
 

 

  

 少し涼しくなってきて、「もう秋になった？」と子どもたち。お外遊び

では、耳を澄ませるとリンリン～♪と聞こえる鳴き声に、「これは鈴虫さ

んかな？」「クツワムシにも会えるかな？」と話の中心は変わらず昆虫愛

な星組さん。また、空を見上げると、雲の動く様子に「なんかエレベー

ターみたいに動いてる。」と。見える、聞こえる、匂うなど様々な五感を

働かせると、また新たな不思議もうまれてきます。そんな不思議を言葉

に出来ると、さらに色んな興味が湧いてきます。ワクワクがとまらない

星組さんの後ろを、今月も追いかけていきたいと思います！ 

 

 

 

 

 

 

・他のクラスと２人組で勝負をし、体育で勝ち負け遊び

を楽しみます。 

・曲に合わせて踊ったり、力を合わせてパラバルーンで

遊びます。 

・「○○の世界」を様々な素材を使って作って遊びます。 

 

仲良しパワーが集まった！ 

体育あそびでは、一人のかけっこから、友達と二人

で力を合わせるかけっこに取り組んでいます。二人

組になることを「仲良しパワー」と呼んでいて、一つ

のリング状のバトンを二人で持ち、力いっぱい走っ

ています。時には、置いていかれたり、一人でゴール

してしまったりする事もありますが、八ッと気付い

て、友達の元へ戻ったり「こっち！」と声を掛け合う

姿も見られ、その姿に成長を感じています。仲良しパ

ワーもぐんと増え、次は大きな大玉を転がしてみる

ことに…。初めて見る大きなボールに「なにこれ

ー！」と大興奮。一人で転がすのは難しいですが、お

友達の待つ大玉の家まで、友達と二人で転がす転が

す。なかなか方向を定めるのが大変なのですが、「め

っちゃ楽しい～！」と子どもたち。次はどんな力合わ

せが待っているのでしょうか。 

 「あおいそらにえをかこう♪」という曲を知ってか

ら、その曲が大好きになった子どもたち。特に「えい

やー！」というフレーズが好きで、拳を突き上げなが

ら元気いっぱい歌っています。「もう３番も覚えた！」

と教えてくれる子どもたちと、歌詞について考えてみ

ることにしました。歌詞に出てくる「ぼくらのせかい」

という言葉。僕らの世界ってどんな世界なんだろうと

想像してみると、予想を上回る子どもたちの発想力で

会話が盛り上がったのでご紹介します。「流れ星の世

界やったらさ、毎日流れ星が見れて、願い事も叶うね

ん。いいよなぁ。」「カレンダーの世界は数字だらけや

ねんで。」「友達の世界にはいっぱい友達がいてめっち

ゃ遊べる。」「純奈先生の世界は、毎日一人ずつ純奈先

生が増えるねん。１２月になったらすごい人数やで。」

「かわいい世界はどう？」「いろんな色の世界は？」

「かもめの世界はたのしそうやなぁ。」と出るわ出る

わで３０分くらい会話が続きました。「また明日もこ

の続きしよう～。」とその世界について話す物語のよ

うな語りが面白くて、次の日には「○○の世界にいっ

た夢見てん。」と話してくれるほど。私も子どもたちの

話を聞いて、その世界を一緒に旅しているようで楽し

かったです。 

「もし○○だったら」と考えるのって大人になっても

楽しいですよね。お家でもぜひ、子どもたちと話して、

その世界を旅してみてくださいね♪ 

移動動物園まであと〇日！ 

楽しみにしていた動物園。「この動物は何のごはん

食べれる？」「ご飯あげれるの？」と待ちに待った当

日。実は年長さんの日も、年少さんの日も、星組さん

の窓からずっと見れていたので、オウムのレモンち

ゃんとは特に仲良くなっていて、当日の朝は、自然に

「レモンちゃん、おはよう～。」と挨拶しているほど

でした（笑）ポニーに乗ったり、蛇を首に巻いたり、

大きなリクガメに乗ったり、モルモットを抱っこし

たりとたっぷり触れ合い、時間が経つほど距離も縮

まり動物の温かさを感じた一日でした。 

いつも廃材・素材のご協力本当に助かってい

ます。ありがとうございます。 

今月も、カップや雑巾にできそうなタオルが

ありましたら、持ってきていただけると嬉しい

です。よろしくお願いいたします。 

 

