
 

 

  

 長期のお休みを終え、いよいよ今日から二学期がスタートします。

お休みの間は、ご家族でリフレッシュされましたか。体調などはお変

わりありませんでしょうか。私と、星組の生き物たちは、子どもたちに

会えることを心待ちにしていました。生き物たちも元気いっぱいで

す！まだまだ暑い二学期ですが、水分補給や体調管理などもしっかり

行いながら、わくわくするような活動を行っていきたいです。二学期

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 

・音楽に合わせてパラバルーンで遊ぶことを楽しみます。 

・二人組でのかけっこに挑戦します。 

・バチを使っての掛け合い遊びを楽しみます。 

・絵具で描いて遊びます。 

 

 

ぼくたちは宇宙人？どんな惑星に住みたい？ 

宇宙人になりたいと考えていた子どもたちに、「ぼ

くはうちゅうじん」という本を読んでみました。他の

惑星にいる人からは、地球に住むみんなが宇宙人なの

だということを知り、「えー宇宙人やったん？」とび

っくり仰天。色水を作る遊びが大好きな子どもたち

と、赤、黄、青、白の粘土を色混ぜして、「こんな惑

星に住みたいな。」とイメージしながら遊びました。

「この色きれい！」「どうやって作ったん？」と子ど

もたち同士で教え合いながら、出来ていく色に心躍ら

せていました。お気に入りの色が沢山出来るとそれを

混ぜてマーブル模様にしたり、合体して大きな惑星に

したり…。その混ざり合う色合いにうっとり。 

こんな惑星あったらいいなが出来上がりました。 

今日水遊びできる？ 

とっても楽しみにしていた水遊びの日。朝から

うきうきで、水着に着替えました。水風船を触っ

たり、投げたり、顔にくっつけたり同じ道具でも

楽しみ方はそれぞれ違っていたり、大きなプール

ですいすい泳ぐ姿は、とても気持ちよさそうでし

た。竹を斜めに固定して置いておくと、そこから

水を流す遊びも始まり、流れる水をじっと眺めて

いる子もいて、面白いポイントを見つけてじっく

り試す、そんなそれぞれの遊びの広がりが面白か

ったです。 

ロープがあればいける？？ 

宇宙まで行ってみたいけど、どうやって行

く？？の会話で出てきた作戦その 1。『長いロー

プを作る』を早速実践してみることにしました。 

折り紙の紙帯を丸く繋げて、長く長く。はじめ

は苦戦していた子どもたちも、一つ繋がるたび

に「見て！」と嬉しそうな顔で伝えてくれ、隣の

子と長さを比べたり、「合体させよ。」とさらに長

く繋げていました。気が付けば、クラスみんなで

合体し、一本の長いロープが！！「お外に持って

行こう。」とみんなで運んでいるうちに、はずれ

てしまい、「修理、修理～！」と何度も修復しな

がらみんなで作り上げていました。「でも、次は

もっと強いの作らなあかんなぁ～。」と作戦２へ

と続いていきそうです。 

カエルってすごい♪ 

幼稚園で捕まえたアマガエル二匹。カエルのため

（エサ）にと蜘蛛を捕まえて、コオロギを捕まえて、

虫かごに入れています。入れるとすぐ捕まえ頬張る

カエルのその食べっぷりに、「人もさ、上からごはん

落ちてきたら、こんなに早く食べられたらいいのに

な。」と大興奮。しばらくすると、綺麗な緑色だった

カエルの体が茶色に…。数日経つと、白っぽい…? 

図鑑を読んでみると、アマガエルは住む場所の色に

合わせて体の色を変化させられる事を知り、「すご

い！じゃあ、水の中に入ったら透明になるってこ

と？？」と夢と期待が膨らむ子どもたち。子どもたち

の柔軟な発想力と吸収力には驚くばかりです。 

お願いします 

いつも素材集めにご協力頂きまして、ありがとうご

ざいます。今回も引き続き、カプセルトイのケースを

募集します。その他、ペーパー芯や空き箱など不要の

ものがありましたらお持ちください。どうぞ、よろし

くお願いいたします。 

 

 

天 体 観 測 
９月号 

宇宙(星)組クラス通信 

担任：久川純奈 



 

 

  

