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 朝夕めっきり冷え込み、園庭の葉も色づき始め、秋が深まってまいりました。

皆様お変わりありませんか？先日、園庭の茂みの中から一台のレゴブロックの車

が出てきたのですが、しばらくすると中から大量のアリが…！子ども達とやや悲

鳴をあげながら観察していると、「たぶん中にハチミツが入ってるんちゃう？」

「ハチがハチミツ運んでる時に車に落としちゃって、ハチがお尻の針で穴を開け

てそこから入ったんや。」と一生懸命考えたことを話してくれました。うさぎ組の

前の廊下に置いておくと、翌日には、廊下の隅に長―い行列ができており、「え

ー！なんでこんなところまで！」と驚きながら辿っていました。じっくり想像を

広げ、「なんでだろう？」「どうしよう？」と考えること、大切にしたいと改めて

感じた瞬間でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

はっぴー☆ 

らびっつ 

うさぎ組クラス通信 

担任 髙石晴香      

今月の主な遊び・活動 

・ルールのある遊び（じゃまじゃまマン鬼ごっこ）を楽しみます。 

・楽器を使ってリズム打ちを楽しみます。 

・紙を丸めて、輪っかや筒を作って遊びます。 

 

 

 

初めての運動会楽しかったね♪ 

「お家の人にフルーツポンチ作ってあげよ

う！」「お客さんいっぱいやからこーーーんな

におっきいの作るわ！」と大張り切りだった子

ども達。手に付けていたポンポンは果物に見立

て、いつも「今日はどの果物にする？メロン？

オレンジ？バナナ？」と楽しみながら選んでい

ました。当日、初めての大舞台に緊張したり涙

を流したりする子がいるのでは？という心配を

よそに、練習の時からお決まりの、前に出てく

る振り付けでは、私に集まりすぎるという場面

もありながら、楽しく元気なうさぎ組のクラス

の雰囲気を感じていただけたのではないでしょ

うか。また、かけっこでは一人一人パワーいっ

ぱいのポーズを決め、ゴールをめがけて力いっ

ぱい走り切っていましたね☆練習の時から難易

度があがる度に「そんなんいけるわ！簡単

や！」と自信とやる気満々でした！真夏のよう

な暑さの中、温かい応援をいただきありがとう

ございました(^^)お家の人に見てもらえたこと

がとても嬉しかったようです。大きな自信と達

成感を得た子ども達の「もっと○○やりた

い！」という意欲をこれからも大切に過ごして

いきたいと思います！ 

ごあいさつのお当番♫ 

 ２学期から、朝の会やお給食、帰る前の

ごあいさつをグループごとにお当番さんが

先生のお手伝いをしています。みんなはル

ーレットを見て、「今日は、わにグループ

さんが『おはよう』だね。」と毎朝チェッ

クしています。お当番さんは先生と一緒に

ピアノの前に立ち、「きをつけポン！朝の

…」と張り切っています☆小さな先生達の

誇らしげな表情が輝いています(^^) 

しゅわわわわわ～ 

今でも毎日踊るほど大好きになったフルーツポン

チ♫そんなフルーツポンチのソーダに見立てて、

しゃぼん玉液でしゅわしゅわ遊びをしました。初

めに先生が前で、カップに入れた液をストローで

吹いて見せると、ブクブクしゅわしゅわ～！と泡

がいっぱいに。すると、みんなから大歓声のスタ

ンディングオベーション！思わず笑ってしまいま

した(笑)みんなも一息吹く度に、「見て！こんなに

しゅわしゅわなった！」と目を輝かせ、息の強さ

や吹き方を何度も試しながら遊んでいました☆ 

お願いします 

・不織布マスクにも必ず名前をご記入ください。 

・今月も不要な素材、タオルなどがございました

ら、よろしくお願いいたします。 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

今月の主な遊び・活動 

・じゃまじゃまマンからすり抜ける楽しさを

味わいながら遊びます。 

・果実に触れ、五感を使って様々な変化などを

楽しみます。 

 

