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 虫の声が優しく響き、秋風が心地よい季節となりました。皆様

お変わりありませんか。２学期が始まり、うさぎ組の子ども達は

「ハサミやりたい！」「絵の具やっていい？」と朝からやりたいこ

とリクエストが止まりません(笑)さらに給食中には「○○くん後

で遊ぼうな。」と誘い掛ける声がどこからか聞こえると、また別の

子が「ぼくは誰と遊ぼうかな～。あ！○○ちゃん遊ぼう！」とお

友達の声に反応して誘ってみたり。自分のやりたいことを言葉で

伝えられたり、お友達を誘いかけたりする姿に成長を感じ、嬉し

く思っています。このような言葉のやり取りを大切にしながら、

今月もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

はっぴー☆ 

うさぎ組クラス通信 

担任 髙石晴香      

今月の主な遊び・活動 

・ハサミを使って切り開き遊びをします。 

・園庭の果実の成長を観察します。 

・コロコロ転がるものを探して遊びます。 

・形を組み合わせ、見立て遊びを楽しみます。 

 

 

ころころころ～ 

 外遊びでは、今フラフープが大好きなう

さぎ組さん。先生が転がしたフープを一生

懸命追いかけて、ナイスキャッチ☆「もう

一回やって～！」と何度も繰り返し遊んで

います。時々「先生いくよ～！」と勢いよ

く声を掛けて転がしてくれるのですが、コ

ロコロ～ぽてっと、すぐに倒れてしまい

「あれ…？」と、一緒に大笑い(^^)また、

「先生乗っていいよ。ガタンゴトン…」と

言いながら「すべりだいに到着で～す！」

とフラフープ電車に変身したりと、フラフ

ープは遊具にも負けない、子ども達とのや

り取りがとても楽しい遊びです◎ 

しっぽ しっぽ しっぽっぽ 

 １学期はヤモリくんからしっぽに興

味を持った子ども達。ある絵本から色

んな動物にもしっぽがあることに気付

きました。そこから「カメにもしっぽあ

るかな？」「これはカメレオン？」とし

っぽクイズをしたり、みんなでリボン

などをしっぽに見立て、ズボンに挟ん

でしっぽをフリフリさせながら模倣遊

びを楽しんだりしました。また『どうぶ

つでんしゃがやってきた』という歌に

合わせて、色んな動物に鳴き声や動き

までなりきって遊んでいます。 

「たのしいなつやすみ」発表会 

 今クラスでは一人ずつ順番にみんなの前で

『たのしいなつやすみ』の発表会をしていま

す。写真を指差しながら「プールしたよ。」「こ

れティラノサウルス。」とお話しをしたり、「こ

れはジンベエザメの雲ちゃん。」「雲ちゃんじゅ

んばんこに並んでお金払うの待ってるねん。」と

雲の形から見つけた色んな見立てを楽しそうに

発表したりしています。自分なりの言葉でみん

なに伝えようとする姿は微笑ましくもあり、頼

もしく感じられます。お友達のお話しに「あ

～！それ行ったことある！そこでな、あのな

…」とあちこちからついつい話が飛び交ってし

まいますが、「今は○○くんがお話しする番だ

よ。」と伝えながら和やかな楽しい発表会の時間

となっています。一緒に空の写真を取っていた

だき、ありがとうございました。 

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。引

き続きご協力よろしくお願いいたします。 

・衣替えがあります。今一度、制服に名前が記入

されているかご確認をお願いいたします。 

らびっつ 



 

  

ひよっこ 
メモリーズ♪ 

今月の主な遊び・活動 

・様々な楽器に触れ、使い方を知り音の違いなどを楽しみます。 

・園庭にある果実の成長を観察したり木の実等自然に触れて遊び

ます。 

 

 

 

