
 

  
 朝晩は過ごしやすい日が続いています。いつの間にか秋はすぐそこま

で来ていますね。さて、今月は運動会があります。かけっこ遊びをして

いても「これ、運動会でするん？」と、嬉しそうに聞いてくれることが

ありました。運動会が近くなり、意識する子、特にしていない子にとっ

ても今年が幼稚園最後の運動会。子ども達にとっても、保護者の皆様に

とっても特別な一日になるよう頑張ります！そして、あわただしい毎日

が続く今だからこそ、子ども達の心の動きを丁寧に見ていきたいなと思

う今日この頃です。今月もよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

ひかりっこ便り 

光組クラス通信 

担任：田中祐太      

10 月号 

今月の主な遊び・活動 

・音楽を聴いて、イメージした情景を身体を使って表現

してみます。 

・遊びの中で、コンテによる色混ぜ遊びを楽しみます。 

 

 

 

お話の続きの続き・・・ 

 「楽しい夏休み」の中の、お話の続き発表会をしま

した。絵本や映画や完全オリジナルストーリー等、持

ち寄ったお話は様々で、とても楽しい時間を過ごすこ

とができました。幼稚園での絵本の読み聞かせの時間

でも、その後のお話をみんなで考えたりもしていま

す。最近は、「お話づくりコーナー」が出来て、紙に様々

な形でお話を描いて楽しむ様子もよく見られるよう

になってきました。それに伴って、以前あった「変身

コーナー」の復活を望む声も聞こえてきたので、今準

備中です！作ったお話の登場人物になりきって遊ぶ

のでしょうか。とても楽しそうですね^^ 

勝ったり負けたり大忙し！！ 

 最近の体育遊びでは、勝敗を意識し楽しむことが多くなっていま

す。ただ走るだけでなく、転がったり馬飛びにチャレンジしたり、

更にボールを扱って遊んでいます。また、複数人でチームを組んで

遊ぶので、友達と協力したり、応援したり、勝って喜び合ったり、

負けて一緒に悔しがったり…短い体育遊びの時間の中で心が動く

瞬間が何度も訪れるので大忙しです。勝ちに向かって真剣に体を動

かす姿もかっこいいのですが、友達と頭を突き合わせて作戦を練る

姿が僕は大好きです。些細なことかもしれませんが、子ども達の遊

びの様子を見ていると、そんな一瞬の姿に子ども達の成長が見え、

なんだか頼もしく感じます＾＾今月も、いっぱい遊びます！ 

出てきた種、、、その後。 

 ぐんぐん伸びて成長していく謎の種につ

いて、ある子が調べてきてくれました。その

子によると、「スイカ」の種だったようです。

（恐らく給食で出たスイカの種です（笑)）

「大きくなったら食べよう。」と、毎日心を

込めて水をやっていましたが、最近元気が

ありません。原因不明でみんな心配そうで

す。支柱を立てたり、日あたりを調整したり

と子ども達と毎日試行錯誤しています。ま

た、別の葉っぱも力強く成長してきていま

す。次はなんの芽が出たのでしょう？^^ 

  水をきれいにしよう！ 

 ビオトープで集めた泥水を、きれ

いにしようと、手作りのろ過装置を

作って実験してみました。結果は大

成功！その後真っ黒な絵の具の水を

ろ過してみると、綺麗な水色に変わ

る等、ものによって様々な結果とな

り、ろ過装置の実験が楽しくてたま

らない様子の子ども達^^ここで集め

た水は遊びに使うとのことなので、

今後も色々実験してみます！ 

お願いします 

 いつも素材の提供、ありがとうございます。

引き続き募集しておりますので、不要な空き

箱などございましたら、またよろしくお願い

いたします。 

 



 

 

  

 朝晩は涼しい風も吹き、秋の訪れを感じる今日この頃、いかがお過ごしでしょう

か。１学期の七夕お楽しみ会の時に、“星きち爺さん”からもらった小さな謎の種を

先日植えました！毎日お水をあげながら「美味しくなあれ！」「早く大きくなって

やー。」と声をかけ、特に暑い日には、「暑くて喉乾くから多めに水あげよ。」「お休

みの日は心配やわ〜。」等と言いながら優しい松組の子ども達は、その種から何が

出来るのか、芽が出る日を毎日楽しみにしています。 

そして、今月は運動会です。お友達と力を合わせたり、競い合ったりする事を楽

しみながら運動会に向けて取り組んでいます。クラスのお友達と、一生懸命頑張り

たい！と言う気持ちがパワーになっているように感じます。当日はどんな姿を見せ

てくれるのか楽しみですね。やってみたい！挑戦したい！と思える気持ちを大切に

過ごしていきたいと思います。今月もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

・グループで相談したり、クラスで作戦を立て 

たり、体育で勝ち負け遊びを楽しみます。 

・大きな画用紙に描いて遊びます。 

 

