
 

 

 

 

 

 

 

 

 心地良い風と共に、夜には虫の音も聞こえてくるようになってき

ましたね。季節の変わり目、体調は崩されていませんか。うさぎ組

では、少しずつ運動会に向けての取り組みも始まっています。子ど

もたちには「運動会」のためにと伝えるのではなく、あくまでも普

段の保育の延長上で、保護者の皆様にも日頃ののびのびとした姿を

見てもらえたらなと願っています。幼稚園で過ごす子どもたちを実

際に生で見てもらうのは初めての機会、ドキドキですがそれ以上に

とっても楽しみです。温かい応援を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       

10 月号 

今月の主な遊び・活動 

・音楽の高低や明暗、リズムを聞き分け自分なりに 

表現することを楽しみます。 

・ルールのある遊びに挑戦します。 

・園庭の木の葉やみかんなどの果実の変化に注目します。 

 

 

動物さんにへーんしん！！！ 

 １学期からリトミックなどでも楽しんでいた動物

模倣ですが、２学期に入ってからはピアノの音だけ

でなく、いろいろな音楽に合わせてやっています。

曲に耳を傾けて、曲の雰囲気を感じ「ゆっくり泳ぐ

感じ?」「お猿が出てきそう！」などのイメージを膨

らませることができるようになってきています。移

動動物園で触れ合った動物を思い出して真似る子も

いたり、一人一人の自由な表現がとっても素敵で、

いつも一緒にやっている私まで楽しい気持ちになっ

ています♪ 

あ、一緒！いろいろなはねがあるね！ 

 夏休み中には「たのしいなつやすみ」の取り組みありがと

うございました！２学期が始まってから毎日数人ずつ、みん

なの前に立って発表してもらいました。もちろん私も間に入

りながらサポートしていたのですが、辿々しいながらにも自

分なりの言葉で伝えようとする姿はとっても一生懸命で、「み

んなに聞いてほしい！」という思いがよく伝わってきて成長

を感じました。お友達のお話を聞いている子も、「○○と一

緒！」と自分との共通点を見つけ伝えたり、「これは初めてや

ね！」というようにいろいろな反応を見せ 

てくれていたのもとっても嬉しかったです。 

もっと難しくしてもいいよ－！ 

 最近の体育遊びでは、かけっこ遊びに大張り切りの

うさぎ組さん！スタートの台に乗ると、なんだか元気

パワーがモリモリわいてくる！初めは私が「この台は

ね…不思議な力が入ってるんだよ☆」とやって見せて

いたのですが、いつもそれを越えてくるようなポーズ

を見せてくれています(^^)！年少のこの時期ならで

はの可愛らしい自己表現の場になっているので、ぜひ

注目して下さい！回を重ねるごとに「もっと出来る

～！」と自信を見せてくれています。 

どんな音が聞こえる？ 

 これまでに体験した鈴・タンバリンに加え

て、カスタネットやトライアングルなどの楽

器でも遊びました。みんなの体からは、手を

叩くと「パチパチ」、お尻を叩くと「ぷにぷに」

いろんな音が聞こえてくるね～と話をしてい

たので、楽器から聞こえてくる音にもじっく

りと耳を傾け言語化する姿が見られました。

また、鳴らし方によって音も違うことに気付

き、いろいろ試しながらまずはたくさん鳴ら

して遊んでみました。翌日のコーナー活動で

は、朝の会などで歌っている歌を口ずさみな

がらみんなで演奏会を楽しんでいましたよ！ 

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。 

引き続き、プラカップ、お菓子などの小さな空き箱、ロ

ール芯、ストロー、割り箸などがあればお願いします。 

（※子どもが扱える素材でお願いします。） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

厳しい暑さを過ぎ、朝晩には鈴虫の鳴き声が聞こえ、秋の訪れを感じる

ようになりました。夏休み中は【楽しい夏休み】のご協力ありがとうござ

いました。２学期が始まり、順番に発表会の時間を設けています。 

自分の楽しかった思い出を一生懸命に伝えたり、それを聞いて質問した

り、話す力、聞く力どちらの育ちも感じます。一人ひとりの姿をしっかり

認め、皆で色んなことを話したり共感したり、「話すって楽しい。」「聞いて

もらえるって嬉しい。」など思えるよう、雰囲気作りや言葉がけなど工夫し

ながら寄り添っていきたいと思います(^^) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひよっこ便り 

ひよこ組クラス通信 

担任：高柴菜都乃       

10 月号 

今月の主な遊び・活動 

・運動会に向けて、障害物のあるかけっこや、 

色んなものになりきって表現遊びを楽しみます。 

・ハサミを使って切り開きに挑戦します。 

・秋の自然物を使って、引き続き実験遊びを楽しみます。 

・園庭の果実（みかんやザクロ等）の観察をします。 

 

