幼稚園、最後の運動会！

光の言葉
１１月号

先日は運動会にお越し頂き、ありがとうございました。今年は天気にも
恵まれ、晴天の中で運動会ができたこと、子ども達の活躍を保護者の皆様
と一緒に見守れたことがとても嬉しかったです。
お祭りをテーマにした表現遊びでは、初めは恥ずかしさから声が出なか
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ったり身体を大きく動かせなかったりしました。また、友達と一緒に踊り

担任：上野 絢子

や掛け声を考えることへの難しさもあり、意見を伝えてみること、一緒に
やってみることを何度も繰り返す中で、グループ表現中にも、子ども達同
士で話し合いながらやってみる姿が見られるようになりました。子ども達
の中に、お祭りのリズムや雰囲気が染み渡っていくと、曲を聞いただけで

神様、仏様、会いたいな。

ノリノリな様子の子、「こんな踊りできるで！」とみんなの前で踊って見

神様、仏様についてたくさん調べ

せてくれる子が現れ、次第に「わたしも、僕もやってみる！」と列に連な

てくれている光組さん。「仏様は

り、お祭り行列のようになって大笑いしながら踊る日もありました。みん

ブッタさんで、神様は目には見え

なで一緒に踊る楽しさを感じる中で、人前で披露する自信が生まれていっ

へんねんなぁ。」と子ども達は話

たように思います。阪南グランドで最後のリハーサルをした日には、
「先

しています。先日、八百万の神様

生、もう踊る順番とか言わんで良いで！もう自分達で出来るから！」と目

について話す中で、モノを大事に

を輝かせて話していました。短い期間の中、こんなにも自信を持ち、笑顔

すると神様が宿るという話をす

一杯で頑張った子ども達に大きな拍手を送りました♪

ると、「じゃあ自分を大事にした

クラス対抗リレーをするようになると、
「勝ちたい！」という気持ちを

ら、神様が来てくれるってこ

強く持ち続けていた子ども達。たくさんの保護者の方からも「お家で走り

と！？」、
「ママにも毎日大事だよ

込みをしています。
」と話を伺いました(^^)本番では、抜かし抜かされ、

って伝えたらママは神様になっ

白熱した姿を見せてくれましたね。結果は悔しいものではありましたが、

ちゃう！？」と盛り上がっていま

頑張ったこと、悔しいと思ったこと、声が枯れるくらい友達を応援したこ

し た 。「 こ れ か ら は 大 事 に し よ

と、その思い一つ一つが子ども達と成長へと繋がっていると思います。こ

う。」とあまりにも真剣な表情で

れからも運動会での経験を様々な形で生かしていきたいです。

話す子もいたので思わず笑って
しまいました。

いらっしゃいませ、お祭りですよ♪

「神様に会ってみたいなぁ。」、

運動会でお祭りをテーマにして遊んだことをきっかけに、
「自分達で

「あ！仏様は遠足で会えるや

屋台をしてみたい！」という思いを持った子ども達。どんな屋台を出

ん！」と話は続いていき、
「大仏様

すのか、何が必要なのか、考える中で、
「屋台をするんやったら、自

の髪の毛の数、数えるねん！」と

分達も遊びたいし、違うクラスからお客さんも呼びたい。」という話

目標を持っている子、「家族で行

になりました。「光組にたくさん呼びたいけど、コロナ的に大丈

ったことあるけど、金剛力士像は

夫？」
、
「今日はこのクラスの日って決めたら良くない？」と今のご時

見てへんから一緒に写真撮って

世を心配する子もいて、子ども達は、子ども達なりにいろんなことを

欲しい！」と話す子など、遠足へ

考えているんだなと感じました(^^)悩みに悩んだ末のおもしろ発言

の期待も持っています♪

や、感心させられたことなど、ここには書ききれないエピソードがあ
ります！参観の動画でお伝えできればと思うのでお楽しみに♪

今月の主な遊び・活動
ようこそ！光組へ

・様々な楽器でリズムを奏でる事を楽しんだり、ピアニーで
新しい曲に挑戦したりします。
・
「昔ごっこ」の会話から、草木染めや果物や野菜を使った
染遊びをしたいと思います。

