
 

 

  

 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。  

長雨の続く夏でしたが、お休み中はいかがお過ごしでしたか？私は

オリンピック観戦をしたり、時折空を眺め、雲ちゃん探しをしたり

していました。子ども達からも、楽しい夏休みのお話を聞くのが楽

しみです♫さて、今日から２学期のスタートです。夏休み明け、久

しぶりの園生活なので少しずつリズムを取り戻しながら過ごして

いきたいと思います。元気パワーいっぱいのうさぎ組さんとワクワ

クの気持ちを大切に…。今月もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

うさぎ組クラス通信 

担任 髙石晴香      

９月号 

今月の主な遊び・活動 

・くぐる・渡るなどの動きを交えながら、かけっこで思い切

り走り切ることを楽しみます。 

・絵の具を使って大きな描画を描いてみます。 

 

地蔵祭り楽しかったよ♫ 

「今日はお祭り？」と楽しみにしてい

た地蔵祭り。的当てやヨーヨー釣りな

どお店屋さんもあり、「当たった！」

「先生、こんなに取れたよ～！」と大

盛り上がり♪お地蔵さんに手をあわせ

てお参りしたり、数珠送りでは、おで

こにコツンと大きな珠をあて心の中で

お願い事を…。みんながこれからも元

気に過ごせま 

すように。 

ふわふわ雲ちゃんスライム 

 泡ハンドソープを洗面器に何プッシュも大

量に入れると、「先生！もったいないでし

ょ！」とみんなに怒られながら、「今日だけ特

別～♡」と洗濯のりと一緒にまぜまぜ。魔法

の水（ホウ砂水）を入れるとどんどん固まり

…「うどんみたーい！」とびよーんと伸ばし

たり、「おだんごできた！」と丸めたり、ふわ

ふわぷにぷに不思議な感触の雲のようなスラ

イムにすっかり夢中♫ 

夏休み前まで毎日コーナーで 

も遊ぶほどでした(^^) 

どんな羽で空に行く？ 

 ヤモリくんが空に行くための羽。鳥はどんな羽を落と

してくれるかな～？とイメージしながら、色んな色や模

様の羽を並べて遊びました。「いっぱい羽付けた方がい

いかな？」とたくさん並べたり、両手に羽を持ってパタ

パタ～と、ヤモリくんになりきって部屋中飛び回ったり

(笑)後日コンテで塗り込み、オリジナルの羽作りをした

際には、また部屋を飛び回るうさぎ組さんで 

した(^^) 
いつもありがとうございます 

素敵な暑中見舞いのお葉書ありがとうござ

いました♡今月も空き箱やロール芯、カッ

プなどご協力よろしくお願いいたします。 

 

はっぴー☆らびっつ 

ヤモリくんはどうなるの…？ 

 七月上旬、ずっと飼っていたヤモリくんがとうと

う死んでしまいました。「ヤモリくん死んじゃった

らどうなるんやろ？」とみんなに投げかけると、

「お星さまになるんじゃない？」「ティラノサウル

スになってまた来るねん！」「お姫様？」「宇宙人に

なるのかな？」と、色んな考えが飛び出しました。

特に、『お星さまになる』という話では、星になっ

て雲の上のお家に行くそうで、「どうやって空まで

行くの？」と問うと、「羽や！」と、これしかない

と言わんばかりのみんな。さらには「たぶん鳥が落

としていくから、それ拾ってあげたらいいねん！」

という意見にはみんなうんうんと頷き賛同の様子。

年少さんならではのファンタジーな意見が飛び交う

会話の時間を一緒に楽しむと共に、少しずつ自分の

意見をみんなの前で伝えたり、お話を聞こうと耳を

傾けたりする姿に成長を感じたひと時でした(^^) 



 

 

 

  

この度は、新型コロナウイルス感染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。まだ暑い日も続きますが、お身体お変わ

