
まだまだ暑い日が続いていますが皆様、体調など崩されていないでしょ

うか。この度は、新型コロナウイルス感染発生による臨時休園で大変なご

心配とご迷惑をお掛し、申し訳ありませんでした。 

今日からいよいよ 2 学期が始まります。夏季保育には、「こんなことし

たよ！」、「こんなこと調べたよ！」と嬉しそうに楽しい夏休みの用紙を見

せてくれました。これから少しずつ調べたこと、楽しかったことを発表す

る機会を作り、その時間を通して、もっと伝えたい、もっと聞いてみたい

という意欲を持っていってもらえたらなと思います。2 学期も様々な出来

事を子ども達と一緒に経験し、気持ちを共有できることを楽しみにしてい

ます。どうぞ宜しくお願い致します。 

光組クラス通信 

担任 上野 絢子     

9 月号 

昔ごっこ！こんなのしたいな。 

１学期、昔の暮らしを知ることに夢中に

なった子ども達。調べたり、会話したり

する中で、「昔のお洗濯をしたい。」、「竈

を作りたい。」、「自分でおもちを作りた

い。」など、自分達も経験してみたい！と

いう気持ちを持ったようです。１学期に

は、子ども達とやりたいことリストを作

りました♪夏季保育中もリストを見て、

「早くやりたいなぁ！」とワクワクして

いる子もいたので、２学期はたくさんの

経験ができるように時間を作っていきた

いと思います(^^) 

 

 

  

光の言葉 

今月の主な遊び・活動 

・ルールのある遊びや身体を思いきり使う遊びをたくさん経験し

ていきたいと思います。 

・みんなで考えた昔ごっこをして遊びたいと思います。 

 

 

デイキャンプ楽しかったね！ 

７月は、子ども達が楽しみにしていたデイキャンプがあ

りましたね！出発前から、「クッキングするやろ！探検

もするやろ！楽しみすぎるー！」と、ワクワクしていた

子ども達。特にクッキングでは、みんなで頑張って作っ

たカレーの美味しさにびっくりしたようで、「美味しい

ー！」と何度もおかわりする子もいて、大きなお鍋の中

はあっという間に空っぽになりました(^^) 

幼稚園に帰ってからも、「森でこんなん見つけた！」、

「楽しかったから、もっといろんな野菜を切るのに挑戦

したい！」、など、楽しかったこと、頑張ったことを張

り切って話す姿もあり、子ども達にとって充実した１日

となったのだと思います。 

年長組からのお願い 

7 月の七夕のお楽しみ会で琴や太鼓などに触れるなど、改めて日本の文化を知る機会がありました。ま

た、先日の地蔵祭りをきっかけに、『踊り』を通して様々なモノへの感謝や地域の人々の繁栄を祝うな

ど、日本にはたくさんの祭りがあることを知りました。子ども達との会話の中で大阪の天神祭では、傘

踊りという踊りがあったり、青森にはねぶた祭りがあったりと、地方によってお祭りの雰囲気や囃子の

音が違うことに気付きました。お祭りの音を聞くと自然と身体も心も躍るようで、子ども達は興味深そ

うにしていました。 

そこで、年長組では今後も子ども達の興味に基づいて、お祭りについてより深く学ぶ機会を増やしてい

こうと考えています。お家でもぜひ、日本のお祭りやそこで歌われている歌や踊りについて子どもと一

緒に調べてみてください。可能であれば、ぜひ保護者の皆様の地元のお祭りについてもお話してあげて

ください。今後、調べたこと、聞いたことを幼稚園でも発表し合ったり、そこで生まれた疑問や興味を

元にプロジェクトを進めていきたいと思っています。ご協力お願い致します。 

お願いします 

ご家庭に不要なカップやお菓子の

箱などあれば、持たせてあげてほし

いです。 



今月の主な遊び・活動 

・ルールのある遊びから、リレーなど勝ち負けのある遊びを楽しみます。 

・土粘土に触れ、形の変化を楽しみます。 

・お祭りの起源を知り、様々な地域の踊りを踊ってみたいと思います。 

 