 厳しい暑さの中での夏休みとなりましたが、皆様はいかがお過ごしでした

か？気が付けば、セミの声も小さくなっていて、少しずつ秋に近づいていま

すね。さて、今日からは、いよいよ２学期が始まります。運動会や音楽会と

子ども達にとっても楽しみなイベントがたくさんある２学期ですが、一緒に

楽しんでいけたらいいな、と思っています。そして、子ども達の興味・関心

の種を拾いながら、さらに遊びも深めていきたいです。 

 今月もどうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・音楽に合わせて身体表現を楽しみます。 

・バチや楽器を使ってリズム遊びを楽しみます。 

・２人組でのかけっこに挑戦します。 

・色んな形を組み合わせて見立て遊びをします。 

 

 

アボリジニアート やってみよう！ 

 先月に引き続き、オーストラリアのアボリジニ

のお話。皆さんは、アボリジニアートをご存知で

すか？細かなドットを使って表現を楽しむ、ア

ボリジニの文化の１つなんですが、実は、幼稚園

にもあるんです！アトリエに飾ってある絵がこ

のアボリジニアートなのですが、オーストラリ

アの話をきっかけに、子ども達と見に行くこと

にしました。すると、「これ全部点々なん！？」

「めっちゃ綺麗やな～。」と、様々な感想を持っ

た様子。それから、自分達でもアボリジニアート

に挑戦！１つ１つ集中して描く姿がとっても印

象的でした。 

地蔵祭り 

 いつもみんなのことを見守ってくれているお地蔵

さま。そんなお地蔵さまに感謝の気持ちを伝える

地蔵祭りがありました。当日は、ヨーヨー釣り

や、的当てなどのゲームを楽しんだり、盆踊りを

踊ったり、たくさん遊びましたよ！もちろん、お

地蔵さまへのお参りも欠かしません。子ども達も

真剣な表情で手を合わせていました。みんなの思

いはきっとお地蔵さまに届いているはずです♪そ

して、今年は、デザートの屋台も登場！ジュース

と好きなデザートを自分達で買いに行きました。

たくさん遊んで、たくさん食べて、心もお腹もい

っぱいになった楽しい１日でした♪ 

この楽器はどんな音？ 

 7 月にあった七夕のお楽しみ会。色んな楽器

での演奏を聴いて楽しみました♪そんなこと

をきっかけに出来たのが、色んな楽器で遊ぶ

コーナー。楽器ごとの音色の違いに気づき、

面白がっていた子ども達に、もっと色んな音

に触れて欲しいな、という思いで用意しまし

た。初めて見る外国の楽器は、見た目も面白

く、音も今まであまり聞いた 

ことがないようなもので、子 

ども達もびっくりです！今で 

は、毎日子ども達の演奏が聞 

こえ、コンサートが開かれていますよ♪ 

楽しかった水遊び♪ 

 ７月には、みんなが楽しみにしていた水遊びも

ありました！前日から、「明日はプールでしょ？」

「早くしたいな～。」と、わくわくしていた子ども

達でしたが、当日も、思いっきり楽しみました

よ！お友達と水の掛け合いをしたり、大きなビー

ト板を使ってバタ足にチャレンジしたり、色んな

ことを楽しみました♪終わってからは、「またした

いな～。」と、来年まで待ちきれない様子でした。 

お願いします 

・お箸を使って最後まで食事ができるよ

うに意識したいと思いますので、ご家庭で

もご協力をお願いします。 

・造形コーナーで使用する素材を集めて

います。（空き箱、透明カップ等） 

 

 

９月号 

 雪組クラス通信 

担任：村中千秋 

雪 景 色 



 

 

  

 

 今日から 2 学期を迎えましたが、残暑で汗ばむ日がしばらく続きそうです

ね。皆さま、夏休みはいかがお過ごしでしたか？ 

月組の子ども達は、久しぶりの登園に少しドキドキしている様子もありま

したが、数分経てばいつも通り楽しくお友達と遊ぶ姿があり安心しました。

「こんな楽しいことがあったよ！」「こんなところに行ったよ！」と夏の思い

出を話してくれる顔は、少し日焼けをして、少しお兄さんお姉さんになった

ようです。引き続き暑さ対策を徹底しながら、楽しい時間を過ごしていきた

いと思います。２学期もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・様々な楽器に触れて遊びます。 

・水や氷の冷たさや感触を味わいながら、遊びます。 

・パラバルーンを楽しみます。 

 

 

 