11 月から光組に新しいお友達が増えます(^^)
23 人になったクラスみんなで、いろんな経験を
しようね✿

季節外れの暑さが続いていたかと思うとめっきり寒くなり、秋の深まり
を感じますね。先日は運動会にお越し頂きありがとうございました。直接、

一本松

クラスの様子を見て頂けるのが運動会という場で、子どもたちにとっても
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沢山の人の前で過ごす経験は年長組になって初めてではありましたが、一
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番いい子どもたちの表情を見て頂けたかと思います。年少さんからの経験

担任：久保果穂

が積み重なり、今の子どもたちの姿があるのだなと改めて感じさせられま
した。これまでの遊びをまた新たな遊びに繋げながら過ごしていきたいと
思います。今月もどうぞ宜しくお願い致します。

いろんなことに気づけた運動会！
どの遊びも力を合わせて楽しめる内容になっていた年長組の演目。皆で考えを出し合って取り組んできました。
表現のお祭りの動きやかけ声をグループで決める時には初めは話始めに困ってしまう様子がありましたが、好き
なポーズを１個ずつ出し合って繋げていくグループ、身体を動かしてみて決めていくグループ、
「花火にする！」と
イメージを形にしていくグループと意見を出し合ってできた踊りは自分たちで覚え、他のグループと見せ合いっこ
をした時にはそれぞれのグループに拍手が送るほど盛り上がっていました♪
リレーは年長になって新しく知る遊びではあったものの、年中組の時に見た年長組さんの姿が印象強く、運動会
を意識する子どもが増えてきました。一人ひとりが一生懸命走る姿もかっこよかったのですが、
「○○ちゃんめっち
ゃ早かったな！」「すごいね！」とお友だちのこともしっかり見て子どもたち同士で褒める声も聞こえてきました。
４人組競技ではリングバトン３つをどうやって持つか、次のお友だちへの渡し方に何度も頭を悩ませる様子や、
ボールをどうやって回せばいいのか息を合わせることの難しさも感じていました。やってみて困ったことを一緒に
考え、次に上手くいったことは喜び合いながら、リレーも４人組の競技も１番を獲りたい気持ちが強くなっていき
ました。
子どもたちそれぞれの思いがあって、一人一人の頑張りが一つになって作り上げられた運動会。子どもたちの姿に
神様に会いたいな～
今でも感慨深い気持ちでいっぱいです。
子どもたちの調べてきてくれたお話を元に神

おもしろお面

様についてこれまでより深く知ることができ

いろいろなお祭りを見てみると、飾りや身に

ました。そんな中「神様に会ってみたい！」
「ど

着けているものに興味を持っていた松組さ

こで会えるかな～？」「夜の２時になったら会

ん。ひょっとこのお面も大好きなお友だちも

えるで！」という話になりました。一人のお友

多い鬼滅の刃と重なり…（笑）他にもいろい

だちは「私知ってる！」とポーズをしながら伝

ろなお面や民族仮面などを見てみると、また

えてくれる様子に「大仏！」と知っている子ど

面白さが増し、みんなで作ってみることにし

もも多く、「奈良のシカがいる所に行ったこと

ました。大きさ違いのものを重ねて表情を出

があるよ！」と教えてくれました。そこで秋の

したり、段ボール紙の色の違いを活用したり

遠足で東大寺に行くことを伝えると、いろいろ

と自分で細かい部分まで再現しようとする様

な表情を見せる像に興味を持ち、疑問や知りた

子がありました。当日はみんなの楽しいお祭

い子ことが出てきました。また実物を見た子ど

りの雰囲気を見守ってくれていましたよ(^^)

