
 

 

 

 

  

 今年は夏の暑さが長引いておりましたが少しずつ肌に触れる風が冷た

く感じて来ました。季節の変わり目という事もあり、風邪も流行る時期

ですが皆さまお変わりありませんでしょうか。最近、園内で見かける虫

が秋の虫に変わり、外遊びでは「こんなところにバッタおった！」「これ

歌に出てくるコオロギやな。」と、虫の声の歌も歌っているので関連した

虫を見つけては嬉しそうに報告してくれます。「鈴虫はリンリンって鳴く

んやんなあ。」と、歌詞を思い出しながら鈴虫を探していますが幼稚園で

見つけられるでしょうか…(笑)秋の訪れにも気付きつつ、更に興味を広

げていきたいと思います。今月もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

星組クラス通信  

担任 末吉奏絵      

にこにこ星 

今月の主な遊び・活動 

・ピアニーやベルを使って遊び、友達の音もよく聞き、音が

合わさる気持ちよさを感じられる様にします。 

・自然物を使い、並べたり、すり潰したり、様々な方法で遊

びに取り入れていきたいと思います。 

 

 

当日、保護者席後ろに飾ってあった会場飾り、ご覧にな

りましたか？最近、汽車コーナーと積み木コーナーが合体

し、街作りを行う姿が多々ありました。そこで、１枚の大

きな紙に皆で街を作ったらどうなるかと思い、造形活動に

してみました。「家の近くにラーメン屋さんあるねん！」

「○○ちゃん、一緒に描こうよ。」と、家の近くを想像し

ながら描いたり、友達と相談したりしながら街を作ってい

ました。「線路作りたいねんけど細長い棒無い？」と、ク

レパスで描くだけでなく、紙を使い、立体的にしてみたり、

自分なりに欲しい素材を考えながら作っていました。皆で

完成した街を見てみると、「ここ何の場所？」「これなあ

に？」と、気になったところを聞いたり、答えたりする姿

があり、子どもたちだけでこんなにやり取りが出来る様に

なったんだなと成長を感じました☆ 

ずっと楽しみにしていた運動会、終わってみるとあっという間で、「楽しかった！

もう一回やりたい！」「いっぱいお家で凄かったって言ってもらった！」と、子どもたちも余韻に浸っていま

した。パラバルーンや勝ち負け遊びは２学期に入り、内容が本格的になりましたが、初めは運動会で行う事は

伝えておらず、遊びの一環としていました。しかし、去年の事を思い出したのか、いつのまにか「これ運動会

でお母さんたちに見てもらえる？」「年中さんはパラバルーン出来るんやんな！」と、自然と運動会でやりた

い、見てもらいたいという気持ちになっていました。最後の挨拶でもお話させて頂きましたが、初めはあま

り、勝ち負けにこだわりがなかった子どもたち、他クラスとの勝負の中で少しずつ勝ちたい、という気持ちが

芽生え、「勝てたらいいなあ。」から、「絶対勝ちたい。」という気持ちに変わっていきました。パラバルーンで

遊ぶ時には技の出来具合を花丸の数で伝えていました。「今日は花丸じゃないわ。だってお山低かったもん。」

「今日は皆お花のポーズかっこよかったやろ？」と、自分たちでも演技を振り返り、一喜一憂していました。

本番は「花丸１０個で百点満点やった！」と、自他共に認める満点でした      ☆当日は真夏のような暑さの中

でしたが、沢山のご声援とご協力、ありがとうございました。 

 

  