りありませんか。さて、夏休みが終わりいよいよ 2 学期が始まりましたね。2

学期は初めての経験や、ウキウキするイベントが沢山あります。最近のひよこ

組さんは、よく周りを見れるようになり、お友達の変化に気づいて声をかける

など心優しい姿が沢山見られ、それぞれの成長が感じられます。２学期も、子

どもたちの気持ちを大切に受け止め、一つ一つの出来事を子どもたちと一緒に

楽しみ取り組んでいきたいと思います。体調には充分に気を付けながら過ごし

てまいります。2 学期もどうぞ宜しくお願い致します。 

ひよっこ 
メモリーズ♪ 

ひよこ組クラス通信 

担任：林 優夏 

９月号 

今月の主な遊び・活動 

・音楽に合わせて、思い思いに体を動かして遊びます。 

・ボンドや様々な素材を使って組み合わせたり見立て遊びを楽しみます。 

 

 

 

 

カブトムシさん こんにちは。 

ある日、ウサギ組さんが持ってきてくれたカブトムシさん。初めは、少し大きくてツノがあって怖い

し、いざ手に乗せてみると痛いし、悲鳴をあげていた子どもたち。「次はアヒル組さんにも見せる番だも

んね。」と言って持って行き、帰ってきたら「（カブトムシが居なくて）寂しい。」という声が！それに

は先生もビックリ！その話を聞いた保護者の方に、家で飼ってるので良かったらどうぞ、とお声掛け頂き

カブトムシを 2 匹頂く事になりました。オス同士かオスメスのどっちが良いか子ども達に相談すると 9:7

の接戦でオスとメスを頂くことが決まりました。頂いたその日から、カブトムシに夢中の子どもたち。

「カブトムシとしたい事」が沢山あるようです。積み木やレゴをカブトムシに見立てて作ったり、造形コ

ーナーでは、カブトムシを描いたり紙をちぎってご飯をあげたり、カブトムシを思う姿がたくさん見られ

ました♡夏休みが明けてからは、カブトムシに触れる子が増え、手に乗せてお部屋で一緒に遊んだり、間

近でカブトムシを見ていたことで身体や動きの変化に気付いて観察を楽しむ姿が見られます。これからも

子どもたちの興味や声を受け止め広げ、考える力や相手を思う心を大切にしていきたいと思います。 

 

地蔵祭 

幼稚園で初めての地蔵祭、縁

日のような様々なゲームで遊び

「お部屋でも、これやろう

な！」と、とても楽んでいる様

子が見られました。お祭りの盆

踊りの曲「スマイル音頭」はみ

んな大好きで、移動中やお部屋

で踊ったり口ずさんでいまし

た。是非お家でも見て聞いてあ

げてください★ 

Thank you♡ 

素敵な暑中見舞いのお葉書、ありがと

うございました。楽しく読み、お部屋

で大切に飾らせて頂いています。 

 

カブトムシさんと積み木遊び 

カブトムシさんとしたい事の中で、意見が多かった、積み木遊

び。大好きな積み木遊びと大好きなカブトムシが一緒となれば

アイディアが溢れて止まりません！小さい丸太や色んな長さ、

形の積み木を使ってカブトムシのお家や遊び場等を作りまし

た。積み木を手にした瞬間、次々に並べたり重ねて作っては、

実際にカブトムシを乗せて優しく遊ばせていました。作品のお

話を聞くと、「カブトムシさんはツルツルはあかん(滑って歩け

ない)ねん。だからギザギザやねん。」等カブトムシを思う気持

ちがたくさん伝わって来ました。また、壊れても何度も作り直

しすごい集中力で、給食時間ギリギリまで楽しんでいました(^^) 

 



 

 

 

 

 

 

  

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。 

陽ざしにはまだ夏の名残もありますが、日の長さも日に日に短くなってきた

この頃。長い休みも終わり、二学期が始まりましたね。素敵な暑中見舞い楽し

く読ませていただきました。ありがとうございました♪子ども達は、夏季保育

中に夏休みのお話をたくさんしてくれました。こんがりと日焼けした子どもた

ちの顔と表情から、楽しい夏休みだったのだなあと感じました。子ども達同士

で会話も多くなり、笑い合う様子やお友達と真剣に取り組む様子も見られ、こ

れから子ども達同士で成長していく姿も楽しみです。今月もどうぞ宜しくお願      

い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

あひるんるん 

アヒル組クラス通信 

担任河谷茶々       

9 月号 

今月の主な遊び・活動 

・音楽に合わせて、思い思いに体を動かして遊びます。 

・光を様々な方法で試したり、遊んだりします。 

・園内にある果実など見つけて観察を楽しみます。 

 

 

