
 

 

  

ミニ発表会♪ 

 いつの間にか涼しさを感じる虫の声が聞こえるようになりました。幼稚園

でも様々な秋の虫が顔を出しています。「今日は風強いなあ。」「なんか風吹

いたら寒い！」と、お家でも季節の変化を話して下さっているからか、子ど

もたちからも秋を感じる言葉が聞こえます。今月は運動会もありますね。子

どもたちは年中ならではのパラバルーンや２人組の競技に取り組みながら、

「お客さんに見てもらう！」と、張り切っています。今月も思い切り体を動

かし、伸び伸びと過ごしたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

・紙を折ると立つことを知り、紙で立体を作って遊びます。 

・心唱をしたり、ハンドサインで簡単な歌を歌ったりしま

す。 

・園内の自然物に目を向け、秋の訪れを感じます。 

・お箸を正しい持ち方で持つ練習をしたり、正しく数を数え

られる様にします。 

１学期の頃から育てていた藍の葉が大きく育ち、皆

で葉っぱを取り、叩き染めをして遊びました。「腕疲

れてきたあ。」「葉っぱの綺麗な形でてきた！」と、意

外と力がいる活動だったので、集中力が続かないか

と思いましたが、休憩しながら布いっぱいに葉っぱ

の模様が写るほど一生懸命 金づちで叩いて染めて

いました。「お店で売ってるやつみたい！」と、皆も

自分の作品に満足気でした。 

１学期から大切に育てていたカブトムシが死んでし

まい、楽しい夏休みでも集めて持って来て頂いたカ

ブトムシの仲間ですが、久しぶりに埋めてあげよう

と飼育ケースの土の中に眠っていたカブトムシを見

てみました。すると、「体溶けてる！」「なんか小さく

なってる！」と、土に還ったことを不思議に思い、

様々な言葉がありました。死んだ虫を埋めておくと

土になる事を知らない皆は「死んだからパワー無く

なって体バラバラなったんかな。」「ずっと土の中に

いたからパワー無くなって土になったんかな。」と、

色々な知恵を出しつつ答えを見つけようとしていま

す。「土になる！？じゃあ葉っぱも埋めたら土にな

る？みかんも？」と、今は様々な物を土に埋め、本当

に土に変わるのか実験したいそうです。 

年中になり、初めてパラバルーンに触りました。年少

の時に少し触っていたからか、「やった事ある！」と、

思い出しながら遊びました。パプリカの歌に合わせて

遊んでみたり、新しい技に挑戦するたびに、パラバル

ーンが好きになっています。「ピーマン赤くなってる！

パプリカや！」と、１学期の時に育てたピーマンが赤

くなったこともパプリカに繋げて会話をしています。

少し新しいことが出来ると「○○先生に見てもらいた

い！」と、誰かに見てもらう事に喜びを感じています。 

・先月は沢山の牛乳パックのご協力ありがとう

ございました。 

・引き続き野菜のヘタと、次は野菜や果物の皮

もありましたら持って来て頂きたいです。(例:

人参,りんご,玉ねぎ等 )宜しくお願い致します。 

にこにこ星 
１０月号 

星組クラス通信 

担任：末吉奏絵 

お願いします 

 

今月の主な遊び・活動 

 

 

藍染遊びをしたよ パラバルーン♪ 

カブトムシが 

土になっちゃった！？ 

最近、一人ずつ前に出てきてもらい、皆が持って来てくれ

た楽しい夏休みの発表会をしています。写真を一つずつ

指さし、どこに誰と行ったのか、何をしたのか、皆の前で

発表し、その話に対して、友達に質問してもらい、答え

る、という場を設けています。前に出て発表するという事

が苦手だった子も、少しずつ積極的になり、皆が「○○は

いつ発表会出来るん？」と、自分の順番が来ることを楽し

みにしています。他にも、「紙コーナーでこんな作れたか

ら発表したい。」と、自分から伝えてくれることもあり、

様々な所でミニ発表会を行おうと思っています。 



 

 が 

段々と秋の陽気が感じられる日も増えてきた今日この頃。園庭の草花

も少しずつ色づき始めています。秋と言えば、スポーツの秋、食欲の秋、

読書の秋…色んなことが楽しめる、気持ちのいい季節ですね。子ども達

とも秋の自然を存分に感じながら日々を過ごしていきたいと思います。 

 ２学期が始まって１か月。少しずつ園生活のリズムを取り戻しながら、

毎日元気いっぱいに過ごしています。運動会に向けての取り組みも始ま

り、たくさん体を動かして遊んでいますよ♪ 

 今月も子ども達の「面白い！やってみたい！」の気持ちを大切にしな

がら、一緒に楽しみたいと思います。よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

雪組クラス通信 

担任：村中千秋       

1０月号 

今月の主な遊び・活動 

・勝ったり負けたりする遊びを通して、勝ってうれしい気持ちや

負けて悔しい気持ちに気づきます。 

・グループのお友達と相談しながら造形遊びをします。 

 