もたちの様子は次回お伝えしたいと思います。

今月の主な遊び・活動
・様々な楽器に触れ、音の違いやリズムを感じながらお友だ
ちと一緒に演奏を楽しみます。
・遠足で実際に見たもの気づいたものを共有し、興味関心を
深めながら遊びに繋げたいと思います。
・秋を感じ、自然物を使って遊びます。

～お知らせ～
今月から松組に新しいお友だちが来てくれ
ました！２２名の仲間でこれから過ごして
いきます(^^)宜しくお願いします！

園庭の葉っぱも色付き始め、朝晩は冷え込み本格的に冬が近づいてきているようで

竹 組 物 語

すね。保護者の皆様、体調など崩されていないでしょうか？子ども達は外がどんなに
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冷え込む日でも「外遊びに行きたい！」と園庭を駆けまわっています。来月には幼稚
園生活最後の音楽会もあり、ピアニーや楽器に触れたりしています。「音楽って楽し
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light
担任：高柴菜都乃

い！」と子ども達が前向きに取り組めるように、遊びの中で楽しんでいきたいと思っ
ています。今月もどうぞ宜しくお願い致します。そして今月から竹組に新しいお友達
がきてくれました。竹組は総勢２２名になりました！２２名皆でクラスを盛り上げて
いきたいと思います。

思いが一つになった運動会。
10 月 9 日は運動会ありがとうございました。運動会が終わって約１ヶ月経った今でもお祭りの掛け声や踊り
を友達と楽しそうに踊ったり、子ども達の中ではまだ遊びとして継続されています。運動会後の閉会式でもお
話させて頂きましたが、クラスの皆が自分達が勝った喜びだけでなく相手を思いやり、互いに称賛し合った
り、友達を思う気持ちを経験できた運動会でした。そんな経験から、クラスの雰囲気はこれまで以上にぐっと
仲が深まったように感じる毎日です。
外遊びにいくと「リレーもう一回やりたい。
」と自分達でチーム分けをして、バトンの代用になりそうなもの
を見つけ、いつの間にかリレーがスタートしています。
「全員でやりたい！」という声が沢山あったので 2 学期
中に、竹組でもう一度リレーをしたいなと思っています。「チーム分けから自分達でしたい。」と言ってくれて
いたので、どんな風に決めるのか、何チーム作るのかなど、子ども達に任せてみようと思います。

子どもの工夫
1 学期から遊びが続いているクッキーコーナ
ーですが、クッキー屋さんが日に日にパワーアッ
プしています。あまりクッキーが売れなくなって
いると感じた店員さん達は考えました。
「今はテ
イクアウトの方が人気やから持ち帰りできるよ
うに袋に詰めよう。
」とテイクアウトの販売を開
始したり、また別のある日は、
「最近クッキー泥
棒がいるのか、なくなるねん。
」と手作りの防犯

10 月後半の体育遊びでパラバルーンをしました。運動
会前、ウッドデッキで年中さんがパラバルーンをしている
のを見ると「去年は、
『あいうえおんがく』で踊ったんや
で。」と竹組の入口の大きな窓から懐かしそうに眺めてい
た子ども達。「今日の体育遊びはパラバルーンだよ！」と
國田先生から聞くと大喜びでした。
「やりたいなと思って
てん。
」と一年ぶりに触れお山やメリーゴーランドを作っ
たり、最後にはあいうえおんがくの曲に合わせてみたり、
子ども達の輝く表情が沢山見られたひと時でした。

カメラを装着することになり、天井に装着される
ことになりました（笑）子ども達のアイデアや着
目する視点が面白く「さすが！」と思わず笑って
しまう事が沢山あります。そして最近、テイクア
ウトのクッキーの袋にレジ打ちできるようにバ
ーコードがつきました。湧き出てくるアイデアに
感心するばかりです。