   この度は、新型コロナウイルス感染発生による臨時休園で大変なご心配とご迷惑

をお掛けし申し訳ありませんでした。皆様はお変わりなくお過ごしでしょうか？ 

デイキャンプのお話や、夏休みの出来事などを語らいながら２学期を楽しみに期

待を持って過ごしたいと思います。１学期は、お友だちと話し合って自分たちで遊び

や活動を進めていく時間を作りながら過ごしてきました。自分の思いばかりでは、上

手く進まないもどかしさや、伝えたいことを理解してもらえるようにはどうしたら

いいか気づくことができたり、相手に寄り添うことができたりと、子どもたちのいろ

いろな思いが伝わってきました。一人ひとりが自信を持って、お友だちと共に心動く

一瞬一瞬を大切にしていきたいです！今月もどうぞ宜しくお願いいたします。 

一 本 松  

松組クラス通信 

担任 久保果穂 

      

９月号 

～デイキャンプの思い出～ 

子どもたちと当日まで会話を重ね、心待ちにしていたデイ

キャンプ！グループに分かれて、野菜の皮を剥いたり、切

ったりし自分たちで作り上げたカレーは「めっちゃ美味し

い！」「毎日デイキャンプしたいな～！」の言葉が繰り返

し出てくるほど格別に美味しく、大満足な表情が忘れられ

ません♪また、森の探検では「ここ【く】って書いてある！」

「なんやろ？」「もっと見つけられるかな？進んでみよ！」

と恐れるよりも好奇心がもりもり湧いてきて「キノコ生え

てるで！」行く先々での発見にも目を輝かせながら楽しん

でいました！みんなの心に残ったことを絵や言葉で綴っ

たハガキは無事届きましたでしょうか(^^)？ 

～年長組からのお願い～ 

7 月の七夕のお楽しみ会で琴や太鼓などに触れるなど、改めて日本の文化を知る機会がありました。また、

先日の地蔵祭りをきっかけに、『踊り』を通して様々なモノへの感謝や地域の人々の繁栄を祝うなど、日本

にはたくさんの祭りがあることを知りました。子ども達との会話の中で大阪の天神祭では、傘踊りという

踊りがあったり、青森にはねぶた祭りがあったりと、地方によってお祭りの雰囲気や囃子の音が違うこと

に気付きました。お祭りの音を聞くと自然と身体も心も躍るようで、子ども達は興味深そうにしていまし

た。 

そこで、年長組では今後も子ども達の興味に基づいて、お祭りについてより深く学ぶ機会を増やしていこ

うと考えています。お家でもぜひ、日本のお祭りやそこで歌われている歌や踊りについて子どもと一緒に

調べてみてください。可能であれば、ぜひ保護者の皆様の地元のお祭りについてもお話してあげてくださ

い。今後、調べたこと、聞いたことを幼稚園でも発表し合ったり、そこで生まれた疑問や興味を元にプロ

ジェクトを進めていきたいと思っています。ご協力お願い致します。 

 

水遊び 

今年も１回限りの水遊びではありましたが、

子どもたちは芝生を通る度に「明日水遊び？」

と楽しみにしていました。当日は、國田先生と

のプールや石鹸で作る泡遊び、水鉄砲、スーパ

ーボールすくいなどのコーナーで遊びまし

た。文字に興味を持ち始めていることをきっ

かけに、各クラスで発砲トレイに描いた絵札

と読み札を作って、水上カルタをやってみま

した！水の中でぷかぷか浮いたカルタを追い

かけながら「あった！」と手に取る様子はお部

屋ではできないおもしろさを味わえました♪ 

お願いします 

一学期は沢山の素材のご協力ありが

とうございます。112ml のペットボ

トル（ヨーグルトドリンク）があれば

お持ちください。 

 