 

 

夏休み何したの? みんなの前で発表会！ 

 楽しかった夏の出来事や、「空」について調べてきてくれ

たことを、たくさん書いてくれた『たのしいなつやすみ』 

楽しく拝見させていただきました♪最近は、そんな『たの

しいなつやすみ』の発表会をクラス内で行っています。お

友達の前に立ち、写真や絵を見せながら「これはな～。」

と、１つ１つ自分の言葉で伝えていますよ。聞いているお

友達も「僕もそこ遊びに行ったで！」と嬉しそうに教えて

くれたり、「これは何なん？」と、質問してみたり、とて

も楽しんでお友達の話に耳を傾けています。お友達に自分

の言葉で伝えたり、その言葉に真剣に耳を傾けたり、そん

な子ども達の姿が素敵だな、と思った時間でした♪ 

お友達と一緒って楽しいな♪ 

運動会に向けて、お友達と協力して遊ぶ経験を積んでいます。 

～パラバルーン～ 

 子ども達が大好きなパラバルーン！お友達と息を合わせて、

色んな技に挑戦しています。なかなか上手くいかないこともあ

りますが、そんな時は「どうしたらいいのかな？」と、子ども

達と一緒に考えながら取り組んでいますよ。 

～２人組でリレー遊び～ 

 お友達と一緒にバトンを持ってよーいドン！2 人の力を合わ

せて障害物に挑戦したり、物を運んだり、リレー遊びをしてい

ます。お友達と一緒にするからこその楽しさを感じながら、取

り組んでいます。 

空から宇宙へ…？ 

 夏休み中、空を眺めて色んな発見をした子ど

も達。『たのしいなつやすみ』の発表を通し

て、自分で見つけたことをお友達に話してく

れていました。中には、「空に隕石があっ

た！」「夜に火星が見えた！」と、教えてくれ

た子も。そんなことがきっかけで、子ども達

との話は、宇宙や宇宙人のことにまで広がり

…遂には「ワレワレハ ウチュウジンダ！」と

言いだすように（笑）空のお話から宇宙に広

がり、ここからまたどんな興味が出てくるの

かな？今から楽しみです♪ 

藍の葉っぱで叩き初め 

 5 月に植えた藍の種、ぐんぐん成

長し、沢山の葉っぱをつけました。

そんな藍の葉っぱを使って、叩き染

め遊びを楽しみましたよ♪布に葉っ

ぱを挟んでカナヅチをとんとんと

ん！すると、布に葉っぱの型がつき

ました♪子ども達は、「おぉ～すご

い！」とびっくりした様子。その後

は、一生懸命カナヅチで叩いて楽し

んでいました。 

 

 

 
お願いします 

宇宙ってどんなところ？宇宙人って

どんな形？顔？子ども達とこんな話

で盛り上がっています。宇宙について

のお話、なんでも募集中です！ 

snow memory 



 

 

 

 

 

 

 

 

涼しい風に秋の訪れを感じるこの頃。花組の子ども達は、大好きにな

ったパラバルーンを広げて「バタバタ…引っ張って～♪」と。元気いっ

ぱいに遊んでいます。「めっちゃ大きいお山できた！」と喜んでいる日

もあれば、上手くいかず「なんでかな？」と考える日も。そんな子ども

達からは「風があったから…。」「バタバタしてたら風ができた！」とい

う声が。秋の風、自分達で作った風を感じながら、皆で思いを共有し、

力を合わせて、遊んでいます。運動会当日は、お友達と一緒に色んなこ

とにチャレンジする姿をお楽しみに(^^)今月もよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flowers time 

花組クラス通信 

担任：原口久代      

10 月号 

今月の主な遊び・活動 

・季節の変化に注目し、秋の自然に触れて遊びます。 

・蜂蜜を使ってやってみたいことにチャレンジします。 

・ハンドベルの音の違いや重なりを感じながら、 

リズムや拍に合わせて遊びます。 

 

