
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。 

もし、ご家庭に不要になったタオルがあれば、持って

きて頂きたいです。掃除の際などに使わせて頂きま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

涼しい風が吹き始め、秋を感じる季節となりましたね。少し遅れて始ま

った 2 学期でしたが、子ども達の元気な表情を見る事が出来て、とても

嬉しかったです！幼稚園では、運動会に向けての取り組みも始まり、友達

と協力したり、競い合ったりして遊んでいます。２学期に入ってクラスで

チーム分けをして競う遊びをすると、負けたチームを励ます子が多く、子

ども達の話を聞いてみると、「だって同じクラスやもん。」、「めっちゃ喜ん

だら負けた子が悲しい思いになっちゃう。」と話す子もいました。子ども

達がクラス意識を強く持っている事に驚いたと共に、友達を思う気持ちが

育っているなぁと感じました。クラス内だと勝ち負け意識があまり発揮さ

れない光組さんですが、クラス対抗となるとどんな姿を見せてくれるので

しょう(^^)お家でもお話聞いてみて下さいね！今月もどうぞ宜しくお願

い致します。 

光の言葉 

光組クラス通信 

担任：上野 絢子       

１０月号 

今月の主な遊び・活動 

・友達とイメージを共有しながら、身体を使って 

 形遊びや表現遊びをしたいと思います。 

・墨の濃淡を楽しみながら、和紙に描く遊びをします。 

「リズムで遊ぼう！」 

1 学期から先生が手で叩くリズムを真似っこして遊んで

いた子ども達。2 学期に入ってからは、先生の叩くリズム

とは違うリズムを叩く遊びをしています。例えば、「トン

トントン」と先生が叩くと、子どもは自分で考え、「トトー

ントン」など、リズムを叩いたりします。先生の真似をし

ないという遊びがとても楽しいようで、「もっとやろ

う！」、「わたしはこんなリズムできる！」と皆ノリノリで

す♪ 

何回も繰り返す内にメトロノームの音に合わせて裏打ち

で叩ける子も出てきてびっくりしました！体でリズムを

感じられる遊びを沢山経験していきたいです(^^) 

 

「こんなこと調べてきてよ！」 

「夏休みの思い出」の用紙、すべて見せて頂きました！今、光組ではどんな事をして遊んだのか、どんなことを調

べてきたのかを発表してもらう時間を作っています。「恥ずかしい…。」と固まってしまう子も多くいますが、いざ

話し始めると、小さな声でも頑張って伝えようとする姿があり、恥ずかしいの気持ちの中にも、「聞いて！」とい

う思いがしっかりあるんだろうなと感じます。昔の暮らしや神様、仏様について調べてきてくれた内容には驚き

ました！実際に保護者の方と実物を見に行ってくれたり、神様のお話からイメージが膨らみ、鬼について調べて

きてくれた子もいたりと、私も知らない事を教えてもらえる場面があり、子ども達とワクワクしながら聞き入っ

ていました。「それ僕も調べた！」、「それは知らなかった！」、「これはどういうこと？」と子ども達もより興味を

持って、知ろうとする気持ちに溢れています！子ども達と保護者の方が一生懸命調べて下さった事が、思わず、

「へぇ～！」と声が出るほど面白かったので、わたしも子ども達の興味関心が深まる話や遊びを見つけていきた

いなと頑張る気持ちをもらいました！ 

「お祭りの踊りって面白い♪」 

夏季保育から様々なお祭りの動画を見てきた子

ども達。子ども達のお気に入りのお祭りは「ひょ

っとこ祭り」のようです♪たくさんのお祭りを

見ると自分達でもやってみたくなったようで、

お部屋で掛け声を出し合いながら踊ったり、「屋

台作ってお祭りごっこしようよ！」、「楽器持っ

て来て、自分達でお祭りの音楽やってみたい！」

など、イメージが広がっています。子ども達とた

くさん話をしながら、「やってみたい！」と 

いう思いを叶えていきたいなと思います◎ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 幼稚園の門で子どもたちを迎える朝、涼しい秋風にのってキンモクセ