 

  

まだまだ暑い日が続いていますが皆様、体調など崩されていないでし

ょうか。この度は、新型コロナウイルス感染発生による臨時休園で大変

なご心配とご迷惑をお掛し申し訳ありませんでした。 

久しぶりに登園した子ども達は友達との再会を喜んだり、夏休みの思

い出を沢山お話してくれていました。幼稚園生活で、子ども達がやりた

いことを出来るだけ実現できるように、私も全力で楽しみながら子ども

達の成長のサポートをしていきたいと思います。おうちでの様子など些

細な事や気になる事があればいつでもお話下さいね。 

2学期も精一杯頑張りますのでどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

竹 組 物 語 

 

light 

 

  

竹組クラス通信 

担任 高柴菜都乃 

９月号 

今月の主な遊び・活動 

・運動会に向けて自分達で決めたり話し合う機会を沢山設けたいと思います。 

・茶葉を使ってクッキングをしたいと計画中です。 

・色んな地域のお祭りの文化や意味を知り、踊ったりしたいと思います。 

 

 

 

年長組からのお願い 

7 月の七夕のお楽しみ会で琴や太鼓などに触れるなど、改めて日本の文化を知る機会がありました。ま

た、先日の地蔵祭りをきっかけに、『踊り』を通して様々なモノへの感謝や地域の人々の繁栄を祝うなど、

日本にはたくさんの祭りがあることを知りました。子ども達との会話の中で大阪の天神祭では、傘踊り

という踊りがあったり、青森にはねぶた祭りがあったりと、地方によってお祭りの雰囲気や囃子の音が

違うことに気付きました。お祭りの音を聞くと自然と身体も心も躍るようで、子ども達は興味深そうに

していました。そこで、年長組では今後も子ども達の興味に基づいて、お祭りについてより深く学ぶ機

会を増やしていこうと考えています。お家でもぜひ、日本のお祭りやそこで歌われている歌や踊りにつ

いて子どもと一緒に調べてみてください。可能であれば、ぜひ保護者の皆様の地元のお祭りについても

お話してあげてください。今後、調べたこと、聞いたことを幼稚園でも発表し合ったり、そこで生まれ

た疑問や興味を元にプロジェクトを進めていきたいと思っています。ご協力お願い致します。 

      

 

 デイキャンプの思い出 
待ちにまったデイキャンプ当日。お天気にも恵まれ子ども達はカレーを作ったり、森の探検をしたり大

満喫していました。「おうちで何回も練習してきた！」という子ども達の包丁やピーラーの使い方の上手

さに驚きました。おうちのキッチンとは違う木を燃やして火を付け調理する方法も目の前で見たり、色ん

な経験ができました。自分達で作ったカレーだからこそいつも以上に美味しく皆大満足でした！ 

森の探検では、「アスレチック初めて。」とワクワク！長い階段に疲れる様子もありましたが、友達に手

を差し伸べ、「もうちょっとやから頑張ろ！」と励まし合う思いやりの姿も見られました。 

幼稚園では見たことのない虫や草花もあり、子ども達はよく観察してスケッチをしたり、ハガキにも印

象に残った思い出を一生懸命描いていました。そしてお楽しみ会では、1学期からお祭りについて触れて

いたので、和太鼓の音に合わせて、色んなお祭りの踊りを踊ったり、ずっと練習してきたキャンプだホイ

の曲に合わせて元気いっぱい踊りました。子ども達にとっても忘れられない一日になったかと思います。

今でも、キャンプだホイの曲を口ずさむ姿が見られますよ♪ 

 

お願いします 

・ゼリーカップ等やカップ類、柄

の入った紙袋を集めています。 

・着替えを入れる袋や雑巾が不

足しています。寄付にご協力頂

けると嬉しいです。 

 