 

布で草履を作ったよ！ 

松組では１学期から「昔」について興味や関心を持

ってきましたが、２学期も引き続き、遊びや会話が広

がっています。そんな中、藁草履を子ども達に見せる

と…目を輝かせ、「ぇええ。昔の人はこんなん履いて

たんや！すごい。」「ビーチサンダルみたい！」「藁っ

てなんでもできるなー。」などと大興奮でした。草履

のお話になり、「作りたい！」と子ども達が話してい

たので、布で草履を作ってみることになりました。生

地選びから始まり、布を通したり結んだり、自分の足

のサイズに合わせたりと、丁寧に夢中になって草履作

りを楽しんでいました。完成した草履を履いて歩いて

みると...「ふわふわしてて気持ちいいー。」「あったか

い。」「この色合い〇〇くんっぽい！」などお友達と見

せ合ったり、嬉しそうに履いたりして昔の人の気分を

味わっていました。オリジナルの布草履は子ども達に

とって宝物の一つになりました。 

 

昔と今についての会話の中で、昔は汚れた水はその

まま海や川に流していたけど、今は機械を使って綺麗に

してから海や川に流しているんだよとお話をしたのち、

自分達でもできるのか実験をしてみることにしました。

機械を使わずに、汚れた水を綺麗な水にする為には､､､。

お家で調べてきてくれた子もいて、今回は石と砂と炭等

を使う方法で試してみることにしました。ビオトープの

濁った水を利用して、いざ実験！手作りろ過装置に濁っ

た水を流し入れると､､､チョロチョロ〜とろ過されて、

綺麗なお水が出てきました。子ども達は「すごい！なん

で？」「めっちゃ水綺麗になったやん！」等と身近な自

然物と炭を通り抜けてできた綺麗な水に大興奮でした。

また、この実験を経て、「綺麗な水作るのって大変やね

んな。」「水大切にせなな。」と、水の大切さ 

にも気づいていた子ども達でした。 

先生見て見て〜♪ 

１学期からヨガの活動をとり入れ、自分なりに考えた

ポーズで表現する遊びを楽しんできた松組の子ども達。

最近では、お友達と一緒に考えた〇〇の表現をすること

を楽しんでいます。音楽に合わせると、思わず驚くほど

の面白い身体表現を見せてくれます。褒めてもらうこと

が嬉しくて、「見て見て〜！」とみんなの前で表現する

こともあり、表現する楽しさを感じているようです。 

 

包装紙・紙袋を持ってきて頂けると嬉しいです。 

希望の松の木 

10 月号 

松組クラス通信 

担任 河谷茶々 

  

ろ過実験をしました。 

 

お願いします 

 

今月の主な遊び・活動 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 心地よい秋風が吹き、少しずつ季節が進んでいるようです。皆様お変わりあり

ませんか。２学期になり、年長の部屋の特徴でもあるミニアトリエの遊びが深ま

り、他クラスのお友達との交流も増えてきました。椿組さんがミニアトリエに作

り始めた映画館。初めはお客さんとして行くことが楽しかった梅組さんでした

が、「映画作ってみたい！」「こっちにも看板作って、ポップコーンも作ろう！」

と、自分たちでも空間や遊びを作ろうとする姿が増えてきました。子どもたちの

「もっとこんなことやってみたい！」を形にできるよう、一緒になって面白がれ

る存在でありたいと思います！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       

１０月号 

今月の主な遊び・活動 

・音楽を聞き、感じたイメージをお友達と共有しながら、物語を考

えてみたり、身体表現を楽しみます。 

・運動会に向けて、競技の作戦を立てたり、友達と話し合う機会を

たくさん設けながら、勝ち負けのある遊びを楽しみます。 

 

 

ほしきちさんにもらった種を蒔きました 

先月号でご紹介した種を、９月にみんなで植木鉢

に蒔きました。小さな小さな種を指でつまみ、そっ

と土の上に乗せ、「何ができるんかな？」「何色の花

が咲くんかな？」とみんなワクワクです。数日経つ

と、さっそく小さな芽が出てきて「先生見て～！」と

大興奮でした(笑)お当番さんが水やりをしてくれる

中、毎日外遊び前や帰る前に成長をチェックするの

が日課になってきました。大切に育ててくれている

子どもたちの気持ちに嬉しさを感じています。今は

双葉から本葉が出ており順調に成長中です(^^) 