天 体 観 測 
１０月号 

星組クラス通信 

担任：久川 純奈 

僕らの世界って？ 

 

お願いします 

 
今月の主な遊び・活動 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

暑さもひと段落し、秋の心地よい風が感じられる季節になりました。日に

よっては少し肌寒さを感じることもありますが、お変わりなくお過ごしでし

ょうか？さて、２学期が始まって早１か月、元気いっぱいな子ども達と過ご

す毎日ですが、たくさんの成長を感じる場面があります。その１つが、複数

人で集まってカードゲームをしている時。「一緒にやる人～？」と誘い合い、

ルールを知らないお友達には、相手が理解できるように工夫しながら伝え、

一緒に遊びを楽しんでいます。そんな姿を見る度に、子ども達の成長を感じ、

嬉しくなる日々です。では、今月もよろしくお願いします！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雪組クラス通信 

担任：村中千秋       

１０月号 

今月の主な遊び・活動 

・ベルとピアニーでの演奏に挑戦します。 

・ハサミで切った形を組み合わせて遊びます。 

・光を使って様々な遊びをします。 

・勝ち負けを意識しながら、他のクラスのお友達 

  と２人組の競技をします。 

 

 

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

月は、特に、不要になったタオルを募集しています。 

 

 

星組さんと一緒に☆ 

 ある日の外遊びの時間、この日は芝生で遊んで

いました。そこには、星組さんの姿も。そんな

中、星組のお友達が数人集まって、ミニパラバル

ーンで遊び始めました。その姿を見て、雪組の子

ども達も集まり、気づけば、クラス関係なく、み

んなで声を合わせて楽しんでいました。すると、

１人の子から、「星組と雪組で歌も一緒に歌いた

い！」と素敵なリクエストが。そのことを早速、

他の子ども達にも伝え、この日の朝の会は、星組

と雪組の合同で行うことに♪一緒に歌を歌った後

は、「次は大きいパラバルーンも一緒にしよ！」

と、早速、次の計画を立てる子ども達でした。 

雪 景 色 

みんなの「むしむし大作戦！」 

夏休みに、各ご家庭で取り組んで頂いた『たのしい

なつやすみ』とても楽しく拝見いたしました。たくさ

んのご協力、本当にありがとうございます。その中に

あった「むしむし大作戦」、子ども達の工夫が光る内

容にとても驚かされましたが、今、それぞれが取り組

んだことを自分の言葉で発表する時間を設けていま

す。虫を捕まえようと、どんな物を考え、作ってみた

のか、それは上手くいったのか、子ども達も興味津々

でお友達の発表に聞き入っています。お友達の話を聞

く姿と、少し恥ずかしがりながらも一生懸命に伝えよ

うとする子ども達の姿が素敵です♪ 

隠れんぼが上手な虫たち♪ 

  色んな方法で虫を捕まえている内に、どんどん

虫への興味が深まっていった子ども達。一歩外へ

出ると、夢中になって虫を追いかけていることも

多々あります。そんなみんなに、『虫のかくれんぼ』

という絵本を紹介してみました。この絵本は、虫

の擬態について面白く描いているものなんです

が、それをきっかけに、自分達で描いた虫も色ん

なところに隠れんぼさせて遊 

んでみました。クリアファイ 

ルに描いた虫を空や芝生に隠 

れんぼ♪お部屋からも飛び出 

してたくさん遊びました。 

力を合わせて パラバルーン！ 

２学期になり、少しずつ運動会に向けた取り

組みも始まっています。その中でも、子ども達

が大好きなのがパラバルーン！大きなお山を作

ったり、みんなで声を合わせながら色んな技に

挑戦していますよ。そんなパラバルーンです

が、今年は、１０人程で遊ぶ少し小さめのパラ

バルーンも幼稚園にやってきました。今までの

ものとは少し小さいこともあり、お部屋でも広

げて遊ぶことができます。そのミニパラバルー

ンで遊んだ日から、毎日、朝のコーナー活動の

時間には、「パラバルーンやろう！」と子ども達

から誘われるように。パラバルーンのことがど

んどん大好きになっていっている様です♪ 



 

