりころころ 

 秋も深まり、最近の朝の会では童謡『♪どんぐ

りころころ』を新たに歌っています！より世界観

を楽しんでもらおうと絵本『どんぐりころころ～

おやまにかえるだいさくせん～』を読んで見たと

ころ、どんぐりの大冒険にはらはらドキドキ！し

かもこの絵本は、童謡にあわせて話が展開してい

くためついつい絵本をみながら口ずさんでしまう

子どもたちも！！今では絵本の中にはない物語を

自分で作って歌っている子もいて、子どもたちの

かわいい歌詞についつい笑みがこぼれます。楽し

い絵本なので、もしどこかで 

見つけられたらおうちでも是非 

読んで見て下さいね♪ 

♪ 

海ってどんなところだろう？ 

『釣りがしたい！』から始まったパンダ組の釣

りコーナー。紙で思い思いの魚を作っていくう

ちに『海ってどんなところだろう？』と話し合う

ようになりました。絵本やプロジェクターで海

の映像を見るうちに、サメや鯨、ハリセンボンな

ど海の生き物にも憧れや思いを募らせていく子

どもたち。｢先生見て！ハリセンボンの顔！！｣

｢これはマンボウ！｣と顔を膨らませて遊んだ

り、口をとがらせて見たりといろんな魚になり

きり盛り上がって遊んでいました。 

 

お願いします 

引き続き、透明カップ・ペーパー類の

芯・空き箱・紙袋等を募集しています。

宜しくお願い致します。 

 



 

 

  

 朝は気温がぐっと下がり、寒さも感じるようになってきました。冬の訪れ

がもうそこまで来ていることを感じる今日この頃です。 

 さて、最近のコアラ組は、運動会での取り組みを通して、「やってみよう！」

と何事にも積極的に挑戦しようとする気持ちが強くなってきたように感じ

ます。かけっこでは、本番までに様々な障害物に挑戦し、子ども達の“出来

る”を増やしていきました。新しい障害物が出る度に「そんなん出来るで！」

「これも出来るわ！」と、自信満々に取り組んでいました。そんな子ども達

のやる気を大切にこれからも一緒に過ごしていきたいと思います。 

コアラッキー 

 
コアラ組クラス通信 

担任 村中千秋 

       

１１月号 

今月の主な遊び・活動 

・楽器の正しい持ち方を知り、音楽に 

・ 

 

 

 

☆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いただきありがとうございました。２度の雨天延期、

２部構成に平日開催と初めてのことづくしでしたが、無事に開催できたことを嬉しく思いま

す。保護者の皆様には、沢山のご理解とご協力を頂きまして本当にありがとうございまし

た。子ども達にとっては初めての行事。当日はどんな様子で会場まで来てくれるのかと楽し

みな気持ち半分、ドキドキな気持ち半分と少しそわそわしながら待っていました。いざ子ど

も達に会うと、少し緊張した様子の子もいれば、楽しみと笑顔を浮かべている子もいまし

た。そんな中始まった運動会。開会式が終わり、全員でのダンスが終わると、気持ちが和み

少しほっとしたようで、安心したような表情も見られました。９月になり少しずつ始まった

運動会への取り組み。遊びの１つとして沢山の経験を積んで臨んだ本番。大きな会場と沢山

の人を目の前にして緊張で固まってしまう姿もありましたが、まずは保護者の人から離れて

その場にいられたことで 100 点満点。入園当初の姿を思い浮かべると本当にすごいことで

す。子ども達の成長を感じ、私にとっても楽しい嬉しい１日になりました。 

繋げて繋げて、、、 

最近の子ども達を見ていると、遊びながら「こ

こはこうしよう！」「あれここにつけよう！」な

ど、お友達と相談しながら一緒に遊びを広げてい

く姿が見られるようになってきました。そんな姿

をきかっけに、細長い粘土をたくさんつくって繋

げてみる遊びをしてみました。初めは１人で遊ん

でいた子ども達も、粘土が長くなるにつれ、「ここ

繋げよう！」「○○ちゃんと繋がった！」と自然と

お友達と関わり合いながら遊ぶようになり、こん

な風にも遊べるようになったんだなと、また１つ

成長を感じることが出来ました。 

先生のお手伝い♪ 

 先生の力を借りずに１人で出来

ることが増えてきた子ども達。最近

は、「先生のお手伝いする～！」なん

て言ってくれる頼もしい一面も出

てきました。連絡帳を配ってもらっ

たり、使い終わった造形シートを畳

んでもらったり、子ども達でも出来

ることを沢山お手伝いしてもらい、

大助かりな毎日です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Days 

 