 

 

動物さんこんにちは！ 

先日の移動動物園では、普段なかなか間近で触れ合うこと

のない動物を触ったりすることができ、どの子も大興奮でし

た。中でも、ひよこ組ということもあり、ひよこが大人気でし

た。飼育員さんに教えてもらった持ち方や約束事を守りなが

ら沢山触れ合い、「毛フワフワ。」「亀の甲羅ってカチカチなん

や。」など色んな発見やワクワク体験ができました。この日以

来、お部屋にあるひよこのパペットに愛着を持ち、いつも誰か

がパペットを持って遊ぶ姿は何とも可愛らしいです。 

まるりんを組み合わせると…？ 

２学期になっても子ども達のまるりん探しは続い

ています。お部屋の壁に、マグネットをつけた色んな

形や素材のまるりんを用意してみると、子ども達は好

きに並べたり重ねて貼って「先生のお顔みたい。」「電

車ができたよ。」とどんどん違うものに変化させて、で

きる度に、「みてみて～！」と呼ばれます(^^)最近は 

まるの形だけでなく違う 

形も用意し、子ども達の 

想像がまたグンと広がっ 

て、形遊びを楽しんでいます。 

なりきって遊ぼう 

移動動物園が終わっても、動物の話をし

ていた子ども達。朝の会などで、ピアノの曲

に合わせて好きな動物に変身して動物模倣

で楽しんでいます。最近では海の生き物や

乗り物など色んなものになりきったり、プ

ロジェクターを使って、みんなで実際の生

き物の動画を見たり、どんな動きをしてる

かよーく観察するうちに、子ども達の表現

もどんどん面白くなっています。他にも、面

白いポーズ選手権など皆で発表しあった

り、自由な表現を楽しんでいます。 

 

秋の自然物で実験！ 

保護者の方のご寄付で、沢山のまつぼっくりとど

んぐりを頂きました。子ども達とどんなことをした

いか話合っていると「なんか実験したい。」との声

があり、まつぼっくりを水につけて暫く置いてみる

ことに。すると、開いていた傘が閉じ、小さくしぼ

み、子ども達は「えー！何でなん面白い！」と興味

津々でした。「どんぐりやったらどうなるかな？」

とどんぐりも水につけてみると「あれ？そのままや

ん。」と変化はなかったものの水が茶色くなってい

ました。そのままずっと水につけていると、どんぐ

りは色がなくなってしまうのか！？という実験にな

っています。果たして色はなくなるのか、引き続き

観察していきたいと思います。 

お願いします 

・着脱し、裏返った衣服を自分で戻せるよう、おうちで

も一緒に練習していただきたいです。 

・衣替えがありますので、今一度、制服に名前が記入さ

れているかご確認をお願いいたします。 

 



 

  

 季節は秋に移り変わり、過ごしやすい季節となりましたね。 

保護者の皆様、体調などお変わりありませんでしょうか。最近のアヒル組さ

んは体を大きく動かしのびのびと色々なものに変身することが大好きで、み

んなの前に立って面白いポーズを見せ合ったりすることを楽しんでいます。

そんな中、今月は初めての運動会がありますね。子どもたちが、自分の思う

ままに表現する姿を楽しみにしていてくださいね♪「こんなことを見せた

い！」と誰かに伝える喜びを感じられるようになってきた子どもたち発信、

表現を大切にしながら、関わりたいと思います。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 

１０月号 

今月の主な遊び・活動 

・ハサミを使って、紙を切り開きに挑戦します。 

・運動会に向けて、様々な体の表現を楽しみます。 

 

 

 