イの甘い香りが感じられるようになりました。皆様体調にお変わりない

でしょうか。 

２学期が始まり、順番に聞かせてくれた「たのしいなつやすみ」のお

話。自分の言葉でお友だちに伝える様子や、見たこと、調べたことを伝

えたいと思う気持ちがすごく表れていました。そして、子どもたちと一

緒になって取り組んで下さりありがとうございました。２１個の資料を

参考に更にこれから遊びを深めていきたいと思います。今月もどうぞ宜

しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一本松 

松組クラス通信 

担任：久保果穂       

１０月号 

今月の主な遊び・活動 

・仲間と共に自信をもって表現したり、勝ち負けの 

ある遊びにいろいろな感情を味わいます。 

・自分で作ったいろいろな形を、組み合わせて遊んで 

みたいと思います。 

 

 

いろいろなお祭りを見てみると・・・ 

日本のお祭りについて様々な映像を見てみると、「な

んかケンケンパみたいにしてる！」「鈴が付いて

る！」「そーれっ！って揃って言ってる！」「お面付

けてる！」などなど子どもたちはいろいろなところ

に着目していました。そして雰囲気が楽しくなって

くると、自然と一緒に踊り始める様子も。そんな姿

から、お部屋でもお祭りの音に合わせて皆が考えた

踊りを踊ってみたり、掛け声をつけて遊んだりと盛

り上がってきました。 

 

お味噌どうなった？ 

１学期に作ったお味噌がどうなってるか覗きたいと、壺を開

けて見てみました。子どもたちの第一声は、「お味噌の匂い～

♪」と香りで感じている子どもが多かったです！そして中を

覗いてみると「お～！お味噌の色なってるやん！」と、作っ

た時には大豆そのものの薄い色だったのに月日が経ち濃い

茶色に変化していまいした。そして、もう一つ「白いふわふ

わのもあるで～！」と発見したのが、産膜酵母という酵母菌

の一種でした。「これ、なんか気持ち悪いな～。」という声も

ありましたが、早く１２月になって食べたいという思いが大

きくなり、心待ちにしている松組さんです。 

 

 

砂時計コーナー 

お外遊びで砂を振るいにかけて遊んでいた時に、

「これで砂時計できそうやな～。」とお部屋に持ち

帰り、いろいろな大きさのペットボトルにいれて遊

んでみました。「これ 1 秒や！」「すぐ落ちるやん。」

と落ちる数を数えたり、砂の量が増えたり、ペット

ボトルも大きくなると「これ５秒や！」と違いにも

気づきました。中にはふるいの目を細かくしたもの

を置いてみると、「サラッサラ～♪」「これ砂漠の砂

みたい！」と粒の大きさで分けてみたり遊びがいろ

いろな方向に広がっているところです。ペットボト

ルのご協力もありがとうございます。 勝ち負けのある遊び 

様々な場面でグループでの話し合いを経験

し、遊びの中でもお友だちと協力してできる

ものに取り組んでいます。そんな遊びの中で、

様々な感情に出会う場面も見られるようにな

りました。勝負をすると、勝った喜びと、負

けた悔しさがあること。その感情が涙になっ

たり、上手くいくか不安が大きく膨らみ、立

ち止まってしまう姿もありますが、それぞれ

の感情をまず大切にしてほしいなと思いま

す。それでも「次やってみたくなった！」と

挑戦する姿や、皆で考えるとお互いの良い刺

激になる様々な案が出てきて、クラスとして

の成長も感じられます。 

お願いします 

ご家庭に不要なビーズやボタン、リボン、毛糸など細か

い素材がありましたら、寄付にご協力お願い致します。 



 

  

 暑い日差しも和らぎ、涼しい秋の訪れを感じる爽やかな風が吹いてき

ましたね。子ども達も鈴虫を見つけたり、どんぐりを持ってきてくれた

り秋探しに夢中なようです。最近、子ども達の集中力に驚くことが沢山

あります。中でも降園前に読む絵本の時間では、真剣に絵本に釘付けに

なる子ども達。「え！うそ！」などのリアクションの声も聞こえ、読み終

わると子ども達なりの見解が始まります。私はその時間が大好きで、子

どもなりの視点に「なるほど！そんな風に捉えてたのか！」等、学ばせ

てもらっています。難しいお話を読んだ時にも理解しようとしたり、私

に気になることを伝えてくれる真っすぐな思いは、絵本だけでなく日常

の保育でも大切にしたいです。「がらがらどん」や「１００万匹の猫」の

絵本などが大人気でした♪ 

 

竹 組 物 語 

 

light 

 

  

竹組クラス通信 

担任：高柴菜都乃       

１０月

号 

今月の主な遊び・活動 

・ボールを使い４人組になって色んな動きや遊びをします。 

・運動会に向けて作戦を立てたり、話し合う機会を沢山設けます。 

 