水 遊 び 

子ども達は「今日プール？」「お日様でてき

て〜！」と毎日、楽しみにしていました。待ち

に待った水遊び当日！水鉄砲や洗濯じゃぶじ

ゃぶのコーナー、おもちゃすくいなど、沢山の

コーナーで遊びました。國田先生指導の大きな

プールでの遊びもあり、子ども達は大はしゃ

ぎ。それぞれ違った水遊びを満喫していまし

た。水遊びが大好きな子も、少し水が苦手だっ

た子も、太陽の下で水の冷たさや心地よさを感

じながら、お友達との水遊びを楽しんでいまし

た。 

丸って？転がるの？ 

園庭で、年長さんが育てているトマトに興味津々だ

ったアヒル組の子ども達。「どんな形？」との問い

かけに「丸！」「ツルツルの丸。」「ちょっと丸。」な

ど色々な丸に気付き、そこから丸い物を探しに行っ

たり、丸が転がる場所をビー玉を使って探しに行っ

たりしました。また、ビー玉に絵の具をつけてコロ

コロ転がし、通った線の後を楽しみました。「お散

歩行ったところ（ビー玉の転がった跡）が分かる

な！」「もっとコロコロして線つけよー。」と、丸の

気付きからビー玉遊びまでワクワクの連続でした。 

海！ 

雨あがりに水溜りを見つけた子ども達。「これが

いっぱいになると海になると思う！」というお友達

の一言から、海にはどんなモノや生き物がいるのか

を会話の時間に話し合ったり図鑑で見たりし、海の

中の生き物に興味が膨らんできました。コーナー遊

びの時間には、海コーナーで魚やイルカを泳がせて

ごっこ遊びを楽しんだり、クレヨンで魚を描いたり

していました。お給食に出てきたお魚を見て、「この

お魚マンボーやな。」「イルカやと思う！」等、 お

給食のお魚にも興味を示していました。 

 

あひるんエピソード 

●「お給食を取りに行ってきます^^」と

アヒル組の子ども達に伝えると、こっ

そり「先生帰ってくるまでにご用意終

わらせとこ！」と、みんなでサプライ

ズ作戦。戻ってくると…ご用意は完璧

で、笑顔で待ってくれていました。 

●人気のお寿司屋さんのコーナーがあ

ります。「ヘイ！いらっしゃいませ

ー。」「ヘイ！どーぞ」と言うやりとり

に思わず笑ってしまいました。 

お願いします 

空き箱、不要になられましたタオルを持って

きていただけたら嬉しいです。 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 暑さの中に、少しずつ爽やかな風を感じられる季節になりました。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。まだまだ気の休まらない生活が続くかと思いますが、2 学期も子

ども達の過ごす毎日が充実しますよう、職員一同頑張っていきたいと思います。 

一段と関りも深まってくるであろう２学期、行事を通して子ども達の姿を見て頂く機

会もありますね。お友達を頼ったり、助けてあげたり、不思議を共有したり、時にはぶ

つかり合ったり、お友達といるから出来る事。一緒だから学ぶこと。今月も経験が豊

かになります様、見守っていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・かけっこでくぐる、渡る等の動きを経験したり、「よ

ーい！（用意）」のポーズを考えたりします。 

・打楽器や手拍子でリズムを言葉に当てはめたり、ま

ねっこゲームをして遊びます。 

・園内にある果物等の大きさや色の変化に注目して観

察してみます。 

・エプロンやスモックの着脱や裏返しなど、自分で出

来るよう頑張ります。 

 