 

 

 

 

 

  

 立秋を迎えましたが、まだもう少し暑い日が続きますね。皆様いかがお

過ごしでしょうか。 パラバルーンなどの体育遊びを通じて、月組ではこ

れまで以上に仲間意識が芽生えています。先日、あるお友達の声掛けから、

クラスみんなで写真を撮ることになりました。顔を寄せ合い、笑い合う子

どもたちの姿に、仲が深まってきたなと感じ、なんだかジーンと…心が温

まりました。10 月もそんな月組のみんなと心温まる時間を共有して「楽し

い！」「大好き！」の気持ちを増やしていけたらと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blue Moon 

月組クラス通信 担任:田原希美      

10 月号 

今月の主な遊び・活動 

・自分たちでルールを決め、協力する楽しさを感じながら遊びます。 

・様々な素材を組み合わせて、構成遊びを楽しみます。 

 

 

 

こんなお魚釣れたよ！！ 

 １学期に引き続き、お魚への興味がますます深

まっている月組さん。自分たちで描いたお魚にク

リップをつけて、釣りごっこを楽しんでいます♪

マグロなど大きなお魚を釣り上げる時には「ん～

なかなか釣れない！」「うわあ！逃げられた！」な

ど本物さながら竿を泳がして、お魚の特徴をあそ

びに取り入れています。さらには「こんなお魚も

釣りたいな。」とどんどんイメージが膨らみ、「虹

色魚」や「キティちゃん魚」など月組さんならで

はのお魚も仲間に増えてきました！ 

新しいお友達が…！！ 

月組のお部屋にバッタが来てくれました！じっく

りと観察して、「喉乾いてるかな？」「元気がないか

ら、草いっぱいあげよう！」とバッタの気持ちになっ

て考える優しい姿があります。 

バッタはかくれんぼが得意なので、虫かごを見る

たびに「どこ行ったん！？」と驚いていましたが、さ

っそくバッタ見つけ名人が増えています♪ 

ウイーン ガシャン！ 

 ある日、箱やラップの芯などを組み合わせて

ロボットを作り、みんなに紹介してくれたお友

達がいました。それをきっかけにロボットが大

好きになった月組のみんな。 

 絵本や写真をじっくり観察し、それぞれのロ

ボットには得意なことがあることや、形の違い

のおもしろさを知りました。その後は、「宇宙

に行けるロボット」「泳ぐこともできるのに、

火も出せるロボット」「わあ！っておどかすの

が得意なおばけロボット」などみんなの夢がた

くさん詰まったロボットを描いて遊びまし

た！ 「ウイーンガシャン！」と自らロボット

になり切って遊ぶ姿が見られたり、ロボットの

家族について話が盛り上がるなど、あそびの幅

もどんどん広がっています。 

  

びっくり！！！おおきなボール 

 子どもたちの背丈ほどある、大玉を転がし

て遊びました。初めて大玉を見たときには

「なにこれ～！」とすぐに大玉に飛びつき、

びっくり大興奮！「ぽよんぽよんする！」「僕

より大きいな！」とその特徴１つ１つがすぐ

に大好きになりました。 

 最初は慣れないボールを運ぶことに苦戦

していましたが、２人で「せーの」と声を合

わせたり、障害物の椅子を越えたりと、お友

達と協力して遊ぶ楽しさを感じています。 

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。不要な空

き箱などがございましたら、お持

ちいただきたいです。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 聞こえて来る虫の声がコオロギや鈴虫の鳴き声になり、少しずつ秋の訪れを