 涼しさを感じる虫の声に、色づく木々…秋の深まりを感じる頃とな

りました。皆様はお変わりありませんでしょうか。2学期に入ってか

らのひよこ組さんは、具体的に「こんなことしたい」と言ってお友達

を誘ったり、作ったものを先生だけではなく、みんなにも見せたいと

言って自分の気持ちを伝えたり自信を持って発言・行動する姿が見ら

れます。さて、今月は運動会！子どもたちのどんな姿が見れるかドキ

ドキワクワクですね♡ありのままに楽しむ子ども達の姿を温かく見守

って頂けたらと思います。今月もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

ひよこ組クラス通信 

担任 林 優夏       

楽しいなつやすみ 

「楽しいなつやすみ」に

ご協力頂きありがとう

ございました。花火、水

面、CDの裏面、様々な

キラキラがあり、子ども

たちからも納得の声が

沢山でした。ここから色

んな遊びに繋げて行け

たらと思います。 

10 月号 

  カブトムシさん 

夏休み明けまで元気だった

カブトムシさんがある朝、

死んでしまい驚きと悲しむ

声がありました。新しいお

友達のクワガタさんが来ま

したが、みんなついついカ

ブトムシさんと呼んでは互

いに注意しながら子どもた

ちの心の中にはカブトムシ

さんがいるんだなと感じさ

せられる姿があります。 

お友達と作ったよ 

2学期に入り、コーナー活動で、これまでよりもお友達と関わりな

がら遊ぶ姿が沢山見られるようになりました。「これ、こうした方

がいいんちゃう？」空き箱や紙、積み木等を使ってカブトムシ・ク

ワガタのお家を作っています。パズル遊びでは、はめるところを分

担し一緒に完成させて持ってきてくれる姿も。自分の気持ちを伝え

られるようになり意見がぶつかったりする場面もありますが、その

度に少しずつ相手のことを思いやれる姿も見られ成長している証

拠なんだなとなんだか嬉しくも思います。これからも色んな経験か

ら、成長していけるように精一杯サポートさせて頂きます。 

 

ちょきちょきペタペタ名人 

皆さんに頂いた素材を紙コーナーに出す

と、大喜びの子ども達☆箱と紙を張り合

わせては身近にある色んなものに見立て

てとても嬉しそうに見せてお話を教えて

くれます。また、９月後半からは自分の

ハサミとノリを紙コーナーで自分たちで

管理するようになりました。すると、お

友達にハサミの持ち方・使い方を教えて

もらいながらハサミを使って箱や紙を切

って遊ぶ姿が見られます。 

 

 

 

Thank you  

いつも、素材集めご協力頂きありが

とうございます。引き続き空き箱や

カップ、不要なタオル等がございま

したらよろしくお願い致します。 



光っておもしろいなぁ 

みんなで捕まえたトンボが虫かごの中で動かなくなっていま

した。その様子を見た子ども達から「元気がないから太陽のと

ころに置いてたらいいんちゃう？」「明るいところに置いてたら

パワーが出てくる。」という会話になり【光遊び】が広がりまし

た。光っている所を考えたり見つけたりし、太陽の他に星や道

路の電気、花火等沢山の光っている所を教えてくれました。ま

た、ライトテーブルにカラーフィルムを置き、重ねて新しくで

きる色に興味をもったり、色水に手やキラキラを入れて透き通

って光るという不思議な様子を楽しんだりしていました。 他

にも色々な光に気づいたり光遊びを経験したりしていきたいで

す。 

 

植えるのなら、何がいる？ 

「スプーン、スコップ、土、水、入れ物、シ

ャワーがいる！」と教えてくれ、準備をして

みんなで種を植えました。「種からいちご生

えてきたらいいのになー。」「とうもろこし

出てくると思う！」など子ども達の気持ち

がこもった想像には ほっこりしました。

土の中から何が出てくるか楽しみですね。 

 

 

  

 木々の葉の色も変わりはじめ、秋風が心地よい季節になってきました。

そんな中アヒル組の子どもたちは、毎日元気に過ごしています。「先生こ

んなん見つけた！」「これ何やろう？」「見てー！こんなん出来るねん。」

と、発見したものや不思議に思ったこと、できるようになったことなど

を積極的に教えてくれます。それをクラスのみんなで共有して喜んだり

一緒に考えたりしながら、クラスのお友達がどんなことに興味や関心が

あるのかを知る機会になっています。今月は幼稚園で初めての運動会で

す！子ども達の成長の姿や輝きを楽しみにしていてくださいね。運動会

に向けて一人ひとりが楽しみながら成長していけるよう見守っていきた

いと思います。今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

あひるんるん 

アヒル組クラス通信 

担任：河谷茶々 

10 月

号 

今月の主な遊び・活動 

・運動会に向けて表現やかけっこを楽しみながらがんばります。 

・育てている種や園庭にある果実の成長を観察します。 

・様々な楽器に触れ、音の高低、明暗、リズムを聞き分け、自分な

りに表現します。 

 