 

 

楽しい夏休みの発表 

夏休み明けに持ってきてくれた「楽しい夏休み」の発表を毎日数名ずつ行っています。皆の前に立

つと、伝えたい思いを自分なりに発表してくれます。お約束は、そのページの発表がこれで終わ

り！と思ったら「質問ある人いますか？」と 2 人まで当てて良いこと。自分で発表が全て終わっ

たら「これで終わります。」と締めくくりの言葉を伝えること。この約束を皆で決めました。聞い

てくれる人に向けて発表するには「どうすればわかりやすく伝えられるかな？」等、子どもたちと

話して約束事を決めました。恥ずかしがっていた子も前に立つと、自分の言葉で一生懸命伝えてく

れています。ちょっぴり手を差し伸べることもありますが出来るだけ見守るようにしています。

「伝えるって難しい！」と思いながらも子ども達の日々の成長を感じています。 

本格的なクッキー屋さん！ 

おうちでクッキーコーナーのお話を子ども達から聞かれた

ことはありますか？1 学期に使った沢山の茶葉。その遊び

が広がり、粘土に茶葉を混ぜて手作りクッキー屋さんがオ

ープンしています。ほうじ茶クッキーやアールグレイクッ

キーなど色んな茶葉を混ぜて綿棒で伸ばしたり、手作りの

オーブンで焼いて袋詰めをしたり、毎朝オープンに向けて

開店準備をしたりと工夫が見られ毎日大賑わいです。私も

よく招待されて様子を見に行くのですが、お店に入ると、

まずは手作りの体温計で検温されたりポイントカードの有

無を聞かれたり、子ども達は普段から大人の姿をよく見て

いますね！たまにリニューアルオープンの為に閉店したり

と思わず笑ってしまうことが沢山ありますよ。 

染めもの遊び 

おうちでの染物遊びのご協力ありが

とうございました。子ども達も工夫し

たことや難しかったこと、気付いたこ

となど詳しく教えてくれました。私自

身、「こんな風になるんだ！」と一人一

人の楽しい夏休みを読ませてもらい

勉強させて頂きました。輪ゴムを使っ

て染めてきてくれた子が多く、子ども

達はその模様等にも今興味を持って

いるようです。今後、染物遊びから、

さらに興味を深めていきたいと思っ

ています。 

 

お願いします。 

・ゼリーカップや透明のプラスチックコッ

プ、紙袋など引き続きお持ち頂けると嬉

しいです。 

・名前のないマスクが増えています。 

お名前の記入をお願い致します。 



朝晩が涼しくなって、以前よりも過ごしやすくなりました。その分体調も

崩しやすい時期ですが、皆さんお変わりありませんか？運動会に向けての

活動も始まり。友達と一緒に力を合わせたり、競い合ったりしながら毎日楽

しく過ごしています。最近は小グループでの話し合いが以前よりも活発に

なってきました。もちろん積極的に自分の思いを友達に話す子やじっくり

友達の話を聞く子など、活動中の姿も様々ですが、それぞれが自分の役割を

理解して遊びに集中している様子がよく見られるようになりました。グル

ープでの活動は何も体育だけではありません。音楽や造形でもグループだ

からこそ出来る経験があると思うので、たくさん失敗もしながら遊びを深

めて行けたらいいなと考えています。今月もよろしくお願い致します。 

 

 

 

昔のおもちゃのアレやこれ 

ぐるぐる回るおもちゃをキッカケに、竹とんぼ

やコマなど昔のおもちゃを楽しんでいる梅組。

お手玉に挑戦したり、ビー玉を使って遊んだり

と、その種類も少しずつ多くなっています。あ

る日、自宅から手作りの「やじろべえ」を持っ

てきてくれた子がいました。それを見た子ども

たちはびっくり仰天！なんで立つの？！と興味

津々でした。こっそり手に取って指にそっと乗

せてみる子もいたりして、昔のおもちゃの魅力

を感じているようです。テレビゲームでは得ら

れない面白さって、意外と癖になりますよね♪ 

梅組クラス通信 

担任 田中祐太     

10 月号 

今月の主な遊び・活動 

・音楽を感じて友達とイメージを共有し合いながら、体を使った

身体表現を楽しみます。 

・グループで作戦を立てながら勝ち負け遊びを楽しみます。 

 

 