運動会ありがとうございました！ 

先日は、運動会にお越し下さりありがとうござい

ました。近年では滅多にないくらいの運動会日和

で、暑さも心配でした。しかし、それ以上に子ども

たちが楽しみ、とても素敵な笑顔で今まで見たこと

のないくらい自信と達成感に満ち溢れた姿を見せて

くれて本当に嬉しく感動しました。保育では先生や

他クラスのお友達の前では恥ずかしく固まる姿も見

られましたが、本番では引き寄せられるかのように

保護者の元へ近づき自信を持って踊る姿が見られ、

子どもの成長と保護者の方のパワーを改めて感じま

した。保護者の皆様、ご理解・ご協力、温かいお言

葉を頂きありがとうございました！ 

 伝える力♡ 

お友達と関わることが増えた分、ぶつかることも

時にはあります。何をしたことで相手が嫌な思い

をしたのか、何をしてもらって嬉しかったのか、

ひとつ一つの出来事を受け止めてほしいという思

いから、「○○をしてごめんね。」「○○してくれて

ありがとう。」と具体的に思いを伝えています。最

近では、先生がいなくても自分の力でそのように

思いを伝える姿が見られます。このような伝え方

をしてから子どもたちの関わりや表情が温かく変

化してるようにも見られます。これからも相手を

思いやり自分の気持ちを伝える力を大切に、育っ

て欲しいなと思います。 

 

念願のパラバルーン♪ 

運動会後に他学年の子達がパラバルーンをす

る様子に釘付けで「やりたい！誰とする？」と

話していたひよこ組さん。ある日の体育遊び

で大好きなおにぎり先生と一緒に出来て「念

願の！」と言わんばかりに大喜び、終始大興奮

でした☆クラスへ戻ってから、パラバルーン

で遊んでいる自分たちの写真を見ては大喜び

して「次は何組さんとするか？」を話したりし

て次が待ち遠しい姿も見られます。 

お外遊び 

1 学期は砂場、大型遊具等で個々で遊ぶ姿が

見られていました。2 学期に入り、周りの子と

一緒にお山を作ったり葉っぱや木の実等の自

然物を使ってごっこ遊びをしたりとお友達と

関わりながら遊ぶ姿が多く見られるようにな

りました。又、最近は鬼ごっこブーム！ある子

が「鬼」を「ワニ」と聞き間違えて「ワニごっ

こ！？動物電車やん！」と言い、手をパカパカ

させて遊んでたらその動きがサメに見えたよ

うで「サメごっこ」に展開しました。子どもた

ちの発想、遊びの幅は無限大ですね♾新たな

発見や遊びを楽しんでいきたいと思います。 

お知らせ 

今月からひよこ組さんに新

しいお友達が増え 20 名に

なりました。これからも宜

しくお願い致します。 

 

11 月号 

 足元を踊る色とりどりの落ち葉や風の冷たさに、晩秋を感じる季節とな

りました。幼稚園にある、みかんやざくろも段々と色付き始め、色の変化

や大きさ・見た目の違いに気付き、教えあったりと興味が出てきました。

その反面、「見て！こーんなに大きい！もうオレンジになってる！食べれ

るよー！」「これはまだ緑で赤ちゃんやから食べられへんな〜。」と食べ

ることも必死に考えるひよこ組さん（笑）今月は身の周りの自然にたくさ

ん触れながら新たな発見を楽しみ過ごして参りたいと思います。今月もど

うぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひよこ組クラス通信 

担任：林 優夏 

ひよっこ 

メモリーズ♪ 

 

お願いします 

素材集めにご協力頂きあり

がとうございます。 

今月は空き箱や音を楽しめ

る素材を募集しています。

よろしくお願い致します。 
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一段と日暮れが早くなり、朝晩の冷え込みが晩秋の訪れを感じる季節と

