
 

 

 

  

ひかりっこ便

り １１月号 

今月の主な遊び・活動 

・デイキャンプの中で、水や火を使った自然体験を楽

しみます。 

・世界の様々な昆虫の標本を目にして、その美しさや

面白さを友達と語って共有します。 

 

 

 

運動会ありがとうございました。 

 先日は暑い中、運動会にお越しくださりありがとうご

ざいました。子ども達と遊びながら作っていった運動会。

「いつ運動会の練習するの？」なんて言われていたりし

たので、子ども達にとっても遊びの一環として運動会に

取り組めたのかなと思います。最近は勝ち負けがはっき

りとつく遊びを楽しむ姿も多く見られるようになりまし

た。勝って嬉しいだけでなく、負けて悔しいと心底思っ

て感情が揺さぶられることも大切な経験です。ぐっと歯

を食いしばりながら「もう一回」と挑戦する子どもの姿

はなんとも頼もしいものです。そんな子ども達の思いを

僕もしっかり受け止めて、遊びを楽しみたいと思います。 

 朝晩は随分冷え込み、秋の深まりを感じさせる季節となってきまし

た。みなさんいかがお過ごしですか。今月はミニ遠足や参観、デイキャ

ンプなどイベントが盛り沢山です。自然が美しく色づく季節。せっかく

なので自然の中に身を置きながら楽しめる遊びが出来たら嬉しいなと

考えています。読書も運動も食事も捗るこの季節。遊びだってどんどん

盛り上がるはずです！今月も子ども達とじっくり話し合う時間を設け

ながら、みんなで遊びを広げていきたいなと考えております。 

今月もよろしくお願い致します。 

 

 

変身コーナーを楽しもう！！ 

 一学期から物語を作って楽しんでいた子ども達。今度はその

物語の登場人物になろうと変身コーナーを作り、衣装を作って

遊ぶようになりました。ゾンビや騎士、可愛い子猫等、変身す

るものは様々です。衣装が作れたら写真を撮ってほしいとの事

でしたが、せっかくなら！と思い、背景を作り、動画で遊びの

様子を記録してみようと挑戦してみました。始めは

「YOUTUBE みたい。」と喜ぶ子ども達でしたが、いざカメラ

を向けられると「チャ、チャンネル登録・・・」と、とても恥

ずかしそうでモジモジしていました(笑)もう少し慣れて、色々

楽しめるようになったら物語の一場面を演じたりして遊びを

楽しめたらいいなと思っています＾＾ 

光組クラス通信 

担任 田中祐太      

謎の種（芽）その後・・・ 

 一学期から急成長を遂げていた芽が、な

ぜかしおれてしまいました。毎日自主的に

水やりをしていた子ども達はがっかり・・・

原因や対処法を調べ、いくつか試しました

が回復しませんでした。その代わり、その

根の根元からしっかりと力強い謎の新た

な芽が生まれてきました！「なんだこれ。」

と不思議そうにしながらも、「実がなった

らいいな。」と言ったり「次何植える？」と

もう次の相談をしている様子が可愛らし

かったです＾＾ 

  大きな蜂を見つけたよ。 

 光組に大きなスズメバチがやってき

ました。（もちろん生きていません）顔

を寄せながらじっくり観察すると、毛

が生えていたり、足がギザギザになっ

ていたり、意外とかっこいい顔に驚く

子もいました(笑)じっくり観察してか

らは、自分なりの蜂のお話を考えて描

画を楽しんだりしました。ミニ遠足で

は蜂をきっかけに様々な不思議な昆

虫を見てみたいと思っています＾＾ 

 

