
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

長い夏休みが終わりました。皆様いかがお過ごしでしたか？夏季保育

では、久々に登園した子ども達が「○○したよ。」「○○行ったよ。」と夏

の思い出をとても楽しそうに語ってくれました。子ども達にとって、と

ても素敵な夏になったようです。保護者の皆様にとっては、忙しい夏だ

ったのではないでしょうか。お疲れ様です。 

さて、いよいよ二学期が始まりました！大きな行事もあり、クラスの

一体感も深まる大切な時期です。子ども達にとって幼稚園で過ごす最後

の二学期ですので、改めて、子ども達にとって特別な時間になるよう、

毎日を精一杯頑張ります。今月からもよろしくお願いいたします。 

ヒカリっ子便り 

光組クラス通信 

担任 田中祐太 

９月号 

これは何の種？？ 
 ５月のクラス通信にも記載していた柿の種。結

局、芽が出ませんでした。「なぜだろう」と疑問に

思うと同時に、悔しいなと話していた子ども達。

その後、様々な種を見つる度にプランターに植え

て水をやり続けていました。それでも芽が出ず、

肩を落として迎えた夏休みでしたが、なんと夏季

保育中にいくつかの芽が出て育ち始めたので

す！！8 月後半、改めてプランターを見るとびっ

くり！さらに茎や葉を伸ばし、しっかり育ってい

ました。しかし、数種類の種をひたすらに植えて

水をやり続けていたので、何が育っているのか全

く分からないという結果に(笑) 

まずは皆と観察し、その特徴か 

ら図鑑などで調べてみようと思 

います。さて、どうなるんでしょ 

うか。続報をお待ちください＾＾ 

地蔵祭り♪ 
地蔵祭り当日、その日参加した子ども達と数

珠送りやお地蔵様へのお参りを体験しました。

目を瞑って手を合わす姿が、なんとも可愛らし

くて微笑ましかったです。その後、ヨーヨーつ

りや輪投げなども夢中になって楽しみました。

お弁当を食べた後は引換券を握りしめながらデ

ザートももらいに行きます。最後はお地蔵様の

お話を聞いて、、、楽しさが盛り沢山な地蔵祭り

でした♪ 

今月の主な遊び・活動 
・みんなで読んだお話の続きを考えて、空想の世界を楽しみます。 

・リレーなどの勝ち負け遊びをする中で、作戦会議を開いてみた

り、自分や友達の役割を意識しながら勝負に挑みます。 

 

 

 

願い事、届け！ 
 7 月の火祭りでは、七夕で書いた短冊を燃や

し、天まで願いを届けました。全クラスの笹の葉

を集めて燃やすと、出てくる煙も大きくなりま

す。「おおぉ～。」と声を挙げて煙の行く先を見つ

めていた子ども達でした。お部屋に戻ると「はい、

これで願いはかないま～す。」と言って満足そう

にお茶を飲む子がいて、思わず笑ってしまいまし

た＾＾みんなの願いが叶いますように。 

水遊びを楽しみました♪ 
 待ちに待った 7 月の水遊び当日。水鉄砲やプールでの

遊びだけでなく、水上カルタや水の道作りも楽しんでいま

した。光組では、一学期のコーナー活動で、水の道作りが

盛り上がっていましたね。水遊びの日も、手慣れた様子で

素材を組み合わせて、複雑な道作りを楽しんでいました。 

その横では、瓶に水を入れ、叩いた時の音の違いを楽し

む等、水を使っての遊び方も様々でしたが、それぞれが夢

中になれる時間を過ごせたのではないかなと思います♪ 

お願いします 
 いつも様々な素材の提供、ありがとうござ

います。引き続き募集しておりますので、不要

の空き箱等ございましたらお持ちください。

よろしくお願いいたします。 

 



 

 

 

 

 

 

まだまだ残暑が続いていますが、皆様お変わりはありませんか。夏休みが終わ

り、2 学期が始まりました。こんがりと日焼けした子ども達は、夏休みの思い出

を友達に話している姿から、楽しさが伝わってきました♪子ども達同士のやりと

りからは、話す力と聞く力がぐんと育ってきているなぁと感じました。2 学期は

大きな行事が沢山あります。子ども達の新しいことに挑戦したい気持ちや、「やっ

てみたい！」を受け止め、色々なことに挑戦できるよう、励ましながら一緒に楽

しもうと思います。そして色々なことを経験し、遊びを深めていきたいと思いま

す。二学期も、子ども達に寄り添いながら、笑顔で楽しく過ごして参ります。至

らぬ点もあるかと思いますがどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望の松の木 
9 月号 

松組クラス通信 

担任 河谷茶々      

今月の主な遊び・活動 

・移動動物園で様々な動物に出会い、触れたり観察

して、スケッチをします。 

・音楽を聞いて、自分なりの表現遊びを楽しみます。 

 