ありがとうございました！ 

可愛い暑中見舞いがいくつも届きました。あ

りがとうございました。しばらく梅組に飾り

たいと思います。とても嬉しかったです♪ 

９月号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この度は新型コロナウイルス感染発生による臨時休園で大変なご心

配とご迷惑をお掛けして申し訳ありませんでした。まだまだお出掛けも

しにくい世の中ですが、夏季保育中の子ども達から「楽しいことした

よ。」という嬉しい報告を沢山聞いて、ほっこりしました。いつでもど

こでもどんな状況でも遊びを楽しめる子ども達はまさに遊びの天才で

す。二学期は大きなイベントもたくさん控えていますが、それらも遊び

の一つとして思いっきり楽しみたいと考えております。まだまだ暑い日

が続きますが暑さに負けずに、元気いっぱいに過ごします！今月もよろ

しくお願い致します。 

今月の主な遊び・活動 

・コマやけん玉など、昔からある日本の遊びを楽しみます。 

・日本各地のお祭りについて調べたり、歌や踊りを楽しみます。 

ぐるぐるするものって、楽しい！！ 

楽しい夏休みでも少し触れましたが、ヘリ

コプターや竹とんぼ、風車をきっかけに一学

期の終わりからさまざまな「ぐるぐる」を探

してきました。「地球もぐるぐる回ってるんや

で。」なんて教えてくれる子もいてビックリ！

身の回りのぐるぐるを集めて遊ぼう！という

ところで夏休みに入ってしまいました。二学

期は早速楽しい夏休みを使って、身の回りの

「ぐるぐる」に注目します。コマコーナー等

も皆と大きくしたいなとも思ってます^^ 

 日帰りキャンプ。楽しかったです！ 

日帰りキャンプの日、子ども達とお話しされま

したか？それとも疲れてぐっすりだったでしょ

うか。楽しみが盛りだくさんの一日で、あっとい

う間に終わってしまったような気がします。探

検では小さな蛇や大きなキノコ等、普段出会え

ない生き物を見つけたり、新しい出会いがたく

さんあったように思います。グループでの探検

も新鮮だったようで、僕と同じグループの子達

はお話ししながら皆で手を繋いで森に入って行

きました。また行けたらいいなぁと心から思え

るほど楽しい 1日でした♪ 

梅とウグイス便り 

年長組からのお願い 

7月の七夕のお楽しみ会で琴や太鼓などに触れるなど、改めて日本の文化を知る機会がありました。ま

た、先日の地蔵祭りをきっかけに、『踊り』を通して様々なモノへの感謝や地域の人々の繁栄を祝うなど、

日本にはたくさんの祭りがあることを知りました。子ども達との会話の中で大阪の天神祭では、傘踊りと

いう踊りがあったり、青森にはねぶた祭りがあったりと、地方によってお祭りの雰囲気や囃子の音が違う

ことに気付きました。お祭りの音を聞くと自然と身体も心も躍るようで、子ども達は興味深そうにしてい

ました。 

そこで、年長組では今後も子ども達の興味に基づいて、お祭りについてより深く学ぶ機会を増やしてい

こうと考えています。お家でもぜひ、日本のお祭りやそこで歌われている歌や踊りについて子どもと一緒

に調べてみてください。可能であれば、ぜひ保護者の皆様の地元のお祭りについてもお話してあげてくだ

さい。今後、調べたこと、聞いたことを幼稚園でも発表し合ったり、そこで生まれた疑問や興味を元にプ

ロジェクトを進めていきたいと思っています。ご協力お願い致します。 

梅組クラス通信 

担任 田中祐太   



  

 

  