お願いします。 

保育の中で不思議だなと思ったことは、「調べて

みよう。」と子ども達に投げかけるようにしていま

す。子ども達から何か聞かれたら、是非ご家庭でも

お話したり、一緒に調べたりしてみてください♪ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

園庭のみかんやざくろの実が色付き始め、朝晩の冷え込みが秋の深まりを感じる

季節になりました。先日は運動会にお越し頂きありがとうございました。 

運動会を終え、子ども達の更なる成長を感じ驚いています。お友達と楽しく過ご

すための知恵や力が付いていたり、遊びの中で協力して作り上げた時には、一緒に

喜びや達成感を感じていたり。子ども達で決め事をする時は、人の意見を受け止め、

自分の思いを伝えられていたりします。そんな子ども達の成長をこれからも見守っ

ていきたいと思います。今月は参観や、子ども達が心待ちにしているミニ遠足とデ

イキャンプがあります。博物館での見学や自然の中でしか経験できない事やその場

所での発見を存分に楽しもうと思います。今月もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望の松の木 

松組クラス通信 

担任：河谷茶々       

11 月号 

今月の主な遊び・活動 

・色々な楽器に触れて遊びます。 

・デイキャンプに行き、自然体験やクッキングを楽しみます。 

・小人について会話や遊びを深めていきます。 

 

 

 