 

日本の行ってみたいな♪こんなとこ。 

日本の地図に興味を持ち、日本には大阪以

外にも沢山の都道府県があることを知った

松組の子ども達。いろいろな地方の自然があ

る場所や、その土地の素敵な場所を知るため

に、旅の本を見ました。そして日本のどこへ

行ってみたいかをグループで相談し、発表し

あいました。“山の中の温泉”“綺麗な滝”“キ

ャンプ場”“有名なグルメ”等それぞれのグル

ープが選んだ場所には理由があり、なるほ

ど！と思う発表内容でした。 

日本の素敵な場所を知る、 

良い機会となりました。 

和菓子作り①（実験） 

 昔のお菓子の会話が広がったり、和菓子コーナーで遊ぶ中で、「和菓子作りたい。」と子ども達。まず、どんな和菓

子を作りたいかをクラスやグループで相談した結果、飴を作ることになりました。作るためには何が必要か。どうや

って作るのか。を全て子ども達が考え、早速実践してみました。まずはお砂糖と水を混ぜるとどうなるのかを実験し

てみると「うわ！お砂糖溶けたー。」と大発見！お砂糖は水に溶け、次にそれを温めるのか冷やすのかで意見が分か

れ、どちらも試してみることにしました。1.冷やしてみると、状態は変わらず飴は作れませんでした。「飴出来へん

かったな、実験失敗やなぁ。」と残念がっていた子ども達。2.「じゃあ次は温めよ！」と早速温める実験開始です。

何分間温めるのかも子ども達が決め、上白糖と三温糖の 2 種類を温めました。１分では…「ぜんぜんまだやな！」

１０分では…「まだあかん！」と子ども達が見た目や混ぜてみた感覚で判断し、次は、３０分温めながら混ぜていく

と、グツグツ沸騰し始め、匂いを嗅ぎ、飴の状態へと変化する様子を興味津々で見ていました。そして冷まして完成！

「すげぇ。」「きれい〜。」とみんなとても嬉しそうでした。自分達で考えたり、調べたことを試してみたり、そして

失敗したからこそ気づきがあって、新たな考えから成功へと繋がった飴作りでした！さて、お味はどうかな？ 

和菓子作り②（いただきまーす♩） 

「めっちゃ甘くて美味しい！」「茶色の方が味が強い。」等、

いろんな感想を言い合う子ども達。自分達で作った飴はよ

り一層美味しかったようで、満面の笑みでした。最後には

「実験成功〜！」と拍手し大満足でした。また、園長先生

や國田先生にも食べてもらい、「美味しい！」「すごいねー。

元気出た！」と言ってもらい、自分達が作ったものを人に

食べてもらう喜びも感じていました。 昔の人にとって、

飴は貴重なお菓子だったことも学ぶ機会になりました。 

お願いします 

ティーシャツと布を集めています！ 

（どちらも3～5cm幅で長さ50cm以上で切って

お持ちいただけると嬉しいです。） 

 

 

 

 

 

 



９月号 

 

 

 

 

 

   

 まだまだ残暑厳しい日が続いておりますが、皆様お変わりありません

か？夏休みが明け、いよいよ２学期がスタートです。ちょっぴり日焼け

した子どもたちは、夏休みの楽しかったことを嬉しそうにお話していま

す(^^)行事も盛りだくさんの２学期。行事を通し、クラスみんなで力を合

わせること、話し合うことも一段と増えていきます。時には、自分の思

い通りにならないことやうまく伝えられないこともあるかもしれません

が、お互いの気持ちを知ったり、お友達を思いやったりする心も大切に

していきたいと思っています。今月もよろしくお願いします！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぽかぽか 梅っこ日和 

梅組クラス通信 

担任 髙石晴香      

今月の主な遊び・活動 

・火の熱を使って、お湯を沸かしたり、何かを煮だして染遊びをします。 

・種を育てるにあたり、かかしも必要との意見が出たので、かかし作り

にも挑戦します。 

 

 