太陽さん出ておいで～！ 

7 月、待ちに待ったプール遊びの日！お天気は残念

ながら雨…。何週間も前から芝生のプールを見ては「い

つ入れるん？」と楽しみにしていただけに、しょんぼ

り気味の月組さん。 

でも、そんな悲しい気持ちも「太陽さん来てくれる

ように呼ぼう！」という提案から切り替わり、お空か

ら木の実幼稚園までの道を作ろう！と粘土を繋げる遊

びに発展しました。「通りやすいように橋はでっかいの

にしよう。」「お菓子あったほうが喜んでくれるかな

あ。」と優しいみんなの思いが届いて、午後からはお外

遊びができるまでにお天気になっていました☀ 

 

こんな色ができたよ 

 ７月もマーカーやお花を使って色水あそびを楽

しみました。作った色水を傘袋に注いで遊んでい

ると、ここでもお友達と協力する姿が見られまし

た。袋の口が小さく一人では注ぐのが難しいため

「私持ってあげるね。」「じゃあ次は僕持つね。」と

自然と助け合いの気持ちが広がっています。 

完成した色水を、窓際に飾っていると色が透け

て水がきらきら光りとっても綺麗です☆綺麗なお

水を見て、「薄くて透ける色が作りたいなあ。」と

いう工夫も生まれるなど、もっともっと色水が大

好きになっています。 

やっと！！入れたよ！！ 

 「今日は、プールに入れるよ！」と朝すぐ

に伝えると「やったー！」と大盛り上がり

の月組さん。 

 「つめたーい！」と水の感触を全身で味

わいながら、水鉄砲や水風船などで楽しん

でいました♪「お顔にかかっても平気や

で。」とえっへん顔のお友達も多く、お家や

年少での経験が自信に繋がっているようで

した。 

来年も月組のみんなが大好きなプール

を、思い切り楽しめますように☆ 

絵の具で描こう 

 絵の具を使って大好きなお魚を描きました。

これまで見つけてきたそれぞれのお魚の特徴

を改めてじっくり観察。「マンボウはこんな

口。」と口をすぼめながら話し合う姿がとても

愛おしく、刺激し合いながら描き進めるみんな

がとても頼もしかったです。 

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。今月はご不要なタオルが

ございましたら、お持ち頂きたいです。 

Blue Moon 
9 月号 

月組クラス通信 

担任：田原希美 



 

 

  

 真っ黒に日焼けした子どもたちを見て、充実した夏休みだったんだなあと感じ

ています。夏休みに経験した事を次々に話してくれ、友達の話も真剣に聞いてい

ます。友達との関りが増えると、相手の意見にも耳を傾け、更に自分の思いを持

つようになり、言葉のやり取りが多くなってきました。しかし、吸収するスピー

ドが速い皆は、あまり良くない言葉を友達に向けて言ってしまったり、意味をよ

く知らずに使ってしまうこともあります。そこで、２学期は言葉使いについて会

話を深めたり、様々な取り組みの中で言葉にはどんな力があるのかを知ることが

出来るといいなと思っています。今月もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

夏と言えばプール！ですが、今年もコロナの影響も

あって、全員でのプール遊びではなく、数か所で水遊

びという形にして行いました。子どもたちが牛乳パッ

クで作った道に水を流したり、その下に入って流れて

くる水を頭で受け止め、滝行のようにしたり(笑)子ど

もたちの面白い工夫が見られました。また、水風船を

使って、お化けの絵の的に向け投げつけたり、水鉄砲

で水かけをしたり、とっても充実した二日間でした。

数人のグループに分かれプールにも入りましたが、水

が怖いと言っていた子も、水の中をワニの真似をして

歩いてみたり、水中にある宝物を集めて遊んだり、自

然と水と親しむことが出来ていました。 

クワガタ、バッタ、カナブン…と、花組には沢山の

虫を飼っています。夏休みの前には、逃がしてあげよ

うとは話していたのですが、コーナー活動の時間に

虫の家を作る子がいました。 

作った家の中に、実際に虫を入れてみたいという

話になり、入れてみると、「もっと大きい家がいいっ

て！」「逃げちゃうって！」と、虫の気持ちを代弁し

てくれる子がいました(笑) 