感じる様になりました。最近、花組ではカマキリを見つけ、お部屋で飼っていま

す。１学期の頃から沢山の虫を見つけ、色々な虫を飼ってきました。その都度、

エサは何か、捕まえた虫に適した環境はどういうものかを調べて来ましたが、虫

の命は短く、「せっかく調べたのにな。」と、悲しむ声もありました。「調べたこ

とすぐにやってあげなきゃ。」と、最近はカマキリを介して小さな命を育てる事

に一生懸命です。 もうすぐ運動会ですね。年少の時より、少し大きくなった子

どもたちを感じて頂けると幸いです。今月もどうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

Happy Flower 

花組クラス通信 

担任：末吉奏絵       

１０月号 

２学期になり、１０人ほどで遊べるミニパラバルーンを使

って遊んでみました。すると、大きなパラバルーンの経験もあ

ったからか、子ども同士で「次むしゃむしゃしてみよう！」「中

に入ってみたい！」と、声を掛け合って自由に遊ぶ姿がありま

した。友達の表情を近くで見ながら声を掛け合って遊べるミ

ニパラバルーンが気に入ったようで、外遊びや、コーナー遊び

の際にはいつも「やりたい！」と、子どもたちが自分でパラバ

ルーンを持っていき、遊ぶ姿が見られます＾＾ 

夏休み前にお渡しした、「楽しい夏休み」で沢山のお花の遊びや種を集めて来て下さり、ご協力ありがとうござい

ました。毎日数人ずつ前に出て夏休みに経験した事の発表会をしていますが、皆はその時間が大好きな様で、「今日

は誰の発表かなぁ。」「○○ちゃんの発表面白かった！」と、真剣に聞き、質問も飛び交っています。その中で、お花

を閉じ込めた氷や、押し花のネックレスなど、素敵な遊びの紹介が沢山あり、どれも「やってみたい！」と皆で盛り

上がりながら発表を聞いていました。そこで、沢山咲いているアサガオと、園内のお花や草を使い、様々な実験遊び

をしました。好きな遊びを自分で選んで行い、様々な発見や気付きがある楽しい時間でした☺ 

お家でもお話があるでしょうか…最近、降園

前や外遊びの前など、「元気スイッチオン」とい

う曲に合わせてダンスをしています。「今日は

お尻にスイッチあるねん！」「今日は楽しいス

イッチにしよう！」など、自分の今の気持ちに

合わせたスイッチを考えています。様々な場面

で発表会が好きな皆は、今日の気持ちと、気持

ちに沿ったポーズを考える事が楽しい様で、毎

日色々な○○スイッチのポーズの発表をして

くれます。恥ずかしいと言っていた子も少しず

つ体を動かす事に楽しさを感じられるように

なり、音楽を流すと大盛り上がりで全力ダンス

をしています。 

アサガオ沢山咲いたね💮 

 

水に浮かべる遊び

ではライトテーブ

ルに反射する事に

も気付きました。 

氷にお花だけで

なく色を付けて

遊びました。 

押し花

ネック

レス♪ 

ミニパラバルーン♪ 

お願いします 

太鼓コーナーが出来ました。バケツや空き箱、タンバリン

などバチで叩いて音を鳴らして遊んでいます。そこで、ア

ルミの素材の空き箱等、叩いて様々な音が出る物を集めて

います。もしお家にありましたら持って来て頂きたいです。

宜しくお願い致します。(ガラスなど、割れてしまうものは

ご遠慮ください。) 

 

今月の主な遊び・活動 

・季節の変化に注目し、秋の植物や虫に触れながら 

遊びます。 

・ハンドベルを使い、音の重なりや拍を感じながら 

 遊びます。 

・引き続きお花を使ってどんな遊びが出来るか皆で 

考えてみます。 

 

○○スイッチオン！ 

少しのスペースで気軽に 

遊べる大きさです♪ 

自然と数人での遊びになり 

友達の輪も広がります☺ 



 

  