トマトちゃんが大きくなってきました！ 

懇談会の時はプランターの土の中にトマトが埋まって

いて、驚かれた方もいらっしゃるかと思います 

が年長さんから貰ったトマトが、育つのか実験中のパン

ダ組さん。「トマトちゃんが一杯になったら、トマトゼリ

ーを食べたいな～。」なんてお話しながら、成長を見守っ

ています。担任も、直接植えて育つなんて知らなかったも

のですから、ぐんぐん伸びていくトマトの生命力に驚き

と発見で一杯です。 予想以上に芽が出たので、狭くなっ

たプランターからお引っ越しし、この夏どう育っていく

か引き続き見守っていきたいです。トマト。。同じ育て方

されている方いらっしゃいますか(^^♪？もしいらっしゃ

ったらお話聞いてみたいです。 

色いろフシギ！ 

「○○ちゃんは何色が好き？」などお友達の事にどん

どん興味を示す様子も見られるようになり、コーナー

遊びでもお絵描きや塗り絵遊びを楽しんでいる子ど

も達。持っているペンだと色は限られていますが、そ

のペンを使って色水を作って遊んでみました。少しの

水のさじ加減でも微妙に色が違い、何度も何度も試し

たくなる色遊び、持ってきて頂いた様々な大きさのカ

ップにいれ大切に遊んでいました。出来たものを混ぜ

合わせたり、お友達の作った色をみる事を楽しんだり

「これはなんだかお茶みたい。」と見立てをし、お友

達に伝え合う等の関りも見られ、色とりどりの並んだ

カップにそれぞれの感じ方で心躍らせていました♪ 

また別日には、染め遊びも楽しみました。これもまた

面白く、折った紙を好きな色に付けそっと開くその慎

重な所作と、ワクワクする眼差しに私も同じようにド

キドキ楽しんでいました。「こんなにも様々な模様が

出来るものなのか！！」と色や模様に感心したのと同

時に、混ぜすぎて汚くなってしまった色にこんな色は

嫌だと悲しむ姿、どんな色になるか最後まで試してみ

たい姿など、様々な姿が見られ失敗や成功を経験し、

次はこうしてみたいと新たな提案をする子ども達に、

遊びの中で学ぶとはこういう事だよな～と。夢中、熱

中、集中できる遊び大切にしたいです。 

お願いします 

 前回も沢山の素材をありがとうございまし

た。今回もペーパー芯やカップを募集します。

ご不要の物がありましたら持たせてあげて下

さい。宜しくお願い致します。 

 

パンダスタジオ 
９月号 

パンダ組クラス通信 

担任：久川純奈 



 

 

  

 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。やっと２学期が始

まりますね！先日、夏季保育等で久しぶりに会う子どもたちに、なんだ

か顔立ちが少し凛々しくなったように感じ、少し会えなかっただけで

こんなにも変化する子ども達の成長に驚きを感じました。２学期は、遠

足や運動会・音楽会と行事が盛り沢山です！子どもたちにとっても初

めてのことばかりなので、そのワクワクドキドキの気持ちに寄り添い

ながら、子どもたちと一緒に成長していける２学期にしていきたいで

す。至らぬ点も多々あるかと思いますが２学期もどうぞ宜しくお願い

致します！ 

 

 

 

 

 

 

・音楽に合わせて身体を動かして遊びます。 

・季節ならではの生き物を探したり、 

引き続き身近な生き物の観察をして遊びに取り入れます。 

 

 

 

ありさんの実験！観察をしてみて。 

７月号でもお伝えしたありさん（蟻）のお話の

続きです。美味しもの探しから、７月は子ども

たちと話合い、実際に角砂糖やバナナ・スイカ・

びわの実・石・葉っぱなどを蟻の巣の近くに置

いて観察しました。 

スイカやバナナなどの果物は、日に日に小さく

なくなっていく様子に、「ありさんお家でいっぱ

い食べてんのかな？」と呟き、運んで食べてく

れていることになんだか嬉しそうな様子の子ど

もたち。ありさん達の生きる力に私自身も驚か

された実験でした。 

 

 

 １学期、コアラ組の子どもたちと過ごすなかで、素敵だなと感動することがありました。 

それは、お友達を思いやる子がたくさんいることです。おもちゃをお片付けするとき、虫を観察するとき、お給

食の準備をするとき、何気ないところで「いっしょにやってあげるわ！」「〇〇ちゃんもいっしょにやろう！」と、

一緒にいるお友達や困っているお友達に声を掛け合う姿が自然とみられることです。また、涙を流している子が

いれば「どうしたん？」「悲しいの？」と寄り添い、気に掛けてくれる子達もたくさんいます。 

そんなコアラ組の子どもたちの優しい温かい姿にほっこりすると共に、そのまっすぐな心を大切に２学期も過ご

していきたいと思います。 

。 

 