 夏休みが終わり、2 学期が始まります。皆様いかがお過ごしでしたか。

この度は、新型コロナウイルス感染発生による臨時休園で大変なご心配と

ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。 

2 学期は、今まで以上にお友達との関わりもぐっと深まっていく時期に

なると思うので、クラスとしても盛り上がっていけるよう、子どもたちと

のやり取りを大切にしながら楽しんでいきたいと思います。まだまだ暑さ

も続きますので、少しずつ生活リズムも整えていけたらと思います。どう

ぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

・調べてきたことを自分なりの言葉で発表したり、 

モノの形や色が変化する面白さを感じます。 

・異なる種類のリズムが合わさってできる、新たな 

音楽の楽しさを味わいます。 

・いろいろなゲーム遊びのコーナーを増やし、 

お友達との関わりやグループでの遊びを楽しみます。 

 

トマトを美味しく食べよう！ 

 1 学期の間、大切にお世話をしていたミニトマトは、

夏の日差しをたくさん浴びて本当にたくさんの数が実

りました！クラスの人数分が収穫できると、まずはその

まま生の状態で食べた子どもたちでしたが、中には苦手

で残してしまう子も…。2 回目に収穫したときには「み

んなが食べられるようにしたい！」という声が挙がりま

した。ジュース、スムージー…！？いろいろな意見が出

てきて、苦手な子に「どれやったらいけそう？」と聞き

ながらみんなで一緒に考えました。「スープが美味しそ

う♪」という意見でまとまり、他にも入れたい具材を考

えたり、給食室の方に作り方を聞いてみたり、自分たち

で考えながら進めていくことが出来ました。お湯で野菜

が鮮やかな色に変化するのも驚きだったようです♪ 

年長組からのお願い 

７月の七夕のお楽しみ会で琴や太鼓などに触れるなど、改めて日本の文化を知る機会がありました。また、

先日の地蔵祭りをきっかけに、『踊り』を通して様々なモノへの感謝や地域の人々の繁栄を祝うなど、日本には

たくさんの祭りがあることを知りました。子ども達との会話の中で大阪の天神祭では、傘踊りという踊りがあ

ったり、青森にはねぶた祭りがあったりと、地方によってお祭りの雰囲気や囃子の音が違うことに気付きまし

た。お祭りの音を聞くと自然と身体も心も躍るようで、子ども達は興味深そうにしていました。 

そこで、年長組では今後も子ども達の興味に基づいて、お祭りについてより深く学ぶ機会を増やしていこうと

考えています。お家でもぜひ、日本のお祭りやそこで歌われている歌や踊りについて子どもと一緒に調べてみ

てください。可能であれば、ぜひ保護者の皆様の地元のお祭りについてもお話してあげてください。今後、調

べたこと、聞いたことを幼稚園でも発表し合ったり、そこで生まれた疑問や興味を元にプロジェクトを進めて

いきたいと思っています。ご協力お願い致します。 

 

デイキャンプ楽しかったね！ 

 1 学期は延期になってしまう行事もありました

が、年長組で楽しみにしていた行事の一つ、デイ

キャンプに行くことが出来ましたね！グループワ

ークの場面も多く、当日までにも自分達でグルー

プの名前を決めたり、やりたいことを相談したり

していました。お互いの意見を出し合って一つに

まとめるってとっても難しい。葛藤しながらもな

んとか頑張って進めていました。初めての経験も

多く、貴重な時間を過ごすことが出来ました。 

まだまだ不安や窮屈さが感じられる日々が続き

ますが、お友達との楽しかったなという思い出を

少しでも増やしていけたらと思います。 

・いつも素材集めにご協力ありがとうございます。

引き続き、コーナー活動で使えそうな素材があれ

ば寄付にご協力宜しくお願いします。 

・祭りの話題から「日本ならでは」な物をもっと伝

えたいと考えています。物やお話（エピソード）

等なんでも募集しています♪ 

 

 

桜の詩
うた

 

９月号 

  桜組クラス通信 

担任：柴田沙耶 

お願いします 

 
今月の主今月の主な遊び・活動 

な遊び・活動 

 

 



 

 

  