まさか…？小人？ 

ある日、ホールに行くまでの螺旋階段でみかん

の木の下に小さな穴を見つけました。早速お部屋

に帰って何の穴か、会話の時間で話し合いました。

「大きさ的にアリでもない。」「何の穴やろう。」と

謎ばかりです。子ども達の想像がどんどん膨らみ、

「もしかしてあの穴の先には誰か住んでるんじゃ

ない？」「あの先でパーティーしてるんじゃな

い？」「道じゃない？」等と盛り上がりました。 

それは「誰の？」と問いかけてみると答えが一致

したのが“小人”でした。また、小人について興

味や関心が深まり、大きさや形、色などの特徴に

ついて話し合って行く中で子ども達はとてもドキ

ドキワクワクしています。何かあった時は「うわ！

小人の仕業ちゃう？」「小人探しにいこ！」等と小

人に興味や関心を持っています。 

みんなの心が一つになった運動会 

当日は晴天で開催出来た事、嬉しく思います。表現では、まずクラスのみんなでのお話作りから始まりました。そ

れに合った身体表現を 1 人、2 人組、次はグループで…と進めていきました。初めはグループで表現する難しさにつ

まずき、友達と話し合ってイメージしたことを形にする事に困っている様子でした。繰り返し表現遊びをしているう

ちに、自然と意見がまとまり、身体表現が楽しくなり、グループで見せ合う時には「みて！みて！」と自信満々な表情

でした。見ているお友達も私も拍手喝采で他のグループを褒め合うとても素敵な雰囲気でした。 

競技やリレーでは、勝って嬉しい気持ちと、負けて悔しいという気持ちも子ども達は感じていました。練習で負け

てしまった時、「〇〇ちゃんめっちゃ上手いから真似しよ！」等とお友達の良いところを見つけ、次に繋げようとした

り「〇〇くんかっこよかった！」「〇〇ちゃんめっちゃ頑張ってた。」と褒め合ったり、負けてしまっても誰かを責め

たりする事なく、みんなで一生懸命頑張った事を褒め合う姿に子ども達の心の成長を感じました。でも「やっぱり勝

ちたい！どうやったら勝てるのか。」を話し合いました。 

リレーの走る順番は子ども達だけで決めました。それぞれ自信を持って走れる順番に決まり、更にやる気スイッチ

が入りました。そして走り方やバトンの受け渡しも話し合いを重ね、練習をしてきました。松組の子ども達はその中

でも 1 番大切にしていたことがありました。それは「最後まで一生懸命みんなで笑顔で頑張る。」でした。この言葉を

本番走る直前、緊張でドキドキしていている時に皆で再確認し、心を一つにして走りました。 

どちらの種目でも優勝し嬉しい気持ちは 100%でしたが、笑顔で終えられたことが 1 番良かったと思っています。

結果以上のものを子ども達は得る事が出来たのではないでしょうか。全ての競技を通して、子ども達のいきいきとし

た姿や目の輝き、一生懸命頑張る姿が見られてとても素敵な一日となりました！ありがとうございました！ 

竜を描きました 

運動会の表現のお話作りで、“お空”というワードが出てきま

したが、お空はどんな世界で何がいるのかを想像することを楽

しんでいた松組の子ども達。ある子が竜のお話をしてくれまし

た。他の子ども達はとても興味津々に聞いていたので、実際に

色々な竜を写真で見たり、竜のお話しを聞いたりして自分がイ

メージしたものを描いてみることを楽しみました。早速子ども

達と一緒に竜について調べ、竜がもたらす意味も知りました。

爪や髭、鱗など細かいところまで自分なりに竜を表現していま

した。出来上がった龍は今にも動き出しそうで、とてもかっこ

いい躍動感に溢れた竜が完成しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

しずくちゃんからのお手紙 

七夕のお楽しみ会で出会ったしずくちゃん（水の

精霊?）からお手紙が届きました。先月行った水の

ろ過実験に続き、今度は「水と火と葉っぱを使って

実験してね。」とのミッションが！園庭で葉っぱを

集め、お鍋に水と葉っぱを入れて、火にかけてみま

した。すると…「しずくちゃんの色が変わってる！」

「お茶みたいになってる！」と、葉っぱが煮出して

だんだん水の色が変化していきました。「しずくち

ゃんとひのこちゃん（火の精霊）ともりたくん（木

の精霊）仲良く遊んでるな。」「そういえば僕たちし

ずくちゃんといっぱい遊んでるやん！水道とか、プ

ールとか、お風呂とか！」「ひのこちゃんは、花火と

か、お日様も！」と、実は身近に触れ合っていた事

に気付いた子ども達。お楽しみ会直後は、先生達が

それぞれの精霊に扮していたので「あれ先生やった

やん！」と言っていた梅組さんでしたが、まだまだ

ファンタジーな世界を楽しんでいます(笑)11 月の

デイキャンプに向けて、さらに身近に自然の精霊達

と遊んでいきたいと思います(^^) 

 園庭のみかんが色付き始め、秋の深まりを感じる季節となってまいり

ました。朝夕冷え込みますが、皆様お変わりありませんか。 

 運動会を終え、子ども達同士の距離もぐっと縮まり、クラスとしての

一体感も一段と増したように感じています。最近遊んでいる様子を見て

いると、「〇〇の折り紙難しい。」と困っている子がいたら、「教えたる

わ！」と誰かが助けてくれたり、誰かがケンカしていると「どうしたん？

きつい言い方したらあかんで。」と仲裁に入ったり。少しずつ、子ども達

同士で気付き、助け合う姿が見られるようになり、嬉しく感じています。

タイトル通り、『ぽかぽか梅っこ』に成長中です(^^)今月は、参観日、遠

足、デイキャンプと、行事も盛り沢山です。宜しくお願いいたします！ 

 

 

 

 

 

 

 

ぽかぽか梅っこ日和 

梅組クラス通信 

担任：髙石晴香       

１１月号 

今月の主な遊び・活動 

・デイキャンプを通し、火起こしなど自然を活かした体

験を行います。 

・様々な楽器でお友達と一緒にリズムを奏でる事を 

楽しんだり、ピアニーで新しい曲に挑戦します。 

 

 

幼稚園最後の運動会！ありがとうございました！ 

 先日はお忙しい中、運動会にお越しいただきありがとうございました。当日の子どもたちは１２０％の力を出し、練

習の時よりも団結力があり、本当に一人一人が輝いていました。 

競技では、練習で一度も１位になれず、悔しい思いも沢山しました。だんだん「また次も負けるかも…。」という声

が出始めましたが、当日は一緒に考えた作戦やコツを力いっぱい発揮し、見事１位に！ 

表現では、お友達と一緒にイメージした形を表現するという難しい事にも挑戦しました。頭の中で考えている事が、

中々お友達に伝わらず、時にはケンカになってしまうこともありました。少しずつ、「こっちにくっついて！」「こうや

ってポーズする？」と相談し合う姿が増えてきました。 

リレーは、自分達で考えた走順で１位に！バトンを「〇〇ちゃんに渡したい。」「〇〇くんからもらいたい。」そんな

思いがしっかり繋がっているようでした。一人一人の走っている時の輝いた表情、走り終えたホッとした表情がとて

も印象に残っています。運動会を通し、自分の力を発揮することはもちろん、お友達と力を合わせたり、お友達と相談

したり、何よりお友達と認め合う力が育ったように感じます。負けても誰かを責める事のない、そんな心の優しい梅組

さんが大好きです！ 

ヤマボウシ（山法師）やオリーブを収穫しました 

実りの秋、園内でも様々な実が実っています。初めて目に

するヤマボウシの実に「さくらんぼに似てる！」「どんな味

やろ？」と興味津々の子ども達。食べてみると「甘い！中は

黄色や！」「ちょっとバナナみたいな味。」と五感で味わい

ました。「オリーブは食べられるの？」と気になる様子。そ

のままでは食べる事が出来ない事を伝えると、「なんか作れ

るってこと？」とクッキング欲が湧いているようです(笑) 