実験その１！水がきれいになった！？ 

「水って何色？」と子どもたちに聞いてみると、

「透明？」「ちょっと水色！」など、やはりきれい

なイメージがあるようでした。また、汚れた水は、

泥水やずっとおいてる水、水たまりなどが挙げられ

ました。そこで、汚れた水がきれいになるか、「ろ

過装置」を作って水がきれいになるのか実験をして

みました。ペットボトルに、ティッシュ、小石、砂

利、炭、砂、布を順に入れ、装置は完成！「ヨーヨ

ー釣りコーナーの水は？」と、「ずっと置いてある

水」で実験開始。薄汚れた水を注いでみると、ぽち

ょんぽちょんっと一滴ずつ出てきました。「ちょっ

と透明になってる！」とびっくりしたようです。

「実験成功やな！」「今度はどの水で実験する？」

と、まだまだ実験は続きそうです♪ 

へのへのもへじのかかしくん 

 ２学期になって文字への興味がますます深ま

り、しりとり遊びや文字を書きたい思いが強ま

っている子どもたち。中でも『かかし』の話か

ら、「へのへのもへじ」を知り、真似して書いた

り、他の文字でも顔になるか書いてみたりして

遊んでいます。また、体操で「かかしポーズ」

をしてみたり、「かかしの服は着物」という話か

ら和柄の模様を探してみたり、色んな 

遊びや興味が広がっているようです。 

移動動物園 

 年長さんの移動動物園には、エミューや牛

などの大きな動物や、様々な鳥類がやってき

ました。恐る恐る触り、「この羽やわらか

い！」と感触を確かめたり、「牛にハートの

模様あった！」と模様や手足など細かいとこ

ろを観察して発見を楽しんだりしました。動

く生き物を描くのは少し難しいようでした

が、最後はスケッチにも挑戦しました。終わ

ってからも「羽見つけた！」と、動物たちが

いた名残を楽しみ、いつの間にかたくさんの

羽コレクションができました(^^) 

お願いします 

いつも素材集めにご協力ありがとうご

ざいます。今月は、不要な布、りぼん、

毛糸などがあれば、ご協力よろしくお願

いいたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 秋風が心地よく過ごしやすくなってきましたね。スポーツの秋！9 月

から運動会の取り組みも始まっていますが、身体を動かしながら子ども

たちと一緒に遊びのルールを考えたり、相談したりする経験を重ねてい

ます。友だちと一緒にする楽しさに気づき、一人ではできない遊びを試

行錯誤して力を合わせようとする様子には、心も身体も成長を感じてい

ます！子どもたちの思いに耳を傾け、一つひとつの過程を大切にしなが

ら、楽しんで取り組んでいきたいと思います。 

今月もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

桜 の みち 

桜組クラス通信 

担任：久保果穂       

１ ０ 月

号 

今月の主な遊び・活動 

・火や水を使って、実験遊びをします。 

・お話のイメージを共有しながら、友だちと身体を使っ

て伸び伸び表現することを楽しみます。 

・お話の一場面を想像して、描いてみようと思います。 

 