運動会の会場飾りで見て頂いた染めあそび。今回は絞り
染めに挑戦しました。輪ゴムを一生懸命結ぶ子ども達。
「難しい。
」と苦戦する子がいると、
「手伝うで。」と助
け合ったり私も少しだけ、きつく結ぶお手伝いをしまし
た。グループで大きな布も使い輪ゴムや洗濯ばさみなど
で挟み、いざ外すと「綺麗～！模様になってる。
」と染
め遊びから模様への興味へと広がっています。模様に注

今月の主な遊び・活動
・色んな茶葉を使って本物のクッキー作りをしたい
と計画中です。
・音楽会に向けてオリジナルソングを作ったり
大太鼓などの楽器に触れて遊びます。

目してみると、制服のチェック柄や動物コーナーの動物
のフィギアのアニマル柄など色んな模様があることに気
付きました。自分たちで新しい模様をデザインしたり、
遊びを広げていきたいと思います。

朝晩すっかり冷え込んで、秋も深まってきましたね。皆さんいかがお
過ごしですか？梅組の子ども達は「早く外に遊びに行こう！」と元気い
っぱいで、毎日元気に走り回っています。運動会が終わってから勝ち負

梅とウグイス便り

け遊びが盛んに行われるようになりました。かけっこだけでなく、オセ
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ロなどで遊ぶ子も多くなっています。時には負けたことが悔しくてムッ
となってしまうこともありますが、それに懲りずに何度もチャレンジし
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たり、作戦を立てて楽しんでいます。僕も参加しますが、もちろん本気

担任 田中祐太

です＾＾ が、本気になりすごて時々子ども達に怒られてしまいます
（笑）今月も宜しくお願い致します。

運動会ありがとうございましました！

紙飛行機遊び再燃中！

大変暑い中、運動会に足を運んで下さりありがとうご

ある日、クラスの男の子が、モーターで

ざいました。子ども達の勇姿！とても素敵でしたね。イ

プロペラが回るオリジナルの飛行機を作

キイキ体を動かす姿も、悔しくて落ち込む姿も、それぞ

ってみんなに紹介してくれました。それを

れの思いが溢れ出す素晴らしい姿だと思います。当日ま

見た子ども達は大興奮！その日からまた

でに何度も話し合いを重ね、何度も練習してきました

紙飛行機遊びが始まっています。前回と違

が、その間、取り組むことを嫌がったり投げ出すことは

い、作るだけでなくペンで色や模様をデザ

ありませんでした。一度、何故なのかと聞いてみると

インしてオリジナルの飛行機を作ってい

「自分が辞めたら友達が困る。
」とのこと。子ども達な

ます。色とりどりの紙飛行機を遠くに飛ば

りに責任も感じていたのでしょうか。大変感動しまし

せるように折り方を変えたりパーツを組

た。思い出すだけで胸がいっぱいになる運動会。子ども

み合わせたり、試行錯誤を楽しんでいま

達全員に拍手を送りたいです！

す。

お面って面白い！！

ピアニーに挑戦中
「ユウタ先生からの挑戦」という

運動会のお祭りをきっかけに、おいなりさんのお面につ

ことで、様々な曲にチャレンジす

いて調べてきてくれた子がいました。それを見た子ども達

る子ども達。あまりにも簡単で「も

は「あ、鬼滅の刃や！」と大喜び。そこで日本や世界各地の

っと難しくしてよ！」と言われて

お祭りに使われているお面の一部を見せたところ、子ども

しまいました（笑）苦手だと言う

達は「うわ！こわーい！なにこれぇ！」と驚きながらもなん

子にもコツや練習のポイントを伝

だか嬉しそうです。その日から身近な素材を組み合わせて

えると、皆とても真剣に練習して

お面作りが造形コーナーで始まりました。紙袋に穴を開け

います。次はどんなチャレンジに

たり、空箱に素材をくっつけたり、作り方は様々です。ハロ

しようかな？？子ども達との勝負

ウィンもあって、何かに変身できる仮面に興味津々の子ど

を楽しみたいと思います。

も達。明日は何に変身して遊ぼうかな？

ご確認ください。
今月の主な遊び・活動
・様々な楽器を使って遊びます。親しみのある曲を使って、友達
と音を合わせる面白さを感じます。
・絵の具での描画を楽しみます。色の重なりや変化を楽しみます。