お祭りってなんだか楽しい！ 

一学期の終わり頃から、子どもたちと日本各地の

様々なお祭りの様子を動画などで見てきました。地

方によって違う踊りや掛け声に注目し、最近は祭り

ならではのお囃子に合わせて、子どもたちオリジナ

ルの踊りを踊ったりして楽しんでいます。聞いたり、

調べたりしてきた祭りや踊りについて、友達の前で

発表会をしてみるなど、祭りをテーマに大いに盛り

上がっています。実は運動会につながる遊びになっ

ていたりするのですが、まだ子どもたちは知りませ

ん♪太鼓の音やリズムに胸を弾ませながら、今日も

楽しみたいと思います^ ^ 

秋を探そう！ 

どんぐりを見つけて持ってきてくれた子がいました。立派

などんぐりは、すぐに子ども達の人気者です。「あー、秋だ

ね。」なんて口にする子がいて、子ども達も身近な自然から

季節を感じているのが分かります。「秋ってどういうも

の？」というのをテーマに話をした時には、「虫や葉っぱの

様子が今とは随分変わるんだ。」と嬉しそうに話していまし

た。暑さが落ち着いたら、改めて園内を探検してみたいと

思います。日常の当たり前を面白がれることって意外と難

しいものです。いつもの場所に改めて目を向けて年長さん

ならではの視点で、園内の秋を見つけてみたいと思います

＾＾ 

 

 

ありがとうございます 

いつも空き箱など素材のご寄付あり

がとうございます。引き続き募集して

おります。宜しくお願い致します。 

梅とウグイス便り 

買ったり負けたり 

体育遊びの中で、勝ち負けを意識して遊び

を進めるようになった梅組の子ども達。順

位を決める遊びの時にはみんなやる気

満々でとても盛り上がります。でもやっぱ

り負けると悔しいですよね。涙を浮かべな

がら悔しさを口にすることもありますが、

ただ落ち込むだけでなく、「次は勝つぞ！」

とやる気を新たにする姿は、なんとも頼も

しいなと思いました。クラス対抗で勝ち負

け遊びを楽しむ頃には、更にクラス一丸と

なれたら嬉しいなと思います♪ 

 



10 月号 

 

 

 

 

 

  

 すっきりとした心地良い風が感じられる季節となりました。皆様

お変わりありませんか。桜組でも 9月から運動会に向けての取り組

みが始まっています。そのため、運動量は多くなっているはずなの

ですが、相変わらず「今日のお外遊びは何番目に行くの？」と聞い

てくるほど、子どもたちは毎日エネルギーに満ち溢れている様子で

す。行事そのものだけでなく、子ども達と一緒に考えたり、相談し

たり、過程となる部分も大切にしながら楽しみたいと思います。 

今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜の詩
うた

 

桜組クラス通信 

担任 柴田沙耶      

今月の主な遊び・活動 

・グループなど、子ども同士で相談する機会を増やしていきます。 

・光を使った遊びを楽しみます。 

 

 

 

自分の言葉で発表してみよう！ 

 夏休みの出来事や調べたことを一人ずつみ

んなの前で発表してもらいました。なるべく

子ども自身で伝えられるよう、私はサポート

役に徹するようにしていたのですが、写真や

絵を指さしながら、一生懸命話してくれてい

ました。1 学期に比べて説明する言葉数が増

え、お友達の発表に対して質問してみたり、

共通点を見つけたり…とやり取りの成長が感

じられました。新しいお当番のグループ決め

もしたのですが、随分とスムーズでしたよ。

何事も経験の積み重ねだなと感じました。 

いざ勝負！ 

勝つためにはどうしたらいいのかな? 

