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夏休みが明け、2 学期がスタートしました。いかがお過ごしでしたか。

子ども達にとっては久しぶりの幼稚園生活なので、どんな様子で来てく

れるのかなと気になっていましたが、「プールで遊んだ！」「○○に行っ

た～！」と夏休み中の出来事をたくさんお話しながら元気いっぱいの表

情を見せてくれていました。初日からそんな姿が見られてとても嬉しか

ったです。2 学期は、運動会や音楽会といった大きな行事もあるので、

少しずつ生活リズムを整えながら、クラスとしてみんなで盛り上がって

いけたら良いなと思います。2 学期もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

うさぎくらぶ 

うさぎ組クラス通信 

担任 柴田 沙耶      

今月の主な遊び・活動 

・リズムや音、音楽に合わせてのびのびと体を動かし表現するこ

とを楽しみます。 

・一つのものをじっくりと見て、気づいたことを言葉にして伝え

ます。 

 

 

待ちに待った水遊び！ 

プールバッグを持ってきた日から毎日の

ように「今日するの？」と聞いていたプール

遊び。いよいよその日が来ると、着替えも大

張り切りで準備バッチリ！今年は大きいプ

ールといくつかの水遊びのコーナーを組み

合わせて楽しみました。大きなプールでは、

全身で水を感じ、うさぎ組さんでは、宝探し

をしたり、大きなビートバンに乗って浮かぶ

遊びが人気でした！また、水鉄砲や洗濯ごっ

こなどのコーナーもお気に入りの様子でし

たよ。 

初めての地蔵祭り 

普段のお外遊びで何気なく目にしていたお地蔵様。今回

の地蔵祭りを機に、改めてお地蔵様についてお話してみま

した。みんなでお地蔵様にお参りしたり、『忍たま音頭』

を踊ったり、大きな数珠を使って数珠送りをしたり、初め

ての体験も多かったのではないかと思います。また、昼食

後のデザートタイムでは、チケットを手に、自分たちで「○

○ください♪」とお店屋さんに声を掛けてお買い物気分も

味わいました。「自分で買えた～！」ととても満足げな表

情が微笑ましかったです。幼稚園のお地蔵様が、子ども達

にとって少しでも身近なものになっているといいなと思

います。 

 

どうしたら飛べるのかな？ 

７月は、空の話を会話のテーマにしているこ

とが多かったので、自然と空を飛ぶ生き物にも

目を向けるようになりました。「みんなは空を

飛べるの？」と聞いてみると、「飛ばれへん

よ！」と大笑い。「どうしてトンボは飛べる

の？」「鳥も飛べるよ。」などいろいろ話をして

みました。そして、空に関する絵本を見ている

と、飛行機やヘリコプター、パラシュートの存

在にも気が付きました。羽？翼…？それぞれの

飛ぶための手段は違うけど、空を飛べるのって

いいな～と盛り上がっていました。 

ちょっと違うね…！ 

年少組さんということもあり、うさぎ

組ではまだまだ遊んだことのないものが

あります。そこで 1 学期の終わりには、

様々な種類の粘土に触れてみました。み

んなが持っている油粘土以外にブロンズ

粘土と土粘土。「うわっ！ベトベトする

～！」「くっつく感じする！」などの声が

聞こえてきて、それぞれの硬さや感触の

違いを味わいながら遊べました。２学期

は、１学期に体験した他の遊びもさらに

深めていけたらと思っています♪ 

 

ありがとうございました！ 

 夏休み中におはがきを送って下

さった方、ありがとうございまし

た！とても嬉しかったです(^^)♪ 

 



 

担任 高柴 菜都乃       

月号 

 

 

 

 

 

       

  

ひよこ組クラス通信 

まだまだ厳しい暑さが過ごしていますが皆様、体調など崩され

ていないでしょうか。幼稚園生活が始まって初めての夏休み、ど

のようにお過ごしでしたか？久しぶりに再会した子ども達は、な

んだか逞しくグンと大きくなったように感じました。夏休みの思

い出をゆっくりと聞かせてもらいたいと思います。そして素敵な

暑中見舞いのお葉書もありがとうございました。２学期もひよこ

組を盛り上げて行きたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひよっこ便り 

９月号 

２月号 

 