夏休み、こんなことしたよ！ 

夏休み中は、『楽しいなつやすみ』に取り組んでいただ

き、ご協力ありがとうございました。二学期が始まって

から、毎日順番に発表会を行っていました。「今日発表す

る？」と何度も聞きに来てくれたり、自分から手を挙げ

て発表することをとても楽しみにしていました。自信を

もってみんなの前に立って、取り組んだ内容を発表する

だけではなく、お友達の発見や自分との共通点にも興味

を持ち、じっくりお話を聞く姿や発言してみたりする姿

に、二学期の成長を感じています。自分なりの言葉で一

生懸命みんなに伝えようとする姿を、沢山認めてあげた

いと思います♪ 

これは、コーナー活動の様子です。この日の

朝、「先生この木寂しそうやで。」と子どもた

ち。これから色付く葉っぱや木の実に興味

を持ってくれると期待を込め…好きなよう

に葉っぱをくっつけられるコーナーで遊ん

でみました♪ 

並べて並べて…？ 

日常生活でよく目にする『まる』。今回

は、ペットボトルのキャップを使って並

べ遊びをしてみました。ただ並べるだけ

ではなく、規則的に並べてみたり、色別

で並べてみたり、生き物、植物に見立て

てみたりと、遊びの中で子どもたちの工

夫が沢山みられました。 

木を作ってみよう 

『楽しいなつやすみ』でも調べてきてくれた様々な植

物。「そもそも葉っぱやお花はどこにあるの？」そんな

お話から、オリジナルの『木』を粘土で表現してみる活

動、遊びへ発展しました。「枝の先には何が生えてくる

の？」「どんな木にしようかな？」そんなことをイメー

ジしながら、夢中に作る子ども達、それぞれ様々な『木』

ができましたよ。 

お願いします 

いつも素材集めにご協力頂きありがと

うございます。引き続き、トイレットペー

パーの芯やボタン類等丸い素材を集めた

いと思います。宜しくお願いいたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

コオロギや鈴虫の優しい声が聞こえるようになり、秋を感じる今日こ

の頃。皆様いかがお過ごしですか。２学期が始まって１か月が経ちまし

たね。驚いたことに、子ども達は１学期に話していたオオカミの足跡の

ことをよく覚えていて、登園１日目で、「オオカミさんは夏休みにパンダ

組に来たかな？」、「お手紙は届いた？」、「足跡はないね。」など、話して

くれる子がいました。子ども達の中でワクワクドキドキの気持ちが続い

ていたことになんだかとても嬉しくなりました(^^)さて、２学期が足跡

のお話をどんな風に広げていこうか、わたしもワクワクした気持ちを持

って保育を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。 

ぱんだ 

KOPANDA 

 
パンダ組クラス通信 

担任：上野 絢子       

10 月号 

今月の主な遊び・活動 

・ハサミを使って切り開き遊びをします。 

・園庭の果実の成長を観察します。 

・動物模倣など自分なりに表現することを楽しんだり、

かけっこで走りきる達成感を味わいます。 

あのね、夏休みはね♪ 

夏休み中は『楽しい夏休み』のご協力ありがとうございました。２学期に入り、1 人ずつ発表会を行っていま

す。子ども達は自分の番を今か今かと待っているようで、「今日はお話する？」と目をキラキラさせて聞きにく

る子もいます。お友達の前で話すことは少し緊張すること。しかし子ども達は話すことが楽しい！といった様

子で、「これはな、プールで…。」、「ここは恐竜がいっぱいいた！」など、自分なりの言葉で伝えようとする子が

たくさんいました。話していくうちに「これは何なん？」、と聞いている側からも自然と質問が出てきて、「これ

はな…。」と会話が広がる様子もあり、子ども達の聞く力、話す力の成長を感じます。これからも子ども達が、

聞いてもらう喜びや話す楽しさをたくさん感じながら過ごせるよう、会話の時間を大切にしていきたいと思い

ます。 

よーい、どん！ 

２学期に入り、目標物に向かって一直線に走りきるか

けっこに挑戦している子ども達。走ることがとても楽し

いようで、外遊びの帰りなどにも、「かけっこして帰ろ

う！」と、話す子が増えてきました。初めは、先生が持

つタンバリンに向かって走りきる遊びでしたが、徐々に

障害物も増えていき、「これは難しすぎるでしょ～？」

と、子ども達に聞いてみると、「できるよ！」と、自信

満々の表情。楽しい時間はあっという間に過ぎるよう

で、「もっとしたい！」、「次はもっと難しいのにして。」

と、子ども達からの要望もありました(^^) 