☆ 

合わせて色んな楽器に触れて遊んでみます。 ・秋の自然に触れ、自然物を使って遊んでみます。 



ひばりっこの足跡 

11 月号 

 

 

 

 

 

  

   

 園庭の葉っぱも少しずつ色づき始め、すっかり季節が進みました

ね。季節の移りと共に、ちょっぴりお姉さん・お兄さんになったよ

うに感じられるひばり組さん。泣いていたり、困っていたり、うま

く言葉にできない友達の姿に気づき、「どうしたん？」と声を掛け

る姿や、助けたいけれど、どうしようとオロオロする姿も。遊ぶだ

けでなく、心を通わせようとしています。そんな心の育ちもしっか

りキャッチしながら、様々な場面の「こんな時はどうする？」を子

ども達と考えていきたいです。今月も宜しくお願い致します！ 

 

 

 

 

 

 

 

ひばり組クラス通信 担任 白岩千春       

今月の主な遊び・活動 

・自然物を使って遊びます。 

・楽器を用いて、リズム遊びをします。 

 

 

運動会、ありがとうございました！！！ 

 日程の変更でご迷惑をおかけしましたが、気遣って声をかけてくださったり、ご理解頂きありがとう

ございました。初めての運動会いかがでしたか？お家で褒めてもらったと、次の日とびきりの笑顔で報

告してくれました♡大好きな家族からの言葉は、心がポッと温かくなるのですね(^^)涙を流したり、緊

張する子も見られましたが、最後は「見てほしい！」という気持ちに溢れ、輝いていました！実は開会

式後、一度園内に戻る時に「ちょっと先生、幼稚園まで遠すぎやん！」との声があり、グランドにでる

最中は、「どんぐりコロコロ～♪」と合唱が始まる余裕ぶりを見せていた子ども達(笑)だからこそ、表現

の緊張具合には、私も少し驚きました(笑)しかし、まだ 3、4 歳の子ども達。緊張して当たり前です。

「みんなと一緒にしたい。」「見てほしい。」その気持ちを持って、グランド内に入っただけでも本当に

凄いことです！これからもこの自信を、更に様々なことに挑戦する力に変えていけたら嬉しいです(^^) 

いろんな形を見つけたよ●▲■ 

 マグネットがついた、様々な形のピースを

自由にホワイトボードに並べ、いろんなもの

に見立てて遊んでいました。私には全く思い

つかない物が次々と出来上がり、子ども達の

発想には驚かされ、一緒に楽しみました！そ

こで園内を散歩しながら形探しをすること

に。いつも何気なく歩く場所にも、あらゆる

ところに「まる・さんかく・しかく」が！木

の木目やネジなど、小さな所にも目を向けま

す。「ここにも！」「あった！」の声が鳴りや

みませんでした(笑)「なるほど！」と感じる

ものもあり、子ども達ならではの視点が素敵

でした♡ 

あれからお花畑は・・・ 

 ひばり組のお花畑からお花を摘み、カゴや

瓶に入れる子ども達。そこからお花屋さんが

スタートしました♪造花や自然物、自分で作

った物を組み合わせながら、大切に花束を作

ったり、花瓶に生けています。何度も繰り返す

うちに、少しずつ色や花と葉のバランスを確

認しながら「どうすれば可愛く・綺麗にできる

のか」を考える子も出てきました。お部屋の外

から見える場所に飾ると、他クラスの子から

も「凄い！」「綺麗！」と声を掛けられ 

照れ笑い(^^)そこから少しずつ、園庭の葉っぱ

や花壇の花にも興味を持ち始めたようです。 

今月は・・・ 

 食事のマナーに気を付けます。

お箸等の持ち方・器に手を添える・

座り方・遊び食べをしない等、少し

ずつ取り組んでいきたいです。 

引き続き、素材や

袋、タオルもお待

ちしています！ 