なりました。体調を崩しやすい季節の変わり目、皆様お変わりありません

か？子ども達は、園庭の草木の色の変化に気付いたり、コオロギやトンボ

を見つけたりと、秋の自然を楽しむ姿が見られます。遊びの中で子ども達

同士での会話が、より深く発展してお友達と笑い合ったり、困っているお

友達に気付き手伝ってあげたりと、元気いっぱいで優しいアヒル組です！

これからも皆の成長が楽しみです。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     

今月の主な遊び・活動 

・楽器を使ってリズム打ちをしたり、音楽に合わせて鳴らしたりします。 

・落ち葉や果実の色の変化を感じながら、素材を組み合わせて遊びます。 

・体育遊びで、じゃまじゃまマン（鬼役）からすり抜けることを楽しみます。 

運動会楽しかったね！ 

お忙しい中、運動会にご参加いただきありがとうございました。お部屋でフルーツポンチ♪を踊ってい

ると、子ども達の方から「おうちの人にも見せたい！」という声が多くあり、その気持ちがどんどん広

がり、運動会当日までワクワクな気持ちで楽しんできました。そして当日、ワクワクドキドキで少し緊

張気味でしたが、お家の人に見守られ楽しい時間を過ごす事ができました。表現では、自分なりに動物

になりきることや、音楽に合わせて身体を動かすことを楽しんでいましたね。かけっこでは自分で決め

たかっこいいポーズで「よーいどん！」。一生懸命にゴールまで走りきる姿はとても頼もしく、生き生き

としていました。後日、感想を聞いてみると、「楽しかった。」「ちょっとドキドキした〜。」「またやりた

い！」などと、笑顔で教えてくれ、その表情は達成感や自信に満ち溢れていました。また、お家でたく

さん褒めてもらったという声がたくさんあり、それがとても心に残っているようでした。これからもた

くさんの遊びや経験を通して、アヒル組みんなで成長していきたいです。運動会の感想、心に響く温か

いお言葉がとても嬉しく思いました。ありがとうございました。また、運動会開催にあたりましての沢

山のご理解とご協力をいただきありがとうございました。 

  

 

 光を使って沢山遊んできたアヒル組の子ども達。光コーナーで物や

手等に光を当てて遊んでいると、できるのは影。子ども達はライトを

遠ざけたり近づけたりし、そのものの影が大きくなったり小さくなっ

たりすることを、不思議に思いながら楽しんでいます。また、影踏み

遊びをしてみたり、園内にある影を探してみたり、自分の影を使って

変身してみたりとあらゆる影を使って楽しんでいます。 

 

お箸 Time 

アヒル組では、お給食の時間に

10 分ほどお箸を使って食べる

練習をしようと時間を設けてい

ます。少し難しそうにしながら

も、お口まで運べた時はとても嬉

しそうに「先生見て！見て！」「先

生お箸で食べれたでー。」等と、

お箸を使って食べることができ

る子が少しずつ増えてきました。

お家でもお箸 Time チャレンジ

してもらえると幸いです♪ 

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！箱、布や

毛糸をお持ちいただきたいです。宜

しくお願い致します。 

 

光 → 影 

 



 

 

  

 季節の移り変わりは早いもので、あっという間に衣替えの季節になりまし

たね。子供たちの遊びにも変化が見られるようになり、今までは個々の遊び

だったところが、「今日もかくれんぼしよう。」と誘い合い気が付けばクラス

みんなで同じ遊びを行っているほどです。年少さんのかくれんぼ、隠れ方が

バレバレでとっても可愛いです♪笑 それでもみんな真剣で、見つけてもら

った時の嬉しそうな表情、「もう一回しよう！」「あともう一回！」と次への

期待する表情、一つの遊びにも様々なストーリーが見られ、ルールを知り、

遊び通して学んでいるんだなと私も全力で取り組んでいます。今月も体調に

気を付け過ごしていきましょう。どうぞ宜しくお願い致します。 

今月も、 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・じゃまじゃままんからすり抜ける楽しさを味わいます。 

・園内に実った秋の味覚を味わいます。 

・遠足で見つけた自然物を使って遊びます。 

・給食時、お箸タイムに挑戦していこうと思っています。 

 

 