お友だちと共感 

「たのしいなつやすみ」を用いて、夏休みの出来事

や、調べてきてくれたことを一人ずつ発表してもらう

時間を作っていました。私が入る隙もないくらい、発

表するお友達は、聞いてほしいことを自分の言葉でど

んどん話していき、聞いているお友だちは「それ、僕

も知ってる！」「これはどんなことしたの？」と共感

したり、質問をしたりのやりとりが盛り上がっていま

した♪子どもたちから「夏休みの宿題楽しかった(^^)」

と、言ってくれる声もありました。一緒に取り組んで

下さりありがとうございました。これからの保育に活

かしていきたいと思います！ 

身体で表現してみよう！ 

 物語の中に出てくるものや、いろいろな音楽からイメー

ジしたことを、今度は身体を動かして表現してみました。 

２～６人の友達と身体を合わせいろんな物に変身したり、

演じることも楽しんでいました。自分たちの身体の形（ポ

ーズ）を自分たちで確認することは難しく、他のお友達に

見てもらい、発表し合うことで気づけることがたくさんあ

りました。その意見を参考に、またポーズを考え直したり

と、変化していく様子が見られています！身体の使い方に

も工夫が見られ、複雑になってきましたよ。 

不思議な種を育てていこう！ 

青い種は、不思議な種としてプランターに植えまし

た。２～３日で芽が出てきて、子どもたちも大喜び♪

「これはレタスやな！」「にんじんかもしれない！」

と、野菜の名前がたくさん挙がってきました。お外遊

びに行く前も帰ってきてからも、おうちに帰る前もプ

ランターに顔を寄せ合って成長を観察している様子

が見られています。何かな？何かな？とワクワクする

気持ちを私も一緒に楽しみながら大切に育てていこ

うと思います。今は、葉っぱの形や、生え方にすごく

興味を持っているところです！ 

桜組のマイブーム 

ある日、クラスで一人の子がみんなの前で「あ

るところに～」と即興のお話を始めたことがあ

りました。周りの子も聞き入り、そのことをき

っかけに、一文ずつ友だちとのお話を繋げて、

一つの物語ができたりなどイメージを共有し合

えるようになってきました。 

そして最近、担任が作ったオリジナルの物語

を、素話でみんなに聞いてもらう機会がありま

した。絵本とは違う素話なので、子どもたちと

「どんな場面だろう？」と、言葉だけで聞いた

物語のイメージを考えてみました。それぞれの

想像性の豊かさとお話の展開が面白い、一つの

物語が出来上がりました！ 

お願いします 

いつも素材集めのご協力ありがとうございます。今月

も、牛乳パックをまだまだ募集しています！ 

また、お持ちいただく素材・廃材も、キャラクターが

描かれたものは、ご自宅で使っていただきますようお願

いしたいと思います。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 暑い日差しも和らぎ、涼しい風が吹くようになりました。椿組でも外遊び

でコオロギを捕まえたりして、秋の訪れを感じています。そんな椿組さんは、

最近、ふとテレビニュースの話で盛り上がることが度々。給食が落ち着いた

時間帯に「あのニュース見た？」と誰かが言うと、「それ知ってる！」「え、

なんて？」「それさ、こういうことやったんやんな！」と子どもたちだけで

話が広がっていきます。そんな社会のことにも目を向けたり、考えたりする

姿に成長を感じています。私も子ども達に負けないよう、色んなことにアン

テナを張りながら今月も過ごして行きたいと思います！ 

 

 

 

 

 

 

 

椿の知らせ 

椿組クラス通信 

担任：吉田 真侑       

１０月号 

今月の主な遊び・活動 

・グループやクラスで、作戦や表現方法などを話し合

いながら体育遊びを楽しみます。 

・コーナー遊びでは、宇宙コーナーをみんなで発展さ

せて行きたいと思います。 

 

 

 

「楽しい夏休み」の発表会♪ 

楽しい夏休み、すべてじっくり拝見しました。保護者の皆

様がたくさんご協力してくださったことが伝わりました。

本当にありがとうございました。 

１日に２人ずつほど、みんなの前に立ち、自分の言葉で写

真や絵のお話をしてもらいました。子どもたちは、もうみ

んなに見てもらいたくて見てもらいたくて、今日誰が発表

するかの順番は、くじを使って決めているのですが、「お願

い！当たりますように！」と神様にお願いしている姿が微

笑ましかったです。いざ発表するとなると、恥ずかしくな

ったり、嬉しくて早口になってしまったり、発表者それぞ

れの姿がありましたが、温かい目で見守り、聞いてあげる

お友達の姿もありました。そんなみんなが調べてきてくれ

たことから、宇宙旅行ごっこが突如始まったり、「宇宙はさ

ー。」「雲ってな。」と興味がまた広がっているようです。 

ミニアトリエでやりたいこと♪ 

 ２学期が始まってから、「ミニアトリエでどん

なことしてみたい？」と聞いてみると、「お化け屋

敷！」「映画館！」「キャンプ！」など沢山の意見

を出してくれ、出たアイデアを順番にやっていく

ことになりました。お化け屋敷ごっこが終わり、

今は映画館ごっこで遊んでいます♪お隣の梅組

さんやその隣の桜組さんまで、映画館ごっこの噂

を聞きつけ、見に来てくれて、とっても嬉しそう

な椿組でした。初めは、コーナー遊びにいた子だ

けで作った映画を上映していましたが、今では、

クラス全体で取り組み作った、オリジナルのお話

を映画にし、上映しています。 

こんなに大きくなってきたよ！ 

 前回のクラス通信でも紹介していました

が、夏休みが明け、スイカがどんどん大きく

なってきました！椿組の前の廊下で育てて

いるのですが、毎日「ちょっと大きくなって

る！」とスイカの成長に心躍らせています。

子どもたちは「このスイカまた食べて、また

種植えたらもう一回スイカ食べられるな。」

とそんな楽しい想像もしながら見守ってい

ます。 

勝ち負け遊び 

 運動会に向けて、お友達と一緒に表現遊びをしてみた

り、ルールを守って勝ち負け遊びをする機会が増えてき

ました。段階を踏みながら、楽しみながらできるよう遊

びを深めていますが、年長さんならではの「お友達と協

力する」という所に難しさも感じているようです。私も、

その時その時の子ども達の気持ちにどう答えていけば

良いのか迷うこともありますが、一人一人の気持ちをみ

んなで共有しながら「お友達と協力する」からこそ、面

白い！と思ってもらえるよう、取り組んで行きたいと思

います。 

 
子どものこぶし

サイズです♪ 

 
映画館、受付けの様子 

「消毒お願いします♪」 