ほしきちさんにもらった種 

７月、七夕のお楽しみ会で、星の神様のほしきちさん

に、なにかの種をもらいました。「この種を育てたい！」

という意見が多かったので、「育てるには何が必要か

な？」と話し合ってみました。すると、植木鉢、土、水、

太陽、虫よけのネットなどが出てきました。「でも、植木

鉢とか土とかネットはコーナンにしかないで！」「園長先

生にお願いしよう！」「なんでも買ってくれる訳じゃない

から、お手伝いしなあかんで！」と、子ども達だけでどん

どん話が進みました。後日、園長先生に「何かお手伝いす

ることはありますか？」とみんなで聞いてみると、園庭の

雑草抜きのお手伝いをすることになりました！ 

地蔵祭り楽しかったよ！ 

 みんなのことをいつも見守っているお地蔵様に、

お線香をあげて手を合わせたり、数珠送りをしたり

して、「見守ってくれてありがとう。みんなが元気で

いられますように。」の気持ちを届けました。ゲーム

の屋台では、「ヨーヨー１０個も釣れた！」「スーパ

ーボール山盛り取れた！」と大盛り上がり(^^)的当て

のボール投げは、さすが年長さん！という力強さと

命中率でした(笑)今年は、デザートのお店もあり、チ

ケットを持ってお買い物もしました♪自分で選んだ

あまーいデザートは、また格別だったようです(^^) 

これからもみんなが元気に過ごせますように…♡ 

雑草抜きのお手伝いに挑戦！ 

さっそく園庭に出てみると「先生、これも

雑草？」「ここにもある！」と宝探しのよう

に見つけ出す梅組さん！中にはしっかり根を

張った雑草もあり、自然と「みんな手伝っ

て！せーの！」と力を合わせる姿が見られま

した。両手いっぱいに「こんなに取れた！」

と見せてくれたり、クラスみんなで頑張ると

ものの１５分ちょっとでゴミ袋の半分ほどの

雑草が集まりました。園長先生や事務所の先

生達にたくさんありがとうを言ってもらい誇

らしげな表情の梅組さんでした(^^) 

園長先生にお手紙を書きました 

ゴミ袋いっぱいになった雑草を持って園長先生に

報告に行き、「種を育てたいから、植木鉢とか買って

ください。」とお願いする子ども達。お手伝いをして

から頼むというなかなかの交渉術でした(笑)交渉は

成功し、次は「欲しい物を紙に書いてきて下さい。」

というミッションに挑戦することに。「植木鉢何個に

する？」「土はこげ茶色のやつやで。」「最後はよろし

くお願いしますって書こう。」と、どのような文章に

するかみんなで話し合いました。決定した文章をお

手紙に書き、園長先生に渡しました。無事に育てら

れるのでしょうか？２学期、いよいよみんなで育て

たいと思います！ 

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。今月は、不要な割り箸、アイスの棒、布

などがあれば、ご協力お願いいたします。 

 



 

 

  

 まだまだ暑い日が続きますが、夏休みはいかがお過ごしでしたか？ 

久しぶりの登園に生活や気持ちのリズムもそれぞれあると思いますが、夏の

思い出を語らいながら、少しずつ園生活のリズムを取り戻していけたらと思

います。 

さて、２学期は沢山の行事がありますが、様々な出来事を子どもたちと一

緒に経験し、感じられる気持ちを共感しながら楽しんでいきたいと思いま

す。ぜひ、保護者の皆様にも一緒に楽しんでいただけたらと思います！ 

今月もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・絵の具を使ってダイナミックに表現したり細かい表現を

して遊びます。 

・友達との力合わせができる遊びの中で、難しさや上手くい

ったことなど、気持ちの伝え合いを大切に取り組みたいと

思います。 

 

 

七夕お楽しみ会 

今年のお楽しみ会には、ほしきちじいさん、め

らめらひのこちゃん、さらさらしずくちゃん、は

っぱのもりたくんという自然に纏わる登場人物

がみんなの前に現れて、無くしてしまった物を

探してほしいというお願いがありました。みん

なでヒントを手掛かりに園内を探すことにな

り、一つ目のところには、次の場所のヒントが書

かれており、二つ目のところに行ってみると、小

さな巾着が…。見つけた物をほしきちじいさん

達に伝えると、「美味しい物ができるから、みん

なで育ててほしい。」と巾着と素敵な栞をプレゼ

ントしてくれました。お部屋に帰って巾着の中

身を見てみると、青い小さな種でした！ 

青い種からどんなおいしいものができる？ 

「青い種やからブルーベリーか、ブドウやと思

う！」「カメレオンみたいな形の実ができるかもし

れん！」といろんな想像が膨らんでいきました。 

そこで、形の整ったものばかりが実るわけではな

く、いろんな形、色があることを紹介してみると、

不思議そうに見ていた子どもたち。その後、クレヨ 

         ンと水彩絵の具を使ってそれ

ぞれどんな形？どんなものが

実るか想像して描いてみまし

た♪ 

いろんな果物を見てみよう！ 

夏休み前にビワやスイカを食べて果物の実や、中

に種があること、種の大きさや数にも着目していま

した。他にも、ライチ、オレンジ、キウイ、ゴール

ドキウイ、プラムなどを別の日に用意してみんなで

見てみることに！切る前の果物の手触りを感じた

り、切ってからの断面を見てみると「リンゴ切った

ら星の形に見える！」や、「先生、違う切り方してみ

て！」と提案する声があがってきました。また、切

った断面をよく観察してみると、キウイの種は何個

あるんだろうと一生懸命数えてみる姿や、「食べれ

ない種もあるけど、キウイの種って食べれるな

ぁ！」という気づきから、「ポップコーンも食べれる

種？？」と新たな疑問が出てきました。見て、触っ

て、匂ってみて五感で感じたこと、気づいたことを

伝え合って楽しめたひと時でした(^^) 