今月の主な遊び・活動 

・かけっこで思いっきり走り切ることを楽し

みます。 

・絵の具で大きな紙に描いてみます。 

・食事時のマナーを意識できるようにします。 

 

水遊びの思い出 

子ども達がずっと楽しみにしていた水遊び！大きなプールだけでなくスーパーボールすくいや水鉄砲な

どいくつかのスペースに分かれておもいっきり遊びました。プール内ではおにぎり先生と一緒に動物に変

身して徐々に水の中に入っていったり宝探しをしたりと、お水を怖がる姿はなく子ども達のはじける笑顔

が沢山見られました。水鉄砲ではお友達に使い方を教え合う姿や「あと２回したら交代するね。」と自分達

で貸し借りをしたり遊びの中で成長を感じ、見ていてほっこりとした気持ちになりました。 

そして、見つけたまるりんを皆の前で発表しても

らいました。少し恥ずかしそうな様子も見られまし

たが、「こんなものを見つけたよ。」と発表してくれ

ました。皆の前で自分の言葉で伝えていく機会を少

しずつ作っていきたいと思います。そして夏休み子

ども達が見つけてくれたまるりんも順番に教えても

らいたいと思います♪ 

色んな所にまるりん発見！ 

７月のとある日、園庭で見つけたりんごの

形が丸いことをきっかけとなり、皆で保育室

の中のまるいもの探しをすることにしまし

た。子ども達はまるいものを見つけると「ま

るりん見つけた。」と愛称も出来るほど夢中な

様子でした。さすが子ども達！次から次へと

まるりんを見つけていました。 

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。 

今月も引き続き不要なタオルや紙袋、空き箱などありました

らお持ちいただきたいです。 



 

 

 

 

 

 

  

 

 夏休みが終わり、いよいよ二学期が始まりますね。保護者の皆様、

お休みの間はいかがお過ごしでしたでしょうか。久しぶりに子ども

たちに会うと、先生こんなことして遊んだよ！こんなところ行った

よ！と沢山お話してくれ、楽しい夏休みだったことがこんがりと焼

けたお肌からも伝わってきました♪さて、長い休み明けで久しぶり

の園生活なので、生活リズムを少しずつ取り戻しながら過ごしてい

きたいと思います。今月もどうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

アヒルのお話 

アヒル組クラス通信 担任：長谷川衣里       

９月号 

今月の主な遊び・活動 

・絵の具で大きい描画に挑戦します。     ・エプロンの着脱や裏返しなど、自分でできるように 

・音楽やリズムに合わせて体を動かしたり、  頑張ります。 

真似っこ遊びをして遊びます。      ・くぐる、渡る、よける、転がる等新しい動きに挑戦します。 

 

 

 

どんな葉っぱにしようかな～？？ 

幼稚園の色んな葉っぱに興味を持ったアヒ

ル組さん。葉っぱの形をした紙に、自分だけの

オリジナルの模様を描いて遊んでみました。葉

っぱの繊維の形に注目して描いたり、好きな色

を混ぜてみたり、水玉模様にしてみたりと、子

どもたちの個性豊かな表現で綺麗な葉っぱが

できました。 

地蔵祭り 

楽しみにしていた地蔵祭り。色々な屋台にワクワ

クさせる子どもたち。色々なお店に目を輝かせなが

ら沢山楽しんでいましたよ♪それだけではなく、い

つも見守ってくれているお地蔵さんに感謝の気持ち

を込めてお参りし、数珠送りでお空に思いを届けま

した。子どもたちなりに地蔵祭りの意味を知りお参

りする姿がみられとても嬉しい気持ちになりまし

た。 

葉っぱをチョキチョキ… 

子どもたちでとりに行った葉っぱを使って色

だし実験をしてみました。子どもたちは上手にハ

サミを使いこなしていました。ハサミで小さく刻

んだ葉っぱをすり鉢でこしてみると、綺麗な緑色

が出てきました。子どもたちは「色出てきた！」

と変化する様子を楽しんだり、葉っぱの匂いを嗅

ぐと、「葉っぱの匂い出てきた！」「こっちは黄緑

っぽい！」「なんか臭い！」などと様々な発見が

あり、とても面白い実験になりました。 

いつもありがとうございます 

 