風が心地良く感じられる季節になってきましたね。皆様お変わりありません

か？『楽しい夏休み』のマーク探しへの取り組み、ご協力ありがとうございま

した。皆で発表をする中で、マークの意味や興味のある物事を自信を持って伝

える姿や、「これどこにあったん？」「これはどういう意味？」と興味津々でお

友達の発表に耳を傾ける姿に、皆様のご協力があってこそだと実感いたしまし

た。普段何気なく目にしていても、改めて見てみたり、子ども達にとっては新

鮮な物。「そんな風に思っていたのね！」と、子ども達の斬新で微笑ましく感じ

るマークの捉え方に一緒になって楽しみながら、改めて私自身も街中に目を向

けるきっかけになりました。今月も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      

10 月号 

今月の主な遊び・活動 

・様々な楽器を鳴らして音の違いなどを感じな

がら遊んでみます。 

・物の形に注目しながら見立て遊びをします。 

 

こんなポーズはできるかな？ 

これまで、発表したり表現することをクラス内で楽しん

でいましたが、ある日、「お部屋では面白い事できるけど、

お外では見られるから無理〜。」と呟く子がいました。皆で

楽しめて、さらに自信に繋がる方法は…？と考え、マーク

（ピクトグラム）に興味を持っていたので、トイレまでの

廊下にポーズミッションを設置して遊ぶ事にしました。床

にポーズのマークを貼り、そこへ来たらポーズをしトイレ

まで行くと言う簡単な遊びです。すると、「やる〜！」とワ

クワクで飛び出し、「難しい！」「これは見た事あるポーズ

や！」とトイレまで他クラスの前も通りな 

がら進む私と子ども達。数日後こっそり 

「お外でも面白いポーズできたね！」と声を 

かけると「ほんまや！もうできそう！」と晴 

れやかな表情に、私も嬉しくなりました。 

 

風に乗って！パラバルーン♪ 

「自分達でやるから先生は見といて！」と、初回からや

る気十分で遊んでいるパラバルーン。輪になってお友達の

顔を見ながら楽しむ姿に、私もワクワクし、「先生もす

る！」と入ろうとすると「見といて！」と怒られる事も（笑）

時には楽しくなりすぎて、好き放題に動いてしまう事もあ

りますが「心を一つにするんやで！」「落ち着いて！」（あ

れ？私がよく言っている様な・・・^^;）と子ども達同士で

声を掛け合いながら遊んでいます。楽しさだけではなく、

一緒にする難しさ等力を合わせる事にも意識を向け始め

ている鳩組さん。そんな過程と共に、運動会の様子をご覧

いただければと思います！ 

冷たいたまごを温めよう！ 

ペンギンがたまごを温める姿が印象に残っ

ていた様で、「たまご温めよう！」と提案があ

りました。寒い所のたまご＝冷たい＝氷とイ

メージ。好きな物を水の入ったカップに詰め

込みます。どこなら凍るのかと実験をしまし

たが、最終的に冷凍庫に入れる事に。翌日取り

出すと「綺麗〜！」「手が冷たい！」「日向に置

いたらすぐ溶けた。」「ペンギンってこんな冷

たいのを温めてるんやな。」としみじみ。手で

持ったり服の中に入れたり、時には投げて割

ったり滑らせたり（笑）物質や温 

度の変化をたっぷり感じた子ども 

達でした。 

   船から見えた！？海の中 

いまクラスにある、「船コーナー」の周りに

魚を作り、海をイメージして遊びを広げてい

たので、プロジェクターで海の映像をその場

に映してみました。「海の魚いっぱい！」「サ

メを避けて運転しよう！」「ここでは亀が見

れる場所でーす！」と毎日いろんな場所を航

海する子ども達。「先生見て！」と声がかかり

見てみると、カジキマグロになりきったり、

「魚の群れ。」と皆で魚になりきって集まっ

ていたりする姿にほっこりしました(^^) 

お願いします 

タオル、ビーズやボタン等の素材を集めております。

お家に不要な物がありましたら、ご協力よろしくお願い

いたします。 

 

 

 



 

 

  