蜂蜜って…ベタベタ、ツルツル、サ～ラサラ！ 

初めて見る蜂の巣に「大きい～！」「いろんな色して

る！なんで？」と大はしゃぎする子ども達。「くっ

さ！」「甘い匂いする～」と言いながら、巣に顔を近

付けて、何度もクンクン。巣の表面をナイフで削ぐ

とタラ～っとゆっくり溢れ出す蜂蜜に「あぁ～垂れ

る～！」「きれ～い」と覗き込んで、様々な角度から

見ては、色や形に驚いています。蜂蜜がよく流れ出

すよう、蜂の巣を切っていると「あぁ。蜂さんのお家

なのに…可哀想。」という声が。「確かに…そうだね。」

と少し胸を痛め、ドキドキ・ワクワクの気持ちでい

っぱいだったところに、「いただきます。」「蜂さん、

ありがとう。」の気持ちが芽生えた瞬間でした。さて、

採蜜中一番気になってしょうがないのは、味！そこ

で味見をしてみると…「甘い！」「すっぱい！」「うぇ

～。苦い。」と色んな表情を浮かべ感想を言い合う子

ども達。天然物で採れたてならではの香りの強さや

ほのかな酸味や苦みに、イメージしていた蜂蜜との

ギャップを感じ中には「これ、あかんわ！（食べられ

へんわ）」と言う子も！（笑）素直に感じたまま口に

する子ども達が可愛くて、面白くて笑いが止まりま

せんでした。（笑）そして、翌日。完成した蜂蜜を瓶

に詰めると「本物の蜂蜜みたい！」と拍手が起こり

ました♪気になる味見は、前日のことがあり、「ちょ

っとだけ。」と慎重になる子が続出。（笑）ドキドキし

ながらペロっ。「めっちゃおいしい！」と大好評♡「昨

日よりツルツル♪」と舌触りの変化にも気が付いて

いました！ 

採蜜を体験する中で、見て、触って、匂って、味わっ

てと沢山の驚きや気付きがありました。また、採れ

た蜂蜜を使ってやってみたいことが新たに出てき

て、次の活動を子ども達と相談中です♪ 

来月号もお楽しみに(^^)/ 

金槌トントン♪ 

種から育った藍の葉っぱを収穫し、叩き染めをして遊び

ました。初めて扱う金槌に「うわ。本物？」と嬉しそう

な表情を浮かべる子ども達。布を半分に折り、葉っぱを

間に挟んでトントントントン…。「緑になってきた！」

「あれ？葉っぱがなくなってる？」と色の移りに気が付

き、不思議がったり、「こんな形ができた！」と移った形

を見て楽しんでいました。 

お月様と ぼく 

9/21 は中秋の名月でしたね。この日の会話の時間

は、お月見や月の満ち欠けについてお話をしました。

その翌朝、開口一番に「昨日お月様見たよ！」「雲に隠

れてたわ～。」と沢山の子ども達がお月見のエピソー

ドを聞かせてくれました。そのすぐ後のコーナー活動

で「先生見て！」と見せてくれたボードがこちら。 

 

「お月様とぼく」 

 

 

シンプルでその時の情景が浮かび各ご家庭で夜空を

見上げるきっかけは様々だったと思いますが、素敵な

機会を作って下さり、ありがとうございました。 



10 月号 

   *パラバルーン楽しいね* 

 鳩組のみんなで遊ぶのは初めてのパラバル

ーン。年少の時にも遊んだ事があるようで、パ

ラバルーンが入っている袋を見ただけで大興

奮！触れているだけで楽しい気持ちになるパ

ラバルーンですが、何度も遊んでいると、様々

な技をやってみたい！もっと上手に！と向上

心が湧いて来ます。そんな姿に年中さんらしい

成長した子ども達の心身を感じながら取り組

んでいます。運動会での子ども達の成長、楽し

みにしていただけたらと思います！ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 いつの間にか季節はすっかり秋模様となってきました。保護者の皆様は

お変わりございませんか。先月は休園が続き、沢山のご心配とご迷惑をお

かけしました。そして、ご理解とご協力に感謝致します。長引いた夏休み

が明けると、いつも通りのパワフルで素敵な笑顔の子ども達が登園して来

てくれて、とても嬉しく思いました。コーナー活動では夏休みの経験から

か、新しくキャンプコーナーが出来、遊びながら「コーナーには何が必要

かな。寝るところも欲しいな。」と子ども達が工夫しようと相談する姿が

沢山見られました。顔つきも逞しくなり、ますますこれからの成長が楽し

みですね。今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

Pigeon の vision 

 

鳩組クラス通信 

担任 鈴木望      

今月の主な遊び・活動 

・自然物を見つけたり集めてみたりして秋の季節を感じます。 

・キャンプコーナー、昔の人を調べるコーナーを設置します。 

 

 

 