運動会たのしかった！！！ 

先日は運動会にお越しいただきありがとうございました。夏のような暑さの中での開催になりました

が、子供たちの持っている力に驚き、感動の一日になりました。運動会の数日前から、お家の人が応援

に来てくれるのを楽しみにしていて、「今日は来なかったね。」と普段の保育の日に残念がる姿もあった

ほどで、いつも楽しく取り組んでいました。かけっこで走ることも「そんなん出来るよ！」と、どんな

障害物にも積極的に挑戦し、「今日も体育遊びある？」と毎日聞いてくれる子もいました。そんな風に

園に来る楽しみが増えていくことも嬉しい事の一つで、運動会の取り組みを通して体の面でも心の面で

も、また一つ大きくなった子供たちだな～と成長を感じています。当日の姿は、一人一人違いますが、

心がドキドキする緊張を覚え、大きな舞台で見てもらう喜びを感じ、メダルをもらった嬉しさを共有す

るなど一学期からの過程を通して、力が発揮できました。心からの拍手を送りたいですね。そして、こ

れからの年中さん、年長さんでの姿もまた楽しみになりました♪当日は温かい応援、そして行事感想も

書いてくださり本当にありがとうございました。 

フルーツポンチを作ろう！！ 

大好きになったフルーツポンチ、ぷわぷわ、しゅ

わしゅわの音も楽しんでいて、おままごとのメニ

ューにもフルーツポンチが登場するほど身近なも

のになっています。今回はぷわぷわ、しゅわしゅ

わを楽しんでもらおうと、シャボン液と絵の具を

混ぜて遊びました。遊びの導入から、「わ～！すご

い！」と声があがるほど大きく膨らむ様子に心を

動かす子供たち。いざやってみるとなかなか膨ら

まない。。と苦戦する子もいましたが「ぶどう味に

しよう。」「めっちゃぷわぷわになってきた！」と

泡を見つめたり触ってみたり、色々な感性を働か

せ美味しいフルーツポンチが出来上がりました。 

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。５００㎖以下のペットボトル、蓋のつ

いた空き箱がありましたら持たせてあげて

ください。その他の素材も募集します。 

 

パンダスタジオ 
１１月号 

パンダ組クラス通信 

担任：久川純奈 

どうしたら美味しい

トマトになる？ 

トマトの実が出来た！ 

いっぱい水をあげよう！ 

トマトちゃんの前でフルーツポンチを踊

って元気をあげる！ 

フルーツポンチも食べさせてあげたい！ 

園内のみかん、ザクロ フルーツポンチを食べたいな。 



 

 

  

 園庭の木の葉も色づきはじめ、本格的な秋の訪れを感じる今日この頃。先月

は、運動会にお越し頂きありがとうございました。運動会が終わってからも

｢フルーツポンチ、みんなで作ろう！｣とみんなで踊ったり、お外遊びでは｢み

んなでよーいどん！しよう！！｣と子どもたち同士で遊びに取り入れる姿が

みられ、クラスのお友達との関わりがぐっと深くなったように感じます。今月

の保育参観も、動画配信となりますが、一学期とはまた違った子どもたちの姿

やお友達との関わりをご覧頂けたらと思っています。今月もどうぞ宜しくお

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 

１１月号 

今月の主な遊び・活動 

・楽器を使ってリズム遊びをします。 

・自然物を使って遊びます。 

 

 

 

花組さんとパラバルーンで遊びました！ 

 運動会前から、お部屋の前ではよく年中さんのお

兄ちゃんお姉ちゃん達がパラバルーンで遊んでいま

した。いつも楽しそうな曲が流れるとお外に行きパ

ラバルーンを眺めていたコアラ組の子どもたち。 

ある日同じようにお外でみていると、｢コアラ組さん

も一緒にやらない？｣と、年中の花組さんが遊びに誘

ってくれました。ずっとやってみたかったパラバル

ーン！！かっこいい年中さんに混じってパラバルー

ンで遊んでみました。 

｢こうやってやるねんで！｣と教えてもらいながら、

曲に合わせて遊んだり、特別にパラバルーンの下に

潜り探検に行ったりと他学年のお友達との交流も深

め、とても貴重な経験になりました。 

 

ＢＢＱ屋さんです！ 

パラバルーンの経験から、お部屋に新

しくキャンプコーナーが出来ました。

これからどんな遊びが展開されてい

くのか、また参観動画や来月のクラス

通信でお伝えしていきたいと思いま

す。お楽しみに！！ 

パラバルーンってテントみたい！ 

 花組さんとパラバルーンで遊んだ後、

｢なんか、パラバルーンってテントみたい

やったな。｣と、1 人のお友達がぽつりと

つぶやきました。ちょうど｢たのしいなつ

やすみ｣を使って夏休みの経験を発表し合

っていたこともあり、クラスみんなで会話

を進めていると、｢じーじとばーばとＢＢ

Ｑした！｣｢テントでお泊まりした！｣と、

他のお友達もテントにまつわる経験を教

えてくれました。そこで、コアラ組にキャ

ンプコーナーを作って、遊んでみることに

しました。 

 