 涼しい風に、虫の鳴き声が心地よく響く今日この頃。空組の子どもたち

は、２学期も大好きな虫取りに夢中になって遊んでいます。９月頃からちら

ほらと、トンボやバッタ・コオロギなどの秋の虫たちを目にするようになっ

てきました。そこで空組では「♪とんぼのめがね」や「♪虫のこえ」をよく

歌って遊んでいます。「♪虫のこえ」をクラスで初めて紹介した日は、「なん

かいっぱい虫が出てきて面白い歌！！」と、大興奮の子ども達。実際に虫の

鳴き声を音声動画で聞いてみると、「ほんまや、ガチャガチャって鳴いてる

みたい！」「ご飯食べたいよ！って言ってるんちゃう？」と子ども達らしい

可愛い発想にもほっこりしながら、秋の虫たちの音色にそっと心を傾ける

空組さんでした。今月もどうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

どれみふぁそらいろ 

空組クラス通信 

担任 葛木裕子 

１０月号 

今月の主な遊び・活動 

・勝ち負けを意識したルールのある遊びを楽しみます。 

・ハンドベルの音の違いや重なりを楽しみます。 

・ 

 

 

移動動物園がやってきた！ 
 今年も、移動動物園が幼稚園にやってきました！年

中さんは、ポニーや七面鳥・蛇やイグアナなど年少さ

んの時とはまた違った新しい動物さん達と出会い、触

れ合って遊びました。 

 子どもたちの背丈よりも大きなポニーに乗ってみ

たり、ヤギやウサギに持って来てくれた野菜やパンを

あげるなどお友達と一緒に動物たちと思い切り触れ

合う姿がみられました。 

「うさぎさんめっちゃふわふわしてた！」 

「ひよこさんの手って小さくて固かった。」 

など、子ども達なりに触れ合った感想 

を伝え合うなど、貴重な体験が詰まった 

１日になりました。 

 

空組色のパラバルーン 
大好きなパラバルーンの曲に「みんな色の世界」

という曲があります。クラスのみんなで「みんな

色の世界ってどんな世界かな？」というお話に。

すると『みんなにこにこ笑ってる世界』・『電車が

いっぱい走ってる世界』・『果物やお菓子がいっぱ

いの世界』・・・と色んな素敵な世界のお話が。今

回は、「街チーム」と「お菓子チーム」に分かれて

思い思いに大きなビニールに絵を描いて遊んで

みました。その後出来たものは曲に合わせてパラ

バルーンのようにして遊んでみましたよ。 

大好きなパラバルーン！！ 
 パラバルーンが大好きな空組の子ども達。「バ

タバタバタ、引っ張って～！」と、大きなかけ声

が響いています。子ども達だけも広げて遊びやす

い小さいサイズのミニパラバルーンは、コーナー

活動や外遊びの時間にもお友達と広げて遊ぶ姿

がみられます。「次はお山作ろう。」「かくれんぼ

して遊ぼう。」と、覚えた遊び（技）を一緒にして

みたり、大好きな曲に合わせて遊んでみたりと

『お友達と一緒に』を心から楽しむ子どもたちで

す。是非、運動会当日も 

お友達と色んなことに 

挑戦する姿を楽しみにし 

ていて下さいね！ 

いろんな言葉で「こんにちは！」 
 ２学期から新しくお友達が増えた空組さん。実

は、タイという遠い国からお引っ越ししてきたこと

を伝えると「どんなところ?」と興味津々。少し難

しいかなと思いながらも、地球儀を使ってお話して

みると「アメリカって知ってる。」「日本も知ってる

で！」と、物知りなお友達がいろんな国を教えてく

れました。そこで、実は国によって挨拶（言葉）が

違うこと伝えると不思議そうな子どもたち。 

実際にタイ語で「こんにちは」→「サワディーカー」

と挨拶してみたり、「英語ではハローって言う 

ねん。」と、教えてくれる子がいたりと… 

今は、いろんな国の人たちとご挨拶が出来る 

ようにいっぱい覚えたい！と張り切る子ど 

もたちです。 

お知らせ 
２学期から空組に新しくお友達が増えました！

(個人情報の為、氏名は控えさせて頂きます。) 

アオダイショウ(蛇)を首にのせたよ！ 