美味しい匂いにつられて・・・ 

実験をしていると甘い匂いにつられいろんな生き

物たちも遊びにやってきました。 

特に多かったのが、ナメクジやカタツムリ。他に

もダンゴムシやカナブンなどが食べにやってくる

ので子どもたちは大興奮！！ 

「なんかいっぱい食べてるなぁ！！」「みんなで仲

良く食べてね♡」と、ありさんの実験を通して小

さな生き物たちにも興味を持ち、大切にしようと

する姿に大きな成長と子どもたちのまっすぐな素

直な心に感動した１学期でした。 

いつも素材集めに御協力頂き 

有り難うございます。 

引き続き、空きカップや空き箱・不要なタオル

を集めています。宜しくお願い致します。 

 

ＫＯＡＬＡの気持ち 
９月号 

コアラ組クラス通信 

担任：葛木裕子 

コアラ組の素敵なところ 

 

お願いします 

 
今月の主な遊び・活動 

 

 

３日後 

スイカの実験。たった 3 日でこんなにも変化がありました。 

素敵な暑中見舞いのお葉書 

ありがとうございました！ 

楽しく読ませて頂きました♡ 



 

 

 

  

 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。 

長いお休みが終わり、やっと２学期がやってきましたね。ひばり組の

皆は夏休みの間、沢山楽しいことができたのでしょうか。これからお話

を聞くのが楽しみです。夏季保育に来ていた子ども達を見ると、約１か

月間お休みだったこともあり、話し方が少しお兄さんっぽくなった子

や、背が高くなってお姉さんっぽくなった子がいて、とても嬉しく思い

ます。これからの成長も楽しみに、２学期を過ごしていきたいです。 

２学期は運動会や音楽会などのイベントが沢山ありますね。少しずつ

成長していくひばり組の皆と一緒に、様々な経験を通し、遊びの中で学

べる日々を過ごしていきたいなと思います。２学期もどうぞよろしくお

願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・音楽に合わせて思い思いに体を動かして遊びます。 

・お皿を持って食べる、落とさないように食べる等、食事の 

マナーに気を付けます。 

 

 

７月のある日、ひばり組の皆は初めての土粘土と出会いました。土粘土は普通の油粘土と比べて、

色も違えば、触ってみると何だかベタベタ…。まず最初に手で触ってみますが、張り付いて取れな

い感触に「うわー！！ベタベタ！」と声が飛び交いました。そこからいつもの粘土みたいに形が作

れることを子ども達に教えると、丸のお団子を作ってみたり、積み上げて高くしてみたり、またひ

たすら粘土を触って感触を楽しむお友達もいました。ベタベタになった手をしばらくそのままにし

ておくと、土なので段々乾いてパリパリになってきます。先程の感触とは変わっていく掌の粘土の

様子に気付いた子ども達は、手を擦り合わせたり、片手でパリパリを取ってみたりと変化を楽しむ

姿が見られました。一方でやはりベタベタの感触が苦手で「先生、もう終わりにする！」というお

友達もいましたが、また２学期３学期で色々な感触遊びの経験をしてもう一度土粘土を楽しむこと

ができたらと思います。 

今年の地蔵祭りでは、「スマイル音頭」と言う曲で盆踊

りをしました。皆のとても好きな曲で、練習の時から

「今日はスマイル音頭せえへんの？」と聞く子や、鼻

歌で歌っていたりと、毎日踊りたいという気持ちでい

っぱいでした。地蔵祭り当日、他のクラスのお友達も

いる中で、歌いながら楽しむ様子が見られました。こ

れからも、リズム体操やリトミック遊びなど身体を動

かす活動をしていきたいです。 

夏季保育が始まり、二学期も始まろうと

している今日この頃、久しぶりの子ども

達は幼稚園の虫や花、果実などに興味を

持っています。お休みの間にお部屋の中

に迷い込んだ謎の虫、ダンゴ虫によく似

たワラジ虫、木にできた赤い果実など、

沢山見つけたものを教えてくれます。ま

た、皆が興味を持っていた大きな蜘蛛に

も変化が…。なんとお休みの間にどこか

に行ってしまったようです(:_;)また皆で

様々な事についておしゃべりしていきた

いと思います♪ 

お願いします 

いつも素材をありがとうございます。大き

めの箱があれば、持ってきてくださると嬉

しいです。よろしくお願いいたします。 

 

ひばりたちの 
おしゃべり 

９月号 
ひばり組クラス通信 

担任 山岡 桜子      