子ども達の持ち物の名前が消えて
しまっていることがありますので再
度ご確認ください。消えかけている
物あれば、書き直してあげて下さい。

園庭の木々や果実も色付き始め、本格的な秋がやってきました。
朝晩は特にぐっと冷え込みますが、体調お変わりありませんか。手
うた

洗いうがいなどの基本を大切に、寒さにも負けないよう元気に過ご

桜の詩

していけたらと思います。運動会を終え、子ども達同士の距離もぐ
っと縮まり、クラスの一体感も増してきたような気がします。一日
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一日があっという間に過ぎていく今日この頃。子どもたち一人ひと
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りにとって、『桜組が好き♪』とさらに感じられる経験を増やして

担任 柴田沙耶

いけたらいいなと思います。今月もどうぞよろしくお願い致しま
す。

動きに注目してみよう！

運動会ありがとうございました！
かなりの晴天の中でしたが、まずは無事に出来て良
かったです。そして何よりも、子どもたちの園での成
長した姿を、実際に見てもらう機会が持てて本当に嬉
しかったです。練習時からも、自分なりに一生懸命考
えて意見を出してみたり、お友達同士で一つのものを
相談して作り上げていく姿に大きな成長を感じまし
た。当日の姿を見て少しでもその様子が伝わっていれ
ば幸いです。感想を書いて頂いた方、一枚一枚しっか
りと読ませて頂きました。今後も桜組として団結しな

運動会でもお祭りをテーマに踊りを
考えたりしましたが、普段の保育の中で
もお友達と動きのまねっこ遊びなどを
したりしています。いつも「こんなんは
出来る?」と思いつく限りの面白い動き
を見せてくれています。それってどうな
ってんの？と手足の動きに注目し、先日
はお友達とお互いモデルになってスケ
ッチをし合いました。様々な角度から見
てみることで新たな面白さを見つけて

がら、いろいろな経験をしていきたいと思います。

いました！

お味噌をのぞいてみよう！
1 学期にこしらえた桜組のお味噌。日頃か
ら子どもたちの目に付く場所にあるので、ふ
とした瞬間に気になります。2 学期に入って
久しぶりに開けてみるととっても良い匂い
が…♪より一層 12 月が待ち遠しくなりま
した。醤油も大豆から出来ていることを教え
てくれる子がいたり、給食に大豆が出てきた
ときには、
「お味噌と同じお豆だよ。
」と説明
するととても親しみを感じていました。さら
に食に興味を持つきっかけに繋がると良い
なと思います。

大仏様のお顔を見てみよう
奈良公園に行くまでに、クラス内で大仏様の写真
などを見て話をしていました。実物の大きさは、み
んなの何人分だとわかりやすく伝えてみると、イメ
ージできないくらいの大きさに驚き、写真を見ると
仏像によって表情が違う事に気付く子もいました。
表情によって思わず拝みたくなる気持ちになった
り、怒っているものについては理由を考える姿もあ
りました。実際の大仏様たちを目にすると迫力に圧
倒され、気付きも沢山ありました。本物に触れる機
会は改めて大切だなと感じました。

今月の主な遊び・活動
・様々な楽器に触れ、周りの音との重なりを感じて遊びます。
・表情から感じられるイメージをお話します。
・生き物の細部に注目して気付いたことを伝え合います。