素敵な暑中見舞いのお葉書ありがと

うございました。可愛らしいメッセ

ージにほっこりしました♪ 

 

今月は、トイレットペーパーの芯、 

丸い素材（ボタン、ペットボトルや容

器のふた等）を募集します。 

ご不要のものがあればご協力のほど

よろしくお願いいたします。 



 

 

  

まだまだ暑さが厳しい日が続いていますが、夏休みはいかがお過ごしでし

たか(^^)子ども達からも、夏休みの思い出が聞けるのを楽しみにしています♩ 

さて、今日から２学期がスタートしますね。長いお休みを挟んでの登園に、

気持ちが落ち着かない日もあるかと思いますが、子ども達の気持ちにそっと

寄り添いながら過ごしていきたいと思います。今月も子ども達が様々な出会

いの中で豊かな経験ができるよう、精一杯頑張りますので、よろしくお願い

致します。 

今月の主な遊び・活動 

・オオカミの足跡についてお話を深めたり、遊び

を広げていきます。 

・くぐる、渡るなどの動きを交えながら、かけっ

こで思い切り走りきる事を楽しみます。 

・絵の具を使って大きな描画を描いてみます。 

誰の足跡？ 

絵本を読むことが大好きな子ども達。6 月に 1 番ヒッ

トした絵本は、『おおかみだぁ！』という絵本でした。こ

の絵本を読んだことをきっかけに、地面に落ちた油粘土

のしみ跡や、絵の具を落とした跡などを見つけると、「オ

オカミの足跡だ！」と話していた子ども達。見つける度

に、「ここにもあったよ！」、「もしかしたらパンダ組にも

あるかも…！」と、ワクワク半分、怖さ半分といったよ

うに教えてくれていました。 

ある日、園庭で遊んでいると、いつもは気にもとめて

いなかった赤い小屋(おはなしの部屋)を見て、「ここがオ

オカミのお家かな？」と目をキラキラさせていた子がい

て、みんなでお家の扉を ノックをしてみましたが、誰

も出てきません。こっそりお家を覗いてみても誰もいま

せん。この時点で子ども達は「オオカミのお家見つけち

ゃった…。」と、ファンタジーの世界に入り込み、顔はド

キドキ真剣な眼差しです。中には、小さな声で、「優しい

オオカミさんだよね…。」とお願いするかのように手を

合わせている子もいました。(笑) 

そんなドキドキ体験をした次の日、パンダ組のお部屋

の前に足跡が…！！子ども達は、「きゃー！！」と声をあ

げ、「あのね！足が！もう！見て！」と大興奮で、手振り

身振りを交えながら、体全身で話をしてくれました。(こ

の足跡は私が仕掛けたものです。)どこから来たのか、ど

こに行ったのかと、子ども達の興奮冷めやらぬ話は 1 日

中続きました♪ 

起きて、起きて、オオカミさん！ 

オオカミの足跡を見つけてから数日、「オオカミ

さん、パンダ組に来ないねぇ。」と、なんだかしょん

ぼりな子ども達。どうやったらパンダ組に来てくれ

るだろうの話してみると、「お手紙書いてみる！」と

提案してくれた子がいました。そこで造形コーナー

に封筒と紙、ペンを用意すると、絵や形にならない

文字を一生懸命描いていた子ども達。どこに置いて

おくのかな？と見守っていると、テープを貼って、

扉の前にペタっ。「ここやとオオカミさんから見え

るから。」と、とても満足気です。 

しかし、なかなかオオカミさんは来ません。「寝て

るんちゃう。」、「火曜日まで起きひんと思う。」など

話が出る中、「起きるようにからんからんって音鳴

らしたらいいんちゃう。」と、新たに提案が！ 

一人一本小さなバチを持ち、お部屋や廊下のあらゆ

る所をたたいて鳴らしてみると、「すっごい音！こ

れは起きるで！」ととても嬉しそうな子や、ひとつ

ひとつ丁寧に鳴らし、「これはチンチンって聞こえ

るし、これはカンカンやねんなぁ。」と、音の違いの

発見を楽しむ子もいました(^^) 