玉ねぎの皮が沢山集まり、「皮で色水作るの早

くしようよ。」と、子ども達にも急かされ(笑)、

やっと染め遊びをしました。「なんかオレンジ色

なってきた！」と、水が玉ねぎの皮の色になっ

てきたことや、「布入れたらすぐに色が変わっ

た！」と、布の色が変わる瞬間をよく観察し、

楽しんでいました。色を定着させるため、ミョ

ウバンを溶かした水に入れると黄色になり、「玉

ねぎの皮って黄色！？」と、私も子どもも驚き

がありました。「次はリンゴの皮！藍の葉っぱも

出来る？」と、色々な物で染め遊びがしたくな

り、何を使って色を出すか考え中です♪ 

お願いします 

いつも素材集めにご協力いただきありがとう

ございます。秋を感じられる様、様々な種類

の木の実や自然物を集めたいと思います。不

要なタオルがありましたらお願い致します。 

 

１１月号 

運動会、ありがとう 

ございました！ 

会場飾り♪ 
玉ねぎの色ってどんな色？ 



  

 

 

 

 

   

 

 

   

 ぐっと気温が下がり、冬の始まりを感じる毎日ですね。昼と夜の寒暖差

も激しく、体調を崩しやすい季節になってきましたが、保護者の皆様は

お変わりありませんでしょうか？子ども達も急に寒くなってきたこと

に少し驚いているようで、「もう冬になったん！？」「寒いな～。」と口々

に言っています。季節の変わりをしっかりと感じているようですね。 

 さて、最近の子ども達の様子を見ていると、「これ、どうやって作るん

～？」とお友達に尋ねながら、一緒に作って遊んでいる姿がよく見られ

ます。尋ねられた子も嬉しそうな表情を浮かべながら「これはな～。」と

教えています。そんな風にどうしたらお友達に伝わるか考えながら話し

ている姿に一段と成長を感じる日々です。そんな子ども達と一緒に今月

も元気いっぱいに過ごしていきたいと思います♪ 

 

 

 

 

 

 

snow memory 

mmmemo 
雪組クラス通信 

担任：村中千秋      

今月の主な遊び・活動 

・ベルやバチを使って遊びます。 

・絵の具で自分がイメージしたものを描いて遊びます。 

 

 

 

運動会ありがとうございました！ 

 先日はお忙しい中、運動会にお越しいただ

きありがとうございました。当日は、季節外

れの暑さとなりましたが、精一杯に取り組む

子ども達のキラキラとした姿がたくさん見ら

れましたね！大きな会場で大勢の人を目の前

にし、少し緊張した様子もありましたが、競

技の合間には、「楽しかった～！」「パラバル

ーン今までで１番上手くできたな～！」と、

やり切った充実感を感じながらたくさん話し

てくれていましたよ♪この経験がきっと子ど

も達の自信に繋がったはずです☆ 

石を積んで、並べて、何ができる？ 

 先日の全体活動では、幼稚園にある大小様々な石を

たくさん使って遊びました。積んでも並べても、何

をしてもＯＫ！とにかく自由に！と伝えると、「一緒

にやろう！」と声を掛け合い遊び始める子や、１人

黙々と石を積み上げる子など、様々で面白かったで

す♪始めはただ並べていた石でも、遊びが進む内に

色んな物に見えてきます。中には、大きなお家にな

って、靴を置く場所まで作っている子達もいまし

た。「ここは靴脱いで入るところやねんで～！」と設

定もばっちりです☆お友達と相談しながら遊びを進

める姿がたくさん見られた時間でした。 

会場飾り 

 運動会の会場に飾っていた会場飾り、ご覧にな

って頂けましたでしょうか？遊びのきっかけは宇

宙の話をしていた時に出てきた隕石です。隕石っ

てどんな色？どんな形？と話したり、園長先生に

貸して頂いた石の図鑑を見ているうちに、だんだ

んとイメージが膨らんでいきました。そして、そ

れぞれがイメージする形、色、模様の石を作って

遊び、出来上がったのがあの会場飾りです。１つ

１つ形も色も違い、それが子ども達１人１人の個

性を表していてとっても素敵な作品だったと思い

ます（＾＾） 

「知っていること」 

「調べたこと」を伝えたい！ 

その時々で、色んなことについて話す会

話の時間。最近では、子ども達から「今日

のお話の時にこれ発表したい！」と色んな

物を持ってきてくれることが増えてきまし

た。それは、お外遊びで見つけた綺麗な石

だったり、お家から持ってきてくれた本だ

ったり…。先日は、宇宙に関する図鑑を持

ってきて発表してくれた子もいましたよ。

お友達に「こんなことを伝えたい！」と自

分で考え、発表しようとする姿に子ども達

の成長を感じます。 

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。今月も引き続き募集中です♪ 

 