お願いします
紐に通して遊べるような素材（穴
が大きめのもの）を集めています。
ご協力宜しくお願い致します。

日中のぽかぽかとしたお日様がより暖かく感じられる程、朝晩の冷え
込みが晩秋の訪れを感じさせてくれるようになりました。

tsubakinderdarten
11 月号

先月は運動会にお越し頂きありがとうございました。子どもたちの
姿、いかがだったでしょうか。運動会を終えてから、クラスの一体感が
ぐっと増したように感じています。外遊びで「ケイドロ」という鬼ごっ
こをしている際や大繩に挑戦している際にも自然と「頑張れー！」と応

椿組クラス通信

援したり「○〇回も跳べたね！」と友達の頑張りを一緒に喜ぶ姿が見ら

担任：吉田 真侑

れています。そんな雰囲気を大切に今月も過ごして行きたいです♪

色んな気持ち
運動会までの道のり

運動会までに嬉しい、楽しい、悔しい、恥ずか

４人組の競技では、他のクラスと勝負した際には、なかな

しい、難しい…など色んな気持ちを経験しまし

か勝てなかった椿組。勝っても負けても一生懸命頑張った

た。そんな気持ちをみんなで共有したり、伝え合

らそれが一番だけど、やっぱり勝てたら嬉しいね。せめて２

ったりする機会も多かったので、その後の生活に

位になりたいね。という思いで当日を迎えていました。それ

も友達の気持ちを大事にしているなと感じる場面

までに「ボールが転がったら走って取りに行く。」
「キャッチ

がちらほら見えてきました。「そんな言い方だっ

するときには手をこうする。
」等どうしたら速くなるのか沢

たら、言われたほうが悲しい気持ちになるんじゃ

山話し合いました。当日は惜しくも負けてしまいましたが、

ない？」と友達に優しく伝えてあげたり。年長さ

直後には私が話し始める前に「リレーは勝つもん！」と次に

んだからこそ、単純にはいかない複雑な気持ちも

向けて前向きにとらえられている子どもたちを見て驚いて

これから沢山芽生えると思いますが、私も余裕を

いました。

もってみんなの色んな気持ちを受け止め、ほっと
する雰囲気作りを大切にしたいです

沖縄ってどんなところ？
飼っているヤモリのすいすいを火葬しまし
た。「もっかい会いたい～。
」と呟く子の中で
「エイサー踊ったら会いに来るんちゃう？」
と繋がる子がいました。ところでエイサーっ
て沖縄の祭りやんな。沖縄って？と話が進み、
みんなで沖縄のいろんな写真を見たり、また
グーグルアースのストリートビューで飛行機
にのったつもりで沖縄に行ってみました。沖
縄の海の中を見たり、美ら海水族館の中に入
ってジンベイザメをみた時には「わー！おっ
た！」と大興奮でした。帰りはユニバに寄っ
たり月ヶ瀬に行ってみたり楽しかったです♪

今月の主な遊び・活動
・大太鼓や小太鼓、シンバルに触れ、リズム
をたたいたり合わせたりして楽しみます
・沖縄や都道府県のことについて話し合ったり
遊びに繋げられたらと思っています。

飛行機コーナー
そんな沖縄旅行遊びから、「飛行機コーナーあったらいい
んちゃう？」と提案してくれたので飛行機コーナーを作って
みました。パイロットの席とお客さんの席が用意されてい
て、本物のネクタイやスカーフを巻いたキャビンアテンダン
トさんが「この度は、椿組飛行機にお乗り頂き～…」と空の
旅へと案内してくれ、ごっこ遊びがかなり本格化されていま
す。
「（車内販売の）ワゴンもいるなあ。」とワゴンを作る際に
も「柱と柱は同じ大きさにしなあかんよなあ・・」
「長いほう
に印つけて切ったらいいんちゃう？」
「ここ持っといて。」
「ほ
んで切るのは先生にお願いしよう。」と自然と話し合いなが
ら作り進めて行く姿に頼もしさを感じました。

お願いします
いつもご協力ありがとうございます。引き続き
使えそうな廃材がありましたらお願いしたいで
す。また不要なタオルがありましたらこちらもお
願いしたいです。