お願いします 

ご家庭に不要なタオルがありましたら、持ってきて頂

けると嬉しいです。 

（雑巾などに使いますので、名前の記入は不要です。） 

ぱんだ 

KOPANDA 

 
9 月号 

パンダ組クラス通信 

担任：上野 絢子 

コンコンコン、

こんにちは。 



9月号 

 

 

 

 

 

 

 

  

 まだまだ暑さが厳しい日が続いていますが、夏休みが終わり、二学期

がスタートしました。みなさま夏休みはいかがお過ごしでしたか。 

どんな楽しい出来事があったのか、また面白いことを見つけたのか、子

ども達にお話を聞くのが楽しみです。さて、二学期には、運動会・遠足・

音楽会などの楽しい行事が盛り沢山！！今まで以上に子ども達の興味

関心広がってくると思いますので、子ども達の思いに寄り添いながら、

どんどん沢山の事に挑戦していきたいと思っています。今月もどうぞ宜

しくお願いいたします。 

〇8月の夏季保育では、私のコロナ感染によりご迷惑、ご心配をお掛け

して大変申し訳ありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

こあらスマイル 

こあら組クラス通信 

担任 中井 奈津実       

今月の主な遊び・活動 

・音楽に合わせて、思い思いに体を動かして遊びます。 

・打楽器や手拍子で、リズムを言葉に当てはめて遊びます。 

 

 

 

雨を作っちゃおう！！ 

雨の日に音探しのお散歩に行くために、みんなでカッパを作りま

した。いつでもお散歩にいけるように準備していたのですが・・・

なんと、例年よりも早くに梅雨が明けてしまい、雨が降らない日が

続きました。毎日、空を眺めては「今日も雨降らんな～」と、残念

な表情をしていたので、お部屋の中に雨を降らせる事にしました。

でも、今回は絵の具の雨です。大きな画用紙を斜めに立てかけ、カ

ップに入れた絵の具を、スプーンですくって画用紙の上から垂らし

てみました。すると、絵の具が下に垂れていき、まるで雨が降って

いるかのように。下に垂れていく様子を見て「雨降ってきたで。」と

みんな大喜びでした。色が混ざり合う様子もとても綺麗でした。 

お散歩に行こう！！ 

やっと、子ども達が幼稚園にいる間に雨が

降る日があり、念願のカッパを着ることが

できました。カップを持って雨水を集めた

り、「ポツポツ言ってる。」「ザーザーの音

や。」など、沢山の雨音を楽しみました。 

最近では、雨水の事を「しずくちゃん」

と呼ぶようになっていて、「しずくちゃんも

いっぱい集まったね。」と 

と色々収穫ができた 

一日となりました。 

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。

カップ・空き箱・トイレットペーパーの芯な

どがありましたらご協力お願いします。 

 

初めての土粘土 

土粘土と普段使っている粘土は何が違うのか

な？というお話をし「土粘土は土の中から採れ

る粘土なんだよ。」と伝えると、「えー！！」と

驚いた表情をしていました。いざ土粘土に触っ

てみると「なんかベチャベチャする。」「いつも

のより柔らかいな。」など、いつもと違う感触に

ビックリ！慣れてくると、「先生○○ちゃんのお

顔作ったよ。」「ヘビやで～。」と、思い思いの作

品を作って楽しんでいました。次はもっと沢山

の土粘土を使って遊んでみたいと思います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 皆様、夏休みはいかがお過ごしでしたか。長い夏休みが終わり、ついに２