そこで、画用紙を折って立て、立体的にしたり、紙

帯でトンネルを作ったりして皆で大きな家を作りま

した。「動かへんなあ。緊張してるんかな。」「橋渡っ

てる！この家楽しいやろ！」と、皆で作った家に遊び

に来てくれた虫に声をか 

け得意気でした☺ 

上記でも紹介していますが、虫を逃がすまでに虫にしてあげたい事「二つ目」に、たっぷりのエサをあげたいと

話していました。そこで、市販の昆虫ゼリーのほかに、手作りのゼリーも作ってあげる事にしました。飼ってい

る虫に愛着が湧いている皆は、「絶対喜んでくれる！」「美味しいの作ってあげるからな～。」と、張り切っていま

した。当日は「何時から作る？」と、わくわくした様子で、朝から用意している材料を眺めていました。黒糖を溶

かす子、バナナを切る子、手でバナナを潰す子等、それぞれの役割を一生懸命にこなしていました。調べると、少

しの焼酎も入れるそうで、「わ！大人の匂い！」「この匂いなんか知ってる！」と、匂いも楽しみつつ、作りまし

た。冷蔵庫で固め、翌日の完成品を見て、「凄い！匂いちょっと消えた！」「めっちゃプルプルで美味しそう！」

と、皆も満足の出来になりました。いざ、虫かごに入れ、 

食べてくれるかなと、楽しみに眺めていました♪ 

お願いします 

２学期が始まりました！もう一度、持ち物に名前の記入

があるかのご確認をお願いいたします。 

また、引き続き、素材集めにもご協力お願いいたします。

楽しい夏休みでもお伝えしましたが、種も集めています。 

Happy Flower 
９月号 

花組クラス通信 

担任：末吉奏絵 

水遊び気持ちい～♡ 虫さんのお家を作ったよ 

昆虫ゼリー食べてくれるかなあ 

今月の主な遊び・活動 

・友達とルールのある遊びに挑戦する中で、協力する難しさ

や楽しさを感じながら、勝ち負けへと意識を向けます。 

・アサガオを、色遊びや染め遊び等様々な遊びに取り入れよ

うと思います。 

 

 



今月の主な遊び・活動 

・グループで繋げたり等素材を用いて遊びます。 

・友達と力を合わせてリレー遊びやパラバルーンに挑

戦します。 

・ピアニーとベルで合わせて演奏してみます。 

 

 

お願いします 

２学期中には、お箸を使って食事ができるよ

うに意識していきたいと思いますので、引き続

きマナーも含めてご協力お願いいたします。又、

言葉遣いにも気を付けていこうと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

長い夏休み、皆様いかがお過ごしでしたか？ 7 月には、「夏休みは〜♩」と予

定を話し合い「じゃあ一緒に行こうってママに言ってみる！」と友達同士で約束

していたり（笑）そんな姿に微笑ましさを感じていました。様々な夏の思い出を

聞ける事が楽しみです♪ 

今日から２学期が始まります。個々の「できた！」は勿論、友達との関わりが

あるからこそ得る育ちも大切に過ごしていきます。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hatOVER 