11 月号 



 

 

  

 園庭のみかんが美味しそうに色づき秋の深まりを感じるこの頃。子ども達

は様々なものごとに興味を持ち、自分達の遊びを広げています。そのうちの一

つが「虫」です。先日「先生！虫捕まえた～。虫カゴ入れてもいい？」と少し

離れた所から確認する子どもに「いいよ～。」と軽く返事をした私。何を捕ま

えたのかな？とカゴの中を覗くと、「く、臭い…！？まさか！」嫌な予感は的

中（笑）なんとカゴに入っていたのはカメムシ！どうしても飼いたいというこ

とで、現在、花組ではオオクワガタとカブトムシの幼虫とカメムシを飼ってい

ます。毎日お世話をして可愛がったり、図鑑を広げたり♪また、虫コーナーも

できて増々関心が深まっています。今月も、沢山遊ぶ中で、自然や生き物の不

思議を一緒に探求していきたいと思います。今月も、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・ピアニー、ベル、バチを使って、メロディーに 

合わせて色んな音やリズムの変化を楽しみます。 

・秋の自然に触れて遊びます。 

お知らせ▶花組のお友達が 1 名１０月末で退園し

ました。新しい場所でも元気に過ごして欲しいと願い

ます。 

楽しかった運動会 

かけっこの見せ場といえば、ジャマジャママンを超

えていくあのシーン。ジャマジャママンの動きを捉え、

すり抜けようとする眼差しと、「いまだ！」と勇気を出

し、走り出す姿やスリル感を楽しみ、こぼれる笑み…

いろんな表情を浮かべ向かってきた子ども達とやりと

りする、ほんの僅かな時間ですが、皆の心情が伝わり、

込み上げてくるものがありました。そして、様々な障

害物を次々に乗り越えていくみんなの背中は、なんだ

か一回り大きく見えました。 

次の表現遊びでは、客席が気になり、手を振る子や

緊張している子等様々な姿が見られましたね。パラバ

ルーンになると自分達でタイミングを口ずさみ、サビ

の部分では大きなお山が出来ると「わぁ～。」と嬉しそ

うな声が広がり、その瞬間ごとに子ども達と目が合い、

喜びや達成感を感じられました。「技の完成度」より「自

分達でできる！」「楽しい！」の気持ちを大切に取り組

んできた遊びだったので、普段と変わらない自然体な

姿と、「運動会で出来た！」「拍手がいっぱい聞こえた。」

の達成感や自信に満ちた顔が見られ、嬉しく思いまし

た。運動会当日はもちろん、休み明けも「運動会楽し

かった！」「空組と鳩組と競争したい！」と話す子ども

達からは、運動会を経験したことが大きな自信になっ

たことを確信しました。この心の成長が見られたのも、

当日まで様々な面でサポートして下さり、当日の子ど

も達の姿を喜び沢山褒めて下さった保護者の皆様のお

かげです。本当にありがとうございました。 

秘密の扉～運動会までのエピソード～ 

運動会まであと一週間となったある日。当日を楽しみに

している子ども達から「晴れてほしいな！」「お客さん

いっぱい来てほしい。」「パラバルーンみんなでお山作っ

てるの見てほしいな♪」等いろんな思いが出てくる中、

「神様にお願いしよう！」と言う声が。そこで、大きな

段ボールに絵を描くことになりました。描きたいテーマ

ごとに分かれて、お友達との会話を楽しみながら描いて

いく子ども達。そして、「神様によく見えるように絵を

高いところに飾ろう」ということで、幼稚園で一番高い

所に行ってみることに！花組横の階段を上って秘密の

扉を開けると…「わぁ～！」「見たことない世界！」と目

の前に広がる屋上の景色に大はしゃぎ♪そして、グラン

ドや空に向けてお願い事をした子ども達。完成した絵は

会場飾りとしてグランドに飾りました♪当日は、みんな

の熱い思いがばっちり届いた、お天気でしたね(^^) 