今月から給食の時間に｢お箸タイム｣を取り入れます。お

箸の持ち方や器に手を添える、足を床に付けて正しい姿勢

で食べる等、食事のマナーにも気を付けていく時間として

チャレンジしていきたいと思います。是非ご家庭でも、一緒

にお箸の持ち方や座り方をお話いただけたらと思います。

宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

引き続き、今月はキャンプコーナーで遊べる素材・タオル・ 

空きカップ等を集めています。 

体育遊びでもパラバル

ーンをしました♪ 

大きなパラバルーン

も体験しました♪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

色とりどりの落ち葉や風の冷たさに、晩秋を感じる季節になりました。

皆様、体調お変わりないでしょうか。 

 運動会が終わったひばり組さん、寒い日が続きますが…なぜかどんどん

元気が出ているようで、朝のコーナー遊びではお友達同士で声を掛け合っ

たり、先生がすることに対して大きく笑ってみたり、毎日お部屋の中で沢

山の声が飛び交っています。それも二学期になって、友達関係が広がって

いたり、クラスの仲間への安心感や一緒にいる楽しさを感じているからこ

そと思います。これからも皆と一日一日を大事に、過ごしていきたいと思

います♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひばりたちの 

おしゃべり 

ひばり組クラス通信 

担任：山岡桜子       

11 月号 

今月の主な遊び・活動 

・リトミックで音の高低・大小を聴き分け、 

自分なりに表現をする。 

・遠足で集めたものを使って遊ぶ。 

 

 

フルーツポンチおいしかったでしょうか？ 

運動会、暑い中のご参加ありがとうございました。

子ども達も練習の時から「上手に踊れるようになっ

たから、誰かに見せたい！」と言う気持ちで本番に

臨んでくれていました。お家の人が見に来てくれて、

いつも以上に笑顔溢れる表現になったのではないか

と思います。行事へのアンケートもご記入頂き、あ

りがとうございました。子ども達、成長した姿を見

せてくれましたが、保護者の皆様が笑顔で幼稚園へ

送ってくださるからこその成長です。いつも本当に

ご協力頂き、ありがとうございます。これからもど

うぞよろしくお願い致します！ 

 

みかんはだめ？次はどうしよう… 

 釣り竿にみかんを付けて試してみた子ども達。みかんをあ

なぽこの中に入れてもなかなかカエルさんやモグラさんは

出てきません…。そこでまた皆と話し合いました。出てきた

のは「カエルは、みかん食べないんちゃう？別のにしよう

よ。」という事でした。「何がいいかな？」と考えるうちにバ

ナナ、ぶどう、きのこ、どんぐり…など様々な物が出てきて、

最後に「紙で作る！」とお友達が。じゃあ子ども達が提案し

てくれた食べ物を紙で作ってみよう！とハサミでチョキチ

ョキして作りました。ぞれぞれが思い描く食べ物を作り、カ

エルさんやモグラさんに対しても「喜んでくれるかな？」と

考えながら、活動しました。 

年中さんたちと一緒のパラバルーン 

 運動会アンケートで、印象的だったものに「パラバ

ルーン」と書いてくださる方も多くいらっしゃいまし

た。子ども達も年中さんが練習している時から気にな

って、「楽しそう！やりたい！」と言いなが眺める様子

が見られていました。そんなひばり組さんにある日、

國田先生から素敵なお話が…。なんと体育遊びでパラ

バルーンをすることになりました！大好きな國田先

生と一緒に楽しみにしていたパラバルーンが出来る

となり、子ども達はずっとニコニコの大笑いで取り組

んでいました。パラバルーンでお山を作って登った

り、皆で中に入ってみたり、存分に 

楽しむことが出来ました。 

あなぽこ（穴）の中にいたのは… 

 園庭に遊びに行くと、必ず「あなぽこ」の中

を確認する子ども達。モグラさんがいるかな…

ミミズさんがいるかな…と毎日見ていました。

ある日、いつものように穴の中を見に行くと、

なんとカエルがいました。皆は「あなぽこの中

にはカエルさんが住んでいたんだ！」と大発

見！とても喜んでいる様子でした。そこから、

「中にいる生き物と仲良しになりたい。」とご

飯をあげることに…。どうやってあげるか考え

た末、お魚釣り（釣り竿）を作って、そこにご

飯を付けてみることになりました。ご飯も何が

いいか考えて、園内にある「みかん」にするこ

とに。早速自分で作った釣り竿にみかんを付け

て、あなぽこの中に入れてみました。子ども達

も沢山の経験の中から、自分で工夫して試して

みる、という姿が見られます。 

ありがとうございます♪ 

いつも素材をありがとうごさ

います。毎日、沢山の素材に囲

まれて子ども達の見立て遊び

もどんどん広がっています！ 

 