１学期、芝生で遊ぶ時には、自分でサーキットを作って

遊んでいた子ども達。慣れ親しんだ道具に、「出来る！」

という自信を持っているようで、「もっともっと。」と挑

戦する気持ちも芽生えています。 

はい、ポーズ(^^) 

１学期から、外遊びに行く時などにだるまさんがこ

ろんだをして遊んでいた子ども達。わたしが振り向い

た時に、「動いている子はいないかぁ～？」と、少し低

めの声で話してみると、顔をニヤニヤさせながら体を

ピタッと止める様子があります。最近では、片足を上げ

る子、足を開脚させる子、手を上げて変顔する子、自分

なりのかっこいい決めポーズで止まる子などバリエー

ション豊かな姿を見せてくれるようになりました。「見

て！」の気持ちが強い子ども達は、体は止まっています

が、「見て！先生、見て！」とお口は止まりません(^^)(笑)

「見て」と話している時の子ども達の表情はなんとも

生き生きとしていて、子ども達の、「見て見て。」の気持

ちを大切にしないといけないなと思う瞬間でもありま

した。これからも様々な形で表現することの楽しさを

感じてほしいと思います。 

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。 

プリンやゼリーのカップ、お菓子の箱、トイレット

ペーパーの芯など、ご不要なものがあれば、持たせ

て頂けると嬉しいです。 



 

 

 

 

 

 

  

こあらスマイル 

 朝晩が、涼しくなりだんだん秋へと季節が移り変わろうとする時期

になりました。皆様、お変わりなくお過ごしでしょうか。今月は、運動

会がありますね。木の実幼稚園では、年少さんは特に、運動会の『練習』

ではなく、遊びの延長線上に運動会があるという思いで、取り組んでい

るので、お家で「運動会の練習やってるの？」と、質問しても「やって

ないよ。」と返事が返ってくる事が多いと思います。当日は、初めて沢

山の人の前に立つので、緊張し固まってしまったり、泣いてしまう事も

あるかもしれませんが、温かく見守ってあげてくださいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コアラ組クラス通信  

担任：中井 奈津実      

10 月号 

今月の主な遊び・活動 

・運動会に向けて、表現遊びや、かけっこを楽し

みながら頑張ります。 

・様々な楽器に触れ、リズム遊びを楽しみます。 

 

 

 