なんの実だろう？ 

みかんのような､､､小さいすいかのような､､､不思議

な実をみつけました。「スイカみたい！」「カボチャ？」

などと子ども達はそれぞれに想像を膨らませながら 

触ってみたり、匂いをかいでみたりしてみるも分から

ず、「中を見たい。」ということで…切ってみることに

しました。すると、中は種だらけ「うわぁ種入ってる

〜。」「さわりたい！」子ども達は興味津々！この種を

どうする？との問いかけに、「植えたい！」とのことで

種をみんなで取り、植えることにしました。 

 

 

植えるのなら、何がいる？ 

「スプーン、スコップ、土、水、入れ物、シャワーがい

る！」と教えてくれ、準備をしてみんなで種を植えま

した。「種からいちご生えてきたらいいのになー」「と

うもろこし出てくると思う」など子ども達の気持ちが

こもった想像には ほっこりしました。 土の中から

何が出てくるか楽しみですね。 

 

 

  みんなの前で発表したよ 

夏休みの思い出『たのしいなつやす

み』をクラスのお友達の前で 1 人ずつ

発表しました。夏休みに楽しかった思

い出を写真や絵を見ながら発表して

くれました。少し緊張した表情を見せ

ながらも、一生懸命お話してくれまし

た。またお友達が発表している時は興

味津々で真剣に聞いていました。この

経験をきっかけに、話す力と聞く力が

育っていってほしいと思いました。 

 

お願いします。 

不用になられました布や端切れ

や毛糸をお持ち頂きたいです。 

 

 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 耳を澄ませば、りんりんりんと心地の良い鳴き声が聞こえてきます。 

季節は秋に移り変わり、過ごしやすい気温になってきましたね。皆様、体調など

お変わりありませんか。子供たちは夏に見つけたカマキリに興味を持ち、カマキ

リの顔や体の特徴など虫かごを囲んでじっくり観察しています。(実はこのカマ

キリ園長先生の肩に乗っていたんです。)何かの拍子に虫かごの蓋が開いてしま

うと、「外に出ちゃう！」「虫かごの蓋閉めて！」と私を呼びにきますが、怖いけ

れど大切にしたい思いがあるようです。「この子、カマリキちゃんにしよう。」と

名前も付け愛着もわいてきたパンダ組さん。そんな生き物を思いやる心、これか

らも大切に育てていきたいですね。今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

パンダスタジオ 

パンダ組クラス通信 

担任：久川純奈       

１０月号 

今月の主な遊び・活動 

・ハサミを使って切り開き遊びをします。 

・運動会に向けて、表現やかけっこを楽しみ、後半にかけて

ルールのある鬼ごっこ(関所やぶり)遊びを楽しみます。 

・トマトやみかん等、園庭の果実の成長を見守ります。 

 

 