 

お願いします 

いつもご協力ありがとうございます。 

名前の消えているものや、シールが外れてし

まったものがないか改めてご確認ください。 

よろしくお願いいたします。 

桜 の みち 

 
９月号 

桜組クラス通信 

担任：久保果穂 



 

 

  

 猛暑が厳しいですが、皆様、体調などお変わりはないですか？ 

夏休みが終わり、今日から２学期が始まりますね。２学期は大きな行事

もいくつか控えていますが、「行事」と囚われ過ぎず、遊びの１つとし

て、めいっぱい子ども達と楽しめたらいいなと考えています。 

また、１学期よりもさらに子ども達とのやり取りを大切にしながら、

過ごしたいと思います。お家での様子で気になること等ありましたらい

つでもお話下さいね。一緒に子ども達を見守って行けたら嬉しいです。 

 

 

 

 

 

 

 

・ルールのある遊びから、リレー遊びなどの勝ち負けのある

遊びを楽しみます。 

・調べてきたことや発見したことを自分なりに発表する機

会を作り、そこから宇宙のことについて話し合ったり考え

たりしながら、色混ぜ遊びやコラージュ遊びに繋げられた

らと思います。 

 

 

水遊び、楽しかったね！ 

７，８月には、子ども達もずっと待ち遠しく思って

いた水遊びがありました。水遊びの前に、荷物チェッ

クでバックの中に入っているものをみんなで確認し

たのですが、「みて！こんな水着やねん！」「私のはこ

れやで！」と見て見てコールが沢山で、お気に入りの

物を用意してもらったんだな。と微笑ましく思って

いました。いざ水遊びの日になると、水鉄砲とスーパ

ーボールすくいが人気でしたが、年長ならではの、自

分たちで、とゆを組み合わせて水が流れる道作りコ

ーナーも熱心に取り組んだり、自分たちで作ったカ

ルタを水の上で遊ぶコーナーで、弾ける水を楽しむ

姿もありました。 

そんな「太陽」のお話をしていたのですが、 

太陽→空→宇宙とお話は宇宙まで広がりました。そ

こで私が「宇宙人って知ってる？」と、ある宇宙人

の写真を持ってくると、「この子知ってる！」 

「見たことある！」と会話の時間に大盛り上がり。 

「どこで見たの？」と聞くと、「釣りをしてる時、

海の中におった。」「隣の家の屋根の上。」などと何

とも不思議なお話が・・・この時の会話は夏の夜に

怪談をしてるかのような、ちょっと怖いけど気にな

る・・！という雰囲気でした。笑 

太陽のパワーで遊ぼう！ 

「木」のお話から「太陽」のお話をしていた椿組。 

暑い時には「太陽のパワー強すぎ！」など、太陽のパ

ワーを身近に感じ、親しみを持っていました。 

時には虫眼鏡を使って太陽のパワーで紙を燃やし

てみたり、日光写真にも挑戦してみたり・・・ 

ちなみに、７月号で紹介した太陽のパワーの実験の

豆はこんなに大きくなりましたよ♪ 

椿の知らせ 
９月号 

 椿組クラス通信 

担任：吉田 真侑 

宇宙人って・・・？ 

 

ありがとうございました！ 

 

今月の主な遊び・活動 

 

 

七夕祭り、火祭り 

７月７日の七夕の日に、年長さんがホールに集まる

と、「ひのこちゃん」「もりたくん」「しずくちゃん」「ほ

しきちさん」という自然の中の妖精？のようなお友達が

現れました。そのお友達が困っているとのことで、助け

てあげるとほしきちさんから美味しい食べ物になる種

をもらえました。その時、椿組には「オレンジの果物が

なる木へ行け。」というお題が出たのですが、子ども達は

「ビワやったらこっちや！」「みかんの木ちゃう？」「な

いなあ。」「こっちにもみかんの木あるで！」「あ！ほしき

ちさんの落とし物あった！」と、沢山生えている木の中

で、どれが何の木か知っていて、問題を解決してく姿が

すごく逞しく思えました。 

 

可愛い葉書がいくつか届きました！ありがとう

ございました♪ 

葉書・お手紙コーナーも出来、みんなでお部屋で

も送り合ったりしています！ 

 
スイカの種も大きく

なりました♪ 