どんな夏休みだったかな？ 

楽しい夏休みのご協力ありがとうござました。 

園に持ってきてくれた日から、「先生見て！海に遊び

に行ったよ。」と写真や絵を見せながら、沢山お話して

くれました。せっかくなので、私にだけでなく、お友

達にもその思いを伝えてほしいと思い、みんなの前で

発表会をしてもらう事に！！初めは、ドキドキしてい

た子も、お話を始めると、「これはプールで遊んでるね

ん。」「花火もしたよ。」と、どんどん思いが溢れてきま

した。「先生も行きたかったな～。」と伝えると・・・

「いいよ。先生も行こうな。」とお返事が♡自分の思い

を、伝えるだけでなく、お友達のお話を聞く、という

事も経験でき、とても充実した時間を過ごせました。 

しずくちゃん見つけた 

１学期の時に、仲良しになったしずく

ちゃん。お部屋でお茶を飲んでいると「先

生、しずくちゃん見つけたで。」と教えて

くれたのですが、どこにいるのか？よく

見て見ると、お茶がこぼれてしまった、と

ころを指さして「しずくちゃん。」と、教

えてくれました。「これは、羊の形に見え

る。」という、お話しも。子ども達の感性

はとても面白いなと思った瞬間でした。 

ようこそ！移動動物園 

 動物さんに会えるのを楽しみにして

いた、コアラ組さん。ワクワクしながら、

当日の朝を迎えました。移動動物園のス

タッフのお兄さんが、一緒に回りなが

ら、動物の名前や特徴を教えてくれるの

で、知らなかった動物のお話を聞くこと

ができました。お話だけでなく、ヘビを

首に巻いたり、リクガメに乗ったり、ヒ

ヨコを抱っこしたり、沢山触れ合う事も

でき、動物さんと仲良くなれました。ま

た、来年も楽しみです。 

 なんの たまごかな？ 

園庭の芝生で遊んでいると、ある男の子が、「ティラノ

サウルスの卵やねん。」と、石を沢山集めていました。周

りのお友達も、「僕も卵ほしい。」というお話になったの

で、一人一つずつ卵（石）を持ち帰り、お部屋でお世話

する事になりました。「卵が寝るところいるで。」「フワフ

ワのやつ。」と発案してくれたので、卵の寝るところを作

ってあげました。「卵に色を塗りたい。」という話になっ

ているので、次は、卵をおしゃれに 

する予定です。 

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。使わない

タオル（使用済みでも）などもありましたら、ご協力お

願いいたします。 

・２学期から、コアラ組に新しくお友達が 1 人増えまし

た！(個人情報の為、氏名は控えさせて頂きます。) 

 



 

 

  

 夏に比べるとずいぶんと日が短くなり、秋の訪れを感じる季節になりまし

た。皆様、いかがお過ごしでしょうか？ 

 ひばり組の皆は、運動会に向けて毎日楽しんで、ダンスを踊ったり、何か

になりきって遊び楽しんでいます。自分で考えたポーズを先生や友達に「見

て見て～！」と言ってみたり、言葉のやりとりも増えました。自分の思いを

しっかり発信できるようになり、「私はこうしたいけど、相手はこうしたい」

といった友達との思いの違いや葛藤も感じているようで、成長がみられます。

私も子ども達の間に立ちながら、「どのようにすれば良いか」と一緒に考えて

いけたらと思います。まだまだ暑い日もありますが、１０月もどうぞ宜しく

お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・ルールのある遊びを楽しむ。 

・運動会で、身体をのびのびと動かして表現することを楽しむ。 

・遠足で、秋の自然物や虫に触れることを楽しむ。 

 

 

大好きなコーナー遊び 

 二学期が始まり、子ども達はより一層工夫して遊

ぶ姿が見られるようになりました。積み木コーナー

では、友達と一緒に、「動物の幼稚園」を作ってみた

り、造形コーナーでは、紙を丸めたり、切ったり、組

み合わせたりして、色々な遊び方を楽しむようにな

りました。友達との関わりや、今までの経験からどん

どん遊びが広がっていっているのを感じます。子ど

も達の発想にはいつも驚かされるばかりです。これ

からも「面白いこと」を見つけていって欲しいなと思

います。 

いい匂いと、臭い匂い 

 楽しい夏休み、ご協力ありがとうございました！

早速一人ずつ前に出て、何をしたかお話をしました。

海に行ったという話を聞いて「○○君も海行った！」

と楽しかった思い出と共に、話が盛り上がりました。

二枚目の「匂い」についても皆で話をしていて、何

がいい匂いか、臭い匂いか、考えてみる事にしまし

た。それぞれに思ったこと、取り組んだことを発表

していると、動物が臭い、という話になりました。

移動動物園で経験していたからか、「臭い」イメージ

があったようです。そこで話が進み、動物が臭いの

は「お風呂に入ってないから」という話も出てきま

した。本物の動物に触れた経験から、お話が広がっ

ていきました(^^) 

沢山の動物さんたちと仲良くなったよ！ 

 移動動物園が幼稚園にやってきました。子

ども達は前日からそわそわ、「明日動物さん

たちくるんやろ～！」と目を輝かせていまし

た。当日、子ども達は少し怖がりながらも、

触ったり、観察してみたり、ご飯をあげてみ

たり…楽しむ姿が見られました。特に、ひば

り組さんには亀が人気で、抱っこしてみた

り、話しかけてみたり、本物の動物の動きや

触り心地、匂いまで 

堪能していました。 

先生が振り向いたら… 

ひばり組さんでは最近「だるまさんがころん

だ」のようなゲームをしています。先生が「じ

ろじろじろ…じろ！」（目でじろじろ見ている

という意味です。）と振り返ると、止まる、と

いうものです。子ども達は楽しいようで、い

つもニコニコ笑いながら止まっています。最

近ではポーズをとる子がいて、ウルトラマン

や大好きな忍者、動物の真似をしたりしてい

ます。これからのレパートリーが楽しみです。 

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、箱や卵パック、カップなどの立体

の廃材を探しています。ご家庭に不要なものが

あれば、ご協力いただけると嬉しいです♪ 

 

ゆかいな 
ひばりーズ！ 

１０月号 

ひばり組クラス通信 

担任：山岡桜子 