Flowers time 

 
１１月号 

花組クラス通信 

担任：原口久代 

マリーゴールドを使って🌼 

1 学期に皆で植えたマリーゴールド 

が満開になったので、皆で摘んで染めてみることに♪摘みた

てのマリーゴールドをクンクンすると「ミカンみたいな匂い

する！」と爽やかな匂いに驚く子ども達。今回は、輪ゴムを使

って絞り染めに挑戦しました。途中、お鍋の中の様子を見て

「ラーメンの汁みたいな色になってきた！」「飲んでみた

い！」と皆でワイワイ。出来上がった布は淡い黄色でほのかに

マリーゴールドの香りがしました。 



 

   今年は秋を感じる間もなく、あっという間に冬へと季節が移り変わっ

たように感じますね。皆様体調はお変わりございませんか。子ども達は冬

の始まりを感じながらも、お外遊びでは汗ばみながら友達と一緒に遊び

を楽しんでいる様子があります。さて、二学期も終盤に入り、子ども達と

プロジェクトの話が膨らみつつあります。最近は子ども達の発言をひと

つひとつ楽しみ、一緒に面白がりながら進めていきたいと思っています。

今月もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

鳩組クラス通信 

担任 鈴木望     

11 月号 

今月の主な遊び・活動 

・ピアニーとベルを合わせて曲を演奏してみます。 

・雲の話から様々な遊びを広げてみます。 

 

 

 

*運動会ありがとうございました* 

10 月 9 日は運動会にお越しいただきありがとうございました。素晴らしい晴天と真夏日の中で

無事に行う事ができた事を嬉しく思います。先日保護者の皆様からの運動会アンケートを一枚ずつ

読ませていただきました。そこには家での子ども達との会話、当日我が子やクラスの雰囲気を見た

時の安堵、昨年度からの成長を感じる喜びが沢山書かれていて、読みながらつい笑顔になってしま

うほど…。運動会を通して保護者の皆様に見てほしかった成長や子ども達の姿がしっかり伝わって

いた事に喜びを感じました。パラバルーンや 2 人競技の遊びを繰り返し行っていくごとに、子ど

も達から「お家の人にも見て欲しいな〜。」と見てほしい気持ちが出てきたり、「運動会でやりた

い！」と運動会に対しての期待感も出てきたりと、物事に取り組む姿勢にもとても成長したなと運

動会を通して感じる事ができました。成長した喜びと共にこれからの成長も楽しみになりますね♪ 

これらも、保護者の皆様の日頃からのご協力があってこそだと感じております。いつも温かく見守

ってくださり本当にありがとうございます。 

成長した喜びと共にこれからの成長も楽しみになりますね♪ 

 