        *育てた藍の葉を使って…* 

 １学期から大切に育てていた藍。大きくなる様子を見なが

ら成長を楽しみに子ども達と見守ってきました。そこで大き

く成長した藍の葉を使って叩き染めをしてみる事にしまし

た。初めての経験に子ども達は興味津々。藍の葉だけでなく、

園内にある葉も自分で選んで取ってきました。叩いて色が布

に移る様子が面白かったようで、自分で採取して来た葉を沢

山叩いて色を出しています。使用したカナヅチにも興味を持

ち、カナヅチって何に使う？と新たな会話にも繋がる活動に

なりました。 

 

  *楽しい夏休みの発表会* 

 夏休みの思い出やプロジェクトに

ついて、各ご家庭でも子ども達と話

し合う時間を設けてくださりありが

とうございました。お部屋では発表

会をして、1 人ずつみんなの前で話

す機会を設けています。恥ずかしく

て難しいと思う子もいますが、先生

から質問されると嬉しそうに話をし 

てくれます。こんな機会を通して

人の前で話す事の楽しさを感じ  

られたら良いなと思います。 

       *昔の人って…？* 

 叩き染めの活動から藍染め絵本を読んでみる

と、その中で昔の人の絵が出てくるページがあり、

そこで会話が広がりました。「昔の人って裸な

ん！？」「髪の毛ってちょんまげやねんで。」と知っ

ていることや絵本で見つけたものを話してくれま

す。そこから自分たちの知っている知識も話して

くれたり、「洗濯って手でやってたんやって。」「昔

の人が藍染めしてるならやってみようよ。」とやっ

てみたい事、知りたい事が沢山出て来ました。これ

からどんどん子ども達と調べて遊んで、関心を深

めていきたいと思います。 

お願いします 

服装を自分で整える事を頑張っています。 

お家でも自主的にできるようにお手伝いして

あげてください。 



 

 

  

 心地よい風が差し込み、秋の訪れを感じる季節となりました。

皆様お変わりありませんでしょうか。いよいよ運動会への取り組

みも始まりました。年中初のパラバルーン、自分たちよりも何倍

も大きく膨らんだところを見て、「わぁー！」「大きい！」と目をキ

ラキラさせ、感動のあまり「なんか泣きそうやわ。」と嬉しさを最

大限に伝えてくれるお友達もいました。失敗するからこそ、仲間

と一致団結できる嬉しさをたくさん経験することを大切に、今月

も保育していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

・秋の自然物を使って布や紐を用いた染め遊びをします。 

・勝ち負けを意識した、ルール遊びをします。 

・ピアニー＋○○（タンバリン、ベルなど）の楽器遊びを

します。 

 

 

藍の葉っぱを使って… 

 

年中さんで育てていた藍      たくさん育ったら「藍

染」をしてみよう！のはずでしたが、十分な量を確保

できず、なにか特徴を生かした活動ができないかと

考えました。そこで「叩き染め」に挑戦することにな

りました。子どもたちは、布の中に藍の葉を挟み、普

段あまり手にすることがない金槌を手にとると、「重

い！」「全然重くないし！」といいながら、力加減を

しながら慎重に叩く姿があり、叩けば叩くほど葉っ

ぱの形が浮き出てくる様子を楽しんでいました。 

 

でてきたでてきた綺麗な色♪ 

 

叩き染めでは、藍の葉っぱだけではなく、幼稚園

に植わっている様々な葉っぱやお花を用いること

で、色々な植物で色が出ることを知った子どもた

ち。違う色染め遊びにも挑戦しているところで、

今、園庭にすくすくと育っているマリーゴールド

や日日草、葉っぱ類などすり鉢でこすってこすっ

て…「色出てきた！」「全然色でーへん…」と試し

ているうちに、色を出すだけではなく、嗅いで匂い

を感じる姿があり、綺麗な色が出ると思わず匂い

たくなる様子が伝わりました       

 

巨大なバッタを飼ってみよう！ 

夏休み明け、あるお友達が捕まえてきてくれた巨大なバッタを空組さんで育てています。子どもたちが掴むと

手のひらよりも大きく、私もあんなに大きなバッタを見たことがなく驚きました    廊下の一部分を飼育スペー

スにすると、隣のクラスのお友達とも交流することができ、秋の虫に親しむきっかけにもなりました。ただ飼育

するだけではなく、子どもたちと色々なことを相談しながら、 

生き物を大切に思う気持ちを育んでいきたいなと思います。 

いつもたくさんの廃材、素材集めにご協力いただ

きありがとうございます。不要な布、紐がござい

ましたらご協力いただけると助かります。 

 

Blue sky 
１０月号 

空組クラス通信 

担任：長谷川衣里 

お願いします 

 

今月の主な遊び・活動 

 

 