お願いします 

・デイキャンプでは、クッキングでカレー作りを行います。

包丁やピーラーなど、お家でも一緒に練習してみてくだ

さい♪ 

・引き続き、不要な素材があれば宜しくお願いいたします。 



キンモクセイの良い香りがふわっと漂い、秋の深まりを感じます。寒暖差

に体調を崩さないよう、予防の声掛けなども気にかけて過ごしていきたいと

思います。 

 さて最近、子ども達の遊びの中から「みんなで鬼ごっこしよ？」という声

が聞こえてくるようになり、「一回集まって～！」と声を掛けて遊び方や、変

更点などを共有しながら自分達で進めていく姿が見られるようになり、クラ

スとしての嬉しい成長を感じています！ 今月は園外での活動もあります。

子ども達同士で身の周りのことに目を向け行動し、充実した時間が送れます

ように。どうぞ宜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      

１１月号 

今月の主な遊び・活動 

・色々な模様を描いて遊びたいと思います。 

・様々な楽器に触れてリズムに合わせてたたいたり、奏でることを楽しみます。 

・デイキャンプに向けてグループでの話し合いや、計画を立てて準備をしていき

たいと思います。 

 

 

思いが集まった運動会 

とても暑い日ではありましたが、運動会にお越し頂

きありがとうございました。沢山の方々に見守られな

がら一人ひとりが自分なりに精一杯取り組む様子がと

っても素敵でしたね。 

当日に向け、四人組競技、表現、リレーの全てを通

して欠かせなかった事が対話の時間です。遊びを展開

していく中で、子ども達からの声がどんどん挙がり進

めていけた事、勝負に対しての意識が強くなり自然と

同じ目標に向かって取り組む事が出来るようになりま

した。また、グループごとに相談する場面では意見を

出さないと始まらない事、賛同する声がないと形にな

らない事の難しさをひしひしと感じながら子ども達は

一歩ずつ前に進んできました。 

これまでの過程があったからこそ、子ども達の心は

強く成長してこれたと思います。今回の経験が自信や

意欲へと繋がっていく事を願っています！ 

水や火を使った実験遊び 

実験① 水のろ過 

日頃子どもたちが飲んでいる水がどんな水か

聞いてみると、「おいしい！」「森の水って書い

てあったの見たことある！」「海の水が綺麗にな

ってるん？」と返ってきました。そこで、水を

綺麗にすることが出来るのだろうかと、手作り

ろ過装置を作って実験してみました。石を洗っ

た時に溜まった泥水を注ぐとぽたぽたとゆっく

り落ちてきました。その水が溜まってくると「綺

麗になってるー！！」とまさかの驚きの声が聞

こえてきました。「作ってた色水も綺麗になるか

な？」と、更に試してみたいものが挙がってき

たので、水性マーカーで作っていた色水も実験

してみると、なんと透明の水になりました♪ 

実験② 色出し実験 

今度は、火を使って水を温めてみることに！

ガスコンロの火を通して見た時に、「○○ちゃん

揺れて見える！」と炎に気づきがあったり、沸

騰してきたところに育てていたブルーベリーの

葉っぱや、園内のローズマリーの葉を入れてみ

ると…？「ブルーベリーの葉っぱはシソみたい

な匂いする！」「ローズマリーは緑茶みたいな

色！」「飲めへんのかな？」と香りや色を見て、

お茶をイメージする声が多かったです。 

さあ、これらの経験を更にデイキャンプでも活

用していけたらと思います♪ 

初めて食べたヤマボウシ 

お部屋のミニアトリエから見えていた赤い実「ヤマボ

ウシ」が、食べられる実であることを知り、先日食べて

みました。チクチクした皮を見て、「ライチみたい！」と

果物を連想させていましたが、初めて目にするものに抵

抗があったのか、最初に食べた数人の友だちの「マンゴ

ーみたい！」「甘い！」などの声を聞き、「やっぱり食べ

てみたい！」という声が増えていきました。 

また一つ新たな実を知った桜組さんでした(^^) 