     *トンネルを作ってみよう* 

 紙帯でトンネルを作って組み合わせて遊んでみま

した。初めは糊代を作るところが難しいと感じている

子もいましたが、慣れてくるとどんどん作っていき、

組み合わせていました。「これは〇〇のトンネル。他

の人は通れないねん。」と素敵な話を聞かせてくれま

した。沢山作り組み合わせるうちにトンネルから違う

見立てに変わり、お話ができていく姿 

はとても面白いもので 

すね。 

   *雲もくもく、お空の上って..* 

 夏休みにお家で書いてきて頂いた“楽しい

夏休み”の中で雲の話に興味を持った子ども

達。「雲ってどこからくるのかな。」「色は何

色？」「上に乗れるのは神様だけ？」など様々

な疑問や話が出てきます。その会話をした次

の日には「雲の色調べてきたから発表した

い！」など、みんなの前で話したいという気

持ちを持つ子が出てくるようになりました。

雲の話がどのように派生して広がり、遊びに

つながっていくのかとても楽しみです。 

お願いします 

・冬服へ衣替えになりましたので、改めて子ども達

と一緒に服装の整え方を練習してあげて下さい。 

・雲の話をしています。ふわふわの素材が家にあり

ましたらお持ちいただきたいです。 

Pigeon の vision 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

園庭の木々の葉が少しずつ色づき始め、秋の深まりを感じる頃となり

ました。外の空気は急激に冬へと近づきましたが、皆様お変わりありま

せんでしょうか。 

子どもたちは運動会が終わり、元気にお外を駆け回っています。その

中で「○○した人が勝ちなー！」と、自分たちでルールを決め、勝ち負

けを意識する姿が見られるようになり、微笑ましい気持ちで見ていまし

た。勝ち負け遊びの面白さを知り、勝って嬉しい気持ち、負けて悔しい

気持ち、そこに楽しさがあることに大きく成長を感じました。今月もど

うぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bluesky 

空組クラス通信 

担任：長谷川衣里 

11 月号 

今月の主な遊び・活動 

・色んな素材を繋げて遊ぼうと思います。 

・ピアニーとベルで合奏をして遊びます。 

・バチを使って遊びます。 

 

 

 

待ちに待った運動会！ 

雲一つない晴天の中開催できた運動会。子どもたちは当日を迎えるまで「運動会早くやりたいねんけ

ど～。」と待ち遠しくしていました。時間が限られた中で、パラバルーンや勝ち負け遊び、回数を重ねる

ごとに「え～また？」という思いを持たせないようと心配でしたが、「今日はパラバルーンせーへんの？」

と毎日聞いてくるお友達もいました。子どもたちにとって『楽しい』のモチベーションで運動会を迎え

ることができ、たくさんのことを日々の遊びの延長で経験できたのだと感じ、とても嬉しい気持ちでい

っぱいです      翌日、運動会のことを振り返り、それぞれの思い出をお絵描きしてみました。みんなでパ

ラバルーンができたことが楽しかった子もいれば、勝ち負けに意識して「一位になれなくて悔しかった

…。」「隣のお友達を追い抜かせて嬉しかった！！」など、お友達と協力したり、競争したりすることに

思いを寄せる発言に変わってきたことに心の成長を感じました。一人だから感じる気持ち、みんなと一

緒だから感じる気持ち、どちらも大切にしていきたいと思います。 

 当日までの体調管理や運動会実施についてのご理解ご協力、当日の温かいお声援など、保護者の皆様

には感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。 

 

 

○○な気持ち… 

ある日、園庭に咲く季節のお花、植えたばかりの

お花をちぎってしまいました…。そこでお部屋に帰

り、みんなで相談しました。「お花さんはこれで幸せ

なのかな？」と投げかけると、「悲しい。」と答えた

お友達がいました。なぜか聞くと、「痛いから。」「い

やな気持になるから。」とお花だけど自分たちの体に

たとえて考える姿があり、色々な気持ちについて考

えることで、植物を大切に思う気持ち、そこからお

友達や相手を思う気持ちに繋がって行くことを願っ

ています       

 

お願いします 

先月は、保護者の皆様のおかげで沢山の布、紐が集まり

ました。いつもご協力ありがとうございます。 

引き続き、廃材の提供をよろしくお願い致します。 

〇〇な顔！？ 

秋と言えば…どんぐり、栗、松ぼっくり、コオ

ロギ、などなどたくさんの声がある中でハロウ

ィン！おばけ！カボチャ！と、おうちで飾りつ

けをしたと嬉しそうに教えてくれたお友達もい

ました。そこでカボチャの色々な表情に注目

し、お部屋にあるおもちゃや文房具、好きなも

のを使って色々な「顔」を作ってみました♪ 

 