鳩組クラス通信 担任 白岩千春       

9 月号 

月号 

「先生ってそんな凄い事できたん！？」 

七夕のお楽しみ会は、織姫と彦星と年中組の担

任が楽器を用いて、クラスで歌っている曲の演奏

をし、音色や音の違いを楽しみました。コンガやマ

リンバ、グロッケンなど、初めて聞く音、ベルやピ

アノの慣れ親しんだ音。普段、ピアノだけでの演奏

とは異なる、音の厚みや音色に目を輝かせ大合唱

が始まる程！鑑賞後、尋ねるまでもなく、「やって

みたい!」「こんな音があった!」と各々振り返る姿が

(^^)「先生達そんな凄いことできたん!?」「先生の

特技やな!」とお褒めの言葉もいただく程（笑）心

が動く瞬間を共に過ごした一日でした。 

        氷・水・ペンギン 

暑い日に、「ペンギン可哀想。」という事で、

南極コーナーに氷と水を用意。溶ける氷を楽

しんだり、上に掛けるビニールに氷とペンギ

ンを滑らせたり、氷の上にフィギュアを乗せ

て滑らせたり、深めのカップに水を溜め、フ

ィギュアを入れて水族館にしたり（笑）ひん

やり心地よさを感じながら「南極って毎日こ

んなんかな。」と呟いていました。 

オーケストラと吹奏楽の演奏！ 

お楽しみ会後、楽器に興味を持っていた子ども

達と、オーケストラの演奏を映像で見ました。「楽

器の名前は？」「ブーンって音。」「これはフルー

トだよ。」「バンバンって棒で叩いてる。」「ラッパ

と似てる楽器あった！」と気づいた事を伝え合っ

ていました。「にゃーおって声みたいな音。」「カ

タカタってこれも楽器？」と小さな音にも耳を澄

ませる姿が。「もっと聴きたい。」とリクエストが

挙がる程でした。私も演奏を聴く事が好きなので

嬉しい感想(^^)たまには歌詞の無い曲や、プロの

演奏に耳を傾ける時間もいいですね♪ 

ペンギンに変身 

鳥から、ペンギンや南極に興味が移っています。

そこで、南極で生活するペンギンの様子を見てみ

ることにしました。たまごを温め、お母さんからお

父さんに渡す様子には思わず息を潜め、成功する

と拍手をするほど神秘的だったようです。又、ペタ

ペタ歩く姿には見覚えはあっても、氷の上をお腹

で滑り、海に飛び込む様子は新鮮！ 

「やってみる！」「黒い廊下とか滑り 

台ならできるかも！」という事で急遽 

実践♪思い思いに、なり 

きる姿はなんて可愛ら 

しいのでしょうか♡ 

聴いた曲の一部です。 

作曲 Leroy Anderson 

① the typewriter 

② the waltzing cat 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 いよいよ２学期が始まりました。皆様、夏休みは元気にお過ごしでした

でしょうか？今年は猛暑の夏休みとなりましたが、空組の子どもたちの黒

く日焼けした表情からは、楽しかった夏休みがたくさん感じられます。楽

しかった思い出を、これから少しずつ子どもたちと「たのしいなつやすみ」

を通して読んだり、発表し合ったりしていきたいと思います。 

また、２学期は運動会や音楽会と行事がいっぱいですね！今学期も子ど

もたちと一緒に、新しいことや面白いことに沢山挑戦していたいと思って

います。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

・心唱やハンドサインでの簡単な曲に挑戦します。 

・二人組遊びやグループでの遊びを楽しみます。 

 

 

楽しかったね！水あそび！ 

プールバックを持ってきてくれた日から「明日

やる？」「あと何回寝たら入れる？？」と心持ちに

していた水あそび。プールでは、國田先生と水集

めや宝探しをしたり、大きなビート板のお船に乗

ってゆったり泳いでみたりと、年中になり新しい

活動にも挑戦しました。他にも、水あそびのコー

ナーではスーパーボールすくいに集中する子やじ

ょうろに水を汲んでペットボトルで作った樋に水

を流したり、角度を変えて流したりとお友達と水

あそびを心いっぱいに楽しみました。 

 形に興味を持っていたので、新しいおもちゃ「金づ

ちとんとん」を紹介しました。最初は、小さな釘をコ

ルクボードに打つことに苦戦したり、打つこと自体

を楽しんで遊ぶ子どもたちでしたが、次第に形や色

にも注目して、意識して見立て遊びや、作ったものに

素敵なお話を考え、教えてくれます。 

 

できた！こんな形！！ 

新しく出来たコーナーのお話。輪ゴムをビスに引っ

掛けて、色んな形を作って遊びます。最初はゴムを引っ

掛けること、ゴムが伸びることを楽しんでいた子ども

たちですが、だんだん引っ掛ける場所や位置で変わる

ゴムの形に注目して遊ぶ姿がみられます。「ここはお星

様みたい！」と見立てて遊んだり、「ここ持ってて！！」

とお友達と長く伸ばしてロケットやお家に見立てて遊

んだりと自由な発想で遊ぶ子どもたちに驚かされるコ

ーナーになっています。 

トウモロコシの皮むきに挑戦しました 

お手伝いが大好きな空組さん。今回は、給食のトウ

モロコシの皮むきにみんなで挑戦しました。まずは、

皮の感触や匂いを嗅いで「なんか変な匂い！」と言い

ながらも、懸命に皮をむいていく子どもたち。次の日

の給食で「ゆでトウモロコシ」として頂きました。ト

ウモロコシが苦手な子も「一口頑張ってみる！」と、

自分でむいたトウモロコシに愛着をもち、自ら頑張っ

て食べる姿に大きな成長を感じました。 

 

 

どれみふぁそらいろ 
９月号 

空組クラス通信/担任：葛木裕子 

「金づちとんとん」こんなんできるよ！ 

 

お願いします 

いつも沢山の素材集めにご協力頂きありがとうござい

ます。今月は、古タオルや古新聞紙などの素材がありま

したらお持ち頂きたいです。 

また、シャツを入れる・ボタンをとめる等服装を自分

で整えることを頑張っています。是非、お家でも自分で

出来るように見守り、サポートしてあげてください。 

今月の主な遊び・活動 

 

 

きれいに剥け

たよ 