よーいどん！めっちゃ速いでしょ(*^^)v 

一学期様々な、サーキット遊びを経験した子供た

ち、二学期は目標物まで一直線に駆け抜ける、かけっ

こにも挑戦しています。スタート位置の巧技台の上

に立つと準備万端、よーいのポーズもそれぞれに決

まっています！それぞれが考えたポーズがまた可愛

くて、何度も繰り返すうちにそこでも表現が生まれ

るようになってきました。私がゴールで持つタンバ

リンまで一生懸命駆け抜けたり、笑顔で「今、めっち

ゃ速かった？」と聞いてみたり、走り終わった後は次

のお友達に大声でエールを送るパンダ組さん。「今日

も体育遊びがしたい！」と張り切る子供たち。運動会

のかけっこも応援よろしくお願いします！ 

夏休みの事おしえてね！ 

 夏休み中は、『楽しい夏休み』のご協力ありがとうございま

した。２学期が始まってからは、順番に発表会を行っていま

す。子供たちは「やりたい、やりたい！」と手を挙げて前に

出て発表する事を楽しみにしています。話す側だけでなく、

相手のお話に耳を傾け同じ事に興味を持ったり、新しい発見

もしている子どもたち。夏休み明け早々に話す力と聞く力、

両方に子供たちの育ちを感じています。３歳、４歳の子供た

ちが自分の言葉で、伝えようとする姿、沢山認めてあげたい

なと思っています。そして聞いてもらう喜びも味わい、自由

な表現が伸び伸びできますように。。♪と願っています。 

ちちんぷいぷい○○に変身～♪ 

模倣遊びで、うさぎやぞうなど色々な動物になり

切って遊んでいたパンダ組さん。なり切り遊びがし

やすそうな動物を選んで、初めは私が提案していま

したが、最近では子供たちから、「次はこの動物にし

よう！」と発言してくれる姿が増えてきました。「次

はパンダ」「次はこあら」「カマキリ」「恐竜もした

い」と模倣遊びをしたい動物が沢山出そろいます。

「これってどうやって鳴くのかな？」「こんなポー

ズがいいんじゃない？」と話したり、友達のポーズ

を見て面白がったり、なり切った動物で新しい遊び

が始まるなど、子供たちのイメージする力には毎度

驚かされています。 

とまとちゃんニュースです♪ 

なんと、トマトちゃんから花が咲き、ついには

可愛い実をつけ始めました！本来トマトを育て

る時期とはずれてしまっている分、どう成長して

いくかはわかりませんが、子供たちも「トマトち

ゃんの赤ちゃん♪」と可愛がっています。ついた

花の数を数えたり、トマトの花の色を知ったり目

が離せない子供たち。「いい匂いがしたら泥棒に

とられるかも。。」と心配し、どうしたらトマトの

赤ちゃんを守れるか作戦会議も始まっています。 

元はというと、年長さんのトマトが気になって取

ってしまう事から始まった、トマトを育てるとい

う経験。今後どうなるか見どころ満載です。 

お願いします 

 素材を沢山お持ち頂き、ありがとうございます。 

今回は普段は捨ててしまうようなものを、楽しめる範囲

で集めて頂ければと思います。身近にあるパッケージな

ど廃材集めにご協力お願い致します。 



 

 

 

 

 

 鈴虫の優しい鳴き声に合わせて吹く秋風が心地よい季節になりまし

た。二学期入り、すっかり園生活にも慣れ、緊張感や不安感が少なくな

った子どもたち。お友達同士もより広く、深く関わり合う姿が多くみ

られる様になりました。コーナー活動の時間には、自分たちで声を掛

け合い絵本を広げて談笑する姿や、大好きな歌をお友達同士で歌った

り踊ったりと、お友達と一緒に何かをすることを楽しむ姿が多くみら

れます。今月は子どもたちにとって、初めての運動会も待っています。

成長した子どもたち 1人ひとりの思いやその時の力を温かく見守り、

応援して頂けると嬉しいです。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＯＡＬＡの気持ち 

コアラ組クラス通信 

担任 葛木裕子 

今月の主な遊び・活動 

・様々な形やものを組み合わせて見立てて遊びます。 

・色んなものになりきって、表現することを楽しみます。 

 

 

 

みてみて！面白い顔ができたよ！！ 

二学期から新しくコーナー活動の中に、『顔コー

ナー』を作りました。この顔コーナーは、福笑いの

様に色んなパーツを組み合わせて顔を作って遊べ

るコーナーです。「みてみて！変な顔！！」「なんか

笑ってる顔になった！」と、毎回幾通りにも変化す

る顔にお友達と何度も試して遊ぶ姿がみられま

す。子どもたちのくすっと笑ってしまう可愛い発

想と発言に、一緒に遊んでいたわたしもついつい

笑みがこぼれました。 

美味しいフルーツ召し上がれ！！ 

二学期の始業式。園長先生が園庭にみかんの木

やザクロの木があることをみんなに教えてくれま

した。その日からみかんの木の横を通るたびに「ま

だ緑から食べられへんな。」「早くみかん食べてみ

たい。」とわくわくしています。そこで、造形コー

ナーに果物の塗り絵を出してみると、「みて！みか

ん出来た！！」「カラフルのぶどう。これはいちご

味で、これはレモン味・・・」と、個性的な果物を

作って遊んでいます。はさみで切ってお料理に見

立てたり、カップに入れてフルーツポンチにした

り、大好きなバナナだけを集めてバナナ屋さんを

したりと、お友達とごっこ遊びを楽しむ姿も多く

みられました。みかんが美味しく熟すまで、 

もう少しのお楽しみになりそうです♡ 

 

 