 この度は新型コロナウイルス感染発生による臨時休園で大変なご心配と

ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんでした。 

長い夏休みも終わり、２学期が始まりましたね。皆様いかがお過ごしで

したか。夏季保育が始まり久しぶりに子どもたちに会うと、心なしか体も

顔つきも少し大人っぽくなったように感じました。夏休み何してた？の話

をクラスでしていると、「先生は何してたん？」と聞いてくれたので「ずっ

とお家にいて、お掃除いっぱいしたりお昼寝したりお菓子食べたりしてた

よ。」と言うと「何のお菓子食べたん！」「お菓子食べすぎ！」と笑いながら

たくさんのツッコミがありいつものアットホームな椿組の雰囲気に元気を

もらいました。今月もどうぞよろしくお願い致します！ 

 

 

 

 

 

 

 

・お祭について考えたり、体を動かして遊びます。 

・いろいろな液体を使ってその違いや変化を楽しみ

ます。（海水やゼラチンを使ったりなど・・・） 

 

 

デイキャンプ楽しかったね 

7 月は子どもたちも楽しみにしていたデイキャン

プがありましたね。みんなの日頃の行いが良かった

のか、当日は暑すぎるくらいのいいお天気でした。ク

ッキングでは「練習してきたから大丈夫！」と自信

満々に包丁やピーラーを使って作ったカレーはとて

も美味しく忘れられない味になりました。このキャ

ンプに行く前からグループのお名前決めや目標をた

くさんの時間をかけて話合っていた子ども達。なか

なか決まらず「ん～・・・。」とみんなで頭を悩ませ

たり「もう！」とちょっぴり気持ちが高まることもあ

りましたが、あきらめずに話し合っていた子ども達

の姿勢に嬉しさと成長を感じていました。 

伝承遊び 

先月のクラス通信にもちらっと書かせてもら

いましたが、日本の文化についても少し触れて

いたので、「かごめかごめ」「はないちもんめ」な

ど昔ながらの遊びに挑戦してみました。よくあ

るルールだとなかなか順番が回ってこなかった

りもあるので少しルールを変えたりもしてみま

した。かごめかごめでは後ろの正面の子がわか

らないときに「髪の毛短い子！」「○○バスにの

ってるよ！」いい塩梅のヒントを出していて、言

葉の力が育っているなあ。と感じました。また保

護者の方が子どものころに経験された遊びでオ

ススメがあれば、ぜひ教えてください♪ 

 

年長組からのお願い 

7 月の七夕のお楽しみ会で琴や太鼓などに触れるなど、改めて日本の文化を知る機会がありました。また、

先日の地蔵祭りをきっかけに、『踊り』を通して様々なモノへの感謝や地域の人々の繁栄を祝うなど、日本に

はたくさんの祭りがあることを知りました。子ども達との会話の中で大阪の天神祭では、傘踊りという踊り

があったり、青森にはねぶた祭りがあったりと、地方によってお祭りの雰囲気や囃子の音が違うことに気付

きました。お祭りの音を聞くと自然と身体も心も躍るようで、子ども達は興味深そうにしていました。 

そこで、年長組では今後も子ども達の興味に基づいて、お祭りについてより深く学ぶ機会を増やしていこう

と考えています。お家でもぜひ、日本のお祭りやそこで歌われている歌や踊りについて子どもと一緒に調べ

てみてください。可能であれば、ぜひ保護者の皆様の地元のお祭りについてもお話してあげてください。今

後、調べたこと、聞いたことを幼稚園でも発表し合ったり、そこで生まれた疑問や興味を元にプロジェクト

を進めていきたいと思っています。ご協力お願い致します。 

 

tsubakindergarten 
9 月号 

椿組クラス通信 担任：吉田 真侑 

暑中見舞いの葉書、ありがとうございました♪ 

 

今月の主な遊び・活動 

 

 

お 願 い 

ご家庭に不要なビーズやボタンなどの細かい素材

がありましたら寄付にご協力をお願いしたいです。 

 

 

 