 体育遊びで以前からやっていた「エンドレスリレー」

の展開で、二人組や四人組でのあそびに挑戦していま

す。バトンをお友達と一緒に持ったり、タイミングを合

わせるために、お互いの様子をよく見て、思いやりも必

要になってきます。初めは一緒に走ること自体が楽しい

様子でしたが、そこに勝ち負け遊びの要素が加わってく

ると…新たに悔しい思いや勝ちたい気持ちが生まれて

きます。みんながルールを守って且つ早くゴールできる

ようにするためにはどうしたらいいのか、日々一緒に考

えて作戦を立てています。 

お友達と一緒に踊りを考えよう♪ 

 最近、表現遊びの中で、先生の模倣をする

だけでなく、あえて別の動きをしたり、お友

達と一緒に相談してオリジナルの動きを考

えたりする機会も作っています。最初は探り

探りでしたが、少しずつ動きのレパートリー

も出てくるようになってきました。お祭りの

音楽に合わせてやってみると、顔を見合わせ

ながら思わず笑いが起こり、掛け声が揃うと

なんだか楽しい！今後もこの雰囲気を大事

にしていけたらと思います。 

大きくなる方法…！？ 

1 学期からお部屋でお世話をしていたカ

エルやカブトムシ。夏休み明け早々に、「元

気やったかな～。」と心配してくれていたお

友達がいました。様子を確認し「なんか、か

えちゃん大きくなった気がする！」と気付き

ました。「カエルは脱皮するねんで。」と教え

てくれた子がいたので、(別のカエルの)脱皮

映像を見てみました。脱皮自体のイメージが

付いていなかった子も、実際の様子を目にし

て「すごい！」と驚き感動していました。そ

の後、他の脱皮する生き物にも興味が広がり

ました。 

お願いします 

いつも素材集めのご協力ありがと

うございます。毛糸などのヒモ素

材があればご協力お願いします。 

 



 

  
 心地よい風が吹き、少しずつ秋の気配を感じられる季節となってまい

りました。その分体調も崩しやすい時期ですが、皆様お変わりはないで

しょうか。運動会に向けての活動も始まり、より一層みんなからエネル

ギッシュな、はつらつとしたパワーが感じられます。勝ち負け遊びにし

ても表現遊びにしても、自分だけではなくお友達の存在やチーム、グル

ープを意識しながら取り組む姿に成長を感じている今日この頃です。負

けて悔しい気持ちも、みんなの前で表現することが恥ずかしい気持ち

も、お友達と一緒に受け止め、乗り越えていってほしいなと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tsubakindergarten 

椿組クラス通信 

担任 吉田 真侑 

 

 

 

10月号 

今月の主な遊び・活動 

・グループで作戦を考えながら勝ち負け遊び

をし、色んな気持ちを味わいます。 

・絵の具を使って大きな絵を描きます。 

 

 

だじゃれ日本一周 

７月のデイキャンプでも月ヶ瀬村は奈良にあるとい

うことや、夏休みに「○○県のどこどこに行ったよ。」

という話もあり、都道府県に対しての興味・関心が

少しずつ出てきたように思います。そこで「だじゃ

れ日本一周」という絵本を少しずつ読みはじめてみ

ました。「あ！ここいったことある！」など自分の経

験と繋がったり、「なんかでっかいお地蔵さんあるな

あ。」と、新しい発見があるのが楽しいようです。あ

る子がお祭りの話から沖縄のエイサー踊りで使う

「バーランクー」という太鼓を持ってきてくれたこ

とや、夏休みに沖縄の海に行った子から沖縄の海に

はヤドカリがたくさんいた話を聞き、海や水の生き

物関連から、沖縄や日本各地に話が広がると、また

面白くなりそうだなと考えています♪ 

楽しい夏休みの発表会 

夏休みは「楽しい夏休み」の作成にご協力頂きありがとうございました。子どもたちは持ってくる

なりそれはもう嬉しそうに見せてくれ、自然とお話が始まりました。自分の口で「楽しい夏休み」

のお話をしてみようということで、ミニスケジュールを作って誰がいつ発表の日なのか、わかるよ

うにしています。すると「○○ちゃんは何日♪」と自分の日を楽しみに待つだけでなく、「今日は○

○君で、その次は○○ちゃん。」とスケジュールを見なくても誰がいつの日か把握している子もいて

びっくりするとともに、改めて視覚化することの大切さを 

感じました。自信をもって自分の口で伝える子や、 

恥ずかしいからと先生に代わりに発表してもらう子など 

様々ですが、どの発表も一生懸命聞こうとする 

子どもたちの姿が素敵だなと思います。 

ヤモリのすいすい 

一学期から椿組の仲間として一緒にお部

屋で過ごしていたヤモリのすいすい。２学

期からは虫かごから外に出して一緒に遊

べるようにしていました。そんなすいすい

が９月の後半のある日、動かなくなってし

まいました。「死んだふりしてるんちゃ

う。」「でも、絶対これは死んでるよ。」い

ろいろな憶測が飛び交いましたが、この体

験から命の尊さや大切さを感じられたら

いいなと思っています。 

 

今
日
は
誰
か
な
？ 