  大好きな歌～今日は何の木にしようかな？？～ 

 最近のコアラ組の朝の会では、「♪大きな栗の木の下で」が大

人気！！可愛い振り付けと一緒に元気いっぱい歌っています。

また、「栗」の部分をいろんな果物に替えて歌ったりもしていま

す。「今日は桃にしよう！！」「大きなリンゴの木がいい！！」と

替え歌するのが大好き！先日はなんと「おにぎりの木もいいん

じゃない？」と、大きなおにぎりの木の下でも歌いました♪子ど

もらしい、可愛い発想に思わずほっこりしてしまいました♡ 

お願いします 

いつも素材集めに御協力頂きあ

りがとうございます。 

引き続き、空き箱、空きカップ、

リボン、毛糸、不要なタオルを集

めています。 

御協力宜しくお願い致します。 

 

 

10月号 

ねこアヒルが汗かいてるねん。 これ、面白いお化け 

ハサミも器用に使って 

遊んでいます！！ 



 

 

  

 いつの間にか、季節はすっかり秋模様となってきました。皆様、いかがお

過ごしでしょうか。 

 二学期も始まり、運動会に向けて遊びの中で、沢山体を動かして楽しむ様

子が見られています。その中でも外で遊ぶのが大好きで、最近はかけっこや

先生と追いかけ合いっこをして遊んだりしています。ひばり組の皆は、徐々

にお友達との関係性が出来てきているようで「○○君、一緒に遊ぼう！」と

誘ってみたり、お友達の為に紙コーナーでプレゼントを作ってみたりと、「大

好きなお友達と一緒に過ごしたい！」という想いが強くなってきているので

はないかと感じます。これからも皆の成長が楽しみです♪ 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・運動会に向けて、表現やかけっこを楽しみながら頑張ります。 

・音の高低、明暗、リズムを聴き分け、自分なりに身体で表現

します。 

 

 

 

楽しい夏休みを終えて… 

 二学期になって、久しぶりに幼稚園に来たひばり

組さん。夏休みあった事を、先生の耳が足りなくなる

くらいお話ししてくれます。特に「たのしいなつやす

み」の発表の時間には、普段前に立ってあまり話さな

いお友達も質問をすると、楽しかった思い出を沢山

教えてくれました。夏休みに様々な生き物を見つけ

てその絵を描いてくれたり、思い出を写真やイラス

トで表現してくれている子もいました。長いお休み

が終わって先生や友達に会うことが出来る嬉しさを

子ども達から沢山感じます。二学期もいっぱい楽し

い事を経験していきたいです。 

最後に…素敵な「たのしいなつやすみ」の作成、あ

りがとうございました！ 

穴の中には何がいる…？ 

 ある日、子ども達が園庭の端っこに深めの穴を

見つけました。ある子が「あなぽこ」と呼び始め、

子ども達の中で園庭に行ったら穴を見ることが日

課になりました。最初はその穴の中に葉っぱを入

れたり、木の枝を入れたりしていましたが、段々

「このあなぽこには何かいるのかな？」という疑

問が子ども達に生まれてきました。そこで会話の

時間に聞いてみると、もぐら、ダンゴ虫、蛇、蟻、

ライオン…等様々な生き物が出てきました。はて

さて、あのあなぽこは一体何なのか？子ども達と

またお話していきたいと思います！ 

大好きなお外遊び 

 最近、大きな園庭に行くと地面にお絵か

きをする子どもが増えました。ただただ地

面をひっかくのが楽しい子もいれば、子ど

も達それぞれで、お母さんの顔を描いたり、

先生の顔を描いたり、様々な物を描いてい

ます。その中で、手で描くだけではなく、園

庭に落ちている大きな葉っぱや枝を取って

きて、それで描いてみたり、遊びを工夫し

て楽しむ様子が見られます。隣で描いてい

る子と絵をお互い見合ったり、絵を通して

コミュニケーションを取る姿も見られてい

ます♪ 

あんな姿☆こんな姿 

ひばり組の皆のクスッと笑えるエピソード

を紹介します‼ 

・キックバイクの取手部分が取れて、マイクみ

たいな形に…そこからリサイタルが始まり

ました。曲は「ぼくドラえもん」 

・最近パンツで登園できるお友達が増えてきま

した。パンツを履ける嬉しさから、トイレの

時間になると、「先生、見て！今日は○○のパ

ンツやねん。」と見せてくれるように☆ズボ

ンを必死に下げて見せてくれる姿に、微笑ま

しくなります。 

お願いします 

いつも素材をありがとうごさいます。引き

続き、不要なタオル、カップ、トイレット

ペーパーの芯などございましたら、持って

きてくださると嬉しいです♪ 

 

ひばりたちの
おしゃべり 

１０月号 

  ひばり組クラス通信 

担任：山岡桜子 