学期が始まりますね！ 

久しぶりに会う皆は、少しお兄さんお姉さんになったようで、これからま

た新しい一面を知っていけると思うと、楽しみです。夏休み明けで少し恥ず

かしかったり、お家の人と離れることが寂しい日もありますが、幼稚園に来

ると、夏休みに行った場所や楽しかったことを、嬉しそうに教えてくれてい

ます。友達と過ごす事にも慣れて、今では自分の思った事などを伝えたり、

自分が作ったものをお店屋さんで友達や先生にプレゼントしたりと、積極的

に関わる姿が見られています。2 学期は行事も沢山あるので、更に友達の輪

も広がっていきそうですね！今月も宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

ゆかいな 

ひばりーズ！ 

ひばり組クラス通信 

担任：山岡桜子 

       

９月号 

今月の主な遊び・活動 

・かけっこのコースの中で「くぐる」「細い道の上を渡る」等の

様々な体の動きを経験したり、走る前の用意のポーズを考え

てみます。 

・お皿を持って食べる、落とさないように食べる等、食事のマ

ナーに気を付けます。 

 

オリジナルの手裏剣を作ってみよう！ 

 忍者が大好きなひばり組さん。忍者が何を食べる

のか、どこに住んでいるのか、何を持っているのか

など、気になる事が沢山あります。その中で、特に

手裏剣に興味を持っていました。 

「自分たちも欲しい！」という声が聞こえて来た

ので、手裏剣と同じ鉄の素材を並べて作ってみる事

にしました。手裏剣の形を写真で見ながら形を考え

て並べてみたり、並べるのが楽しくなりとにかく沢

山並べてみたり、それぞれに面白さや楽しさを感じ

ながら遊んでいました。そして、皆が作ったものを

写真に撮り、ラミネートをして、手で持てるように

しました。子ども達には、「忍者さんの手裏剣屋さん

に頼んで、皆の手裏剣を作ってもらってるよ。」と言

うと、ワクワクドキドキ待つ様子が見られました。 

本物の忍者さん 

 アトリエにやってきたひばり組さん。 

また鬼がいないか慎重に見渡しますが、何もいません。 

すると、上の方からダダダダ！と足音が。鬼かと怖がる皆の

前に現れたのはなんと、忍者さんでした。 

 忍者さんを目の前にしたひばり組さんは突然のことに驚

き、「シーン…」と開いた口が、ふさがらない様子。落ち着

いてきた頃に、忍者さんに質問したい事を聞いてみたり、か

っこいい技を見せてもらったりして、忍者さんとの時間を

楽しみました。さよならをした後、緊張が解けたのか、「忍

者さん、かっこよかったな～。」「どうやったら、あんなんな

れるんやろ。」等、忍者さんに会えた嬉しさとかっこよさに

感心する声が多くありました。忍者さんが大好きな子ども

達にとって、一学期最後の素敵な思い出になりました。 

忍者さんになってレッツゴー！ 

 ある日、手裏剣屋さんから、皆が作った手裏剣が届き

ました。待っていた皆は、とっても喜んでいて、自分だ

けの手裏剣に愛着が湧いているようでした。 

 手裏剣が出来たという事で、忍者になりきって園内

を探検する事にしました。すると、途中で怖い鬼さんが

現れました。皆の手にはかっこいい手裏剣が！手裏剣

を投げて、無事に敵を倒すことができました。また、敵

の足音が聞こえてきたら、壁に隠れたり、それぞれで思

い描く忍者になりきり、楽しむ様子もありましたよ。 

 

そして、最後にアトリエのお部屋へ…。 

皆大好き、忍たま音頭♪ 

 地蔵祭が近づいてきました。今年の盆踊り曲

『忍たま音頭』が楽しいようで、「忍者のお歌や

ろう～！」というお願いをよく聞くようになりま

した。忍者が好きなこともあり、「手裏剣しゅし

ゅしゅ」の歌詞にノリノリです。地蔵祭の当日、

子ども達はワクワクしながら、ゲームやデザート

を楽しんでいました。毎日、健康で遊ぶことが出

来るように見守ってくれている、お地蔵さんに

も、ありがとうのお参りが出来ました。 

ぐるりん（側転） 

かっこよかった！ 