お願い 

降園前に絵本を読んでい

ます。ご家庭でのおすす

めの絵本があればぜひ教

えてください♪ 



 

 

  

 日が落ちるのもすっかり早くなり、夕暮れ時には寒さが身に染みる季節に

なりました。保護者の皆様は、体調等にお変わりはありませんか？ 

 さて、先月は運動会にお越し頂き、ありがとうございました。いつもより

大きな運動場で、お家の人も見に来てくれて子どもたちは緊張もあったかも

しれませんが、今では「またリレーしたいな。」「楽しかったな。」という声が

聞こえ、私もホッとしています。今月は参観、ミニ遠足にデイキャンプと、

行事が多い月ではありますが、体調等に気を付けながら、なるべく子ども達

が無理なく過ごせるように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。♪ 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・グループやクラスみんなで話し合いながら 

秋ならではの自然体験に取り組みます。 

・宇宙の話から、星座の話をしてみたり、オリジナルの星座

を作って遊んでみたいと思います。 

運動会ありがとうございました！ 

４人組競技、表現、リレーと３つの事に挑戦した子ども達。年長さんの種目ということで、どの種目も「お

友達と一緒に力を合わせる」場面が多く、遊びを進めていく中で、もどかしさや難しさを感じる事も少なく

ありませんでした。表現では１人での表現、２・３人組の表現は割とスムーズに遊びとして楽しめていた椿

組でしたが、５．６人組になると一気にぶつかりはじめました。「違うって！」「こうしてよ！」「なんでち

ゃんとしてくれやんの？」何となく表現したいイメージがあるけれど、それぞれのイメージが異なり、強い

口調で言葉をぶつけてしまったり、泣いてしまったりして遊びとして成立しなかった時もありました。そん

な時に立ち直るきっかけは同じクラスの子の言葉だったと思います。「強く言っちゃう気持ちも分かる。」と

共感の言葉をかけたり、「私達はこうしてみたよ。」と上手に出来た方法をみんなで伝え合ったり聞いたりし

ました。クラス内で形の見せあいっこや、できた形を写真に取り、素敵な所をお互い伝えて行く中で、少し

ずつぶつかっていたグループも形が出来てきました。 

グループでの表現は難しかったけれど、それでもたくさんの成長がみられました。まだまだ運動会までの

椿組の子の姿で伝えたいことは沢山あるので、参観や懇談等でお話出来たらと思っています。 

ほしきちさんからもらった種 

 以前のクラス通信でも紹介した、ほしきちさん

から貰った種を植えてみると、芽が少しずつ出て

きました。梅や桜組とは種が違ったようで、「先

生！葉っぱの形が違う！」と、クラスごとの違い

にも気づきながら観察しています。そして以前、

間引きのため、数本抜いてみたのですが、根っこ

が少しオレンジ色をしたものや白っぽい大根みた

いな根っこが見られ「にんじんや！」「大根かごぼ

うか？」と抜いてみた形や色に「こうかな？」と

予想大会が止まりませんでした♪ 

宇宙って不思議がいっぱい！ 

 宇宙への興味・関心がどんどん膨らむ椿組です

が、なにより宇宙は広く、子ども達が不思議だな、

面白いなと興味を示しているポイントも多く…。

私自身もどこから話を拾っていこうか迷ってし

まう事もあったのですが、先月は「惑星」「宇宙

人」について子ども達と沢山話し合いました。椿

組には宇宙コーナーがあり、宇宙の本を読んだ

り、色んな惑星を描いて貼ったりして遊んでいる

のですが、最近は宇宙人が毎日作られ、宇宙人を

宇宙コーナーで遊ばせたり、ロケットに乗せたり

して遊んでいます。 

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。

今月は小さな空き瓶や、キラキラした物（星に

見立てられそうなビーズなど）がありました

らお持ち頂きたいです。 

※ご家庭で不要の物でお願いします！ 

椿の知らせ 

 １１月号 

 椿組クラス通信 

担任：吉田真侑 


