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 金木犀がきれいに咲き、ふんわりと良い香りがしてきます。星組のお

部屋の入り口には、よく似た白色のお花も咲いていて、「これも金木犀？」

と子ども達。似ているけど、どうだろう…とすぐに返答できませんでし

たが、調べてみると『銀木犀』という名前だと分かりました。「金と銀。

金と銀～♪」と新しい名前を知った子ども達は嬉しそうに口ずさんでい

て、その横で私自身も新しい事を知り、ほっこり嬉しい気持ちになりま

した。子ども達のふとした疑問から、大人の私も学んでいる日々です。

そんな環境に感謝しながら今月も過ごしていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

天体観測 

星組クラス通信 

担任 久川純奈      

今月の主な遊び・活動 

・ピアニーとベルと合わせて遊び音の重なりを楽しみます。 

・形と形で見立てあそびを楽しみます。 

 

 

 

晴天の運動会！ 

夏のような青空とお天気の中、運動会が無事開催できました事、本当に嬉しく思います。当日は、

力いっぱいの応援を頂きありがとうございました。星組の子ども達は、運動会はもちろんのことそれ

までの過程一つ一つを本当に楽しく過ごしていました。そしてその楽しい中に「遊びの中での育ち」

を感じられた瞬間が沢山ありました。その一つは、仲間を思いやる心です。自分の事で精一杯だった

年少さんの頃と比べ、星組２０人でみんな。という意識が大きくなり、今日は全員揃ってる？とお休

みが０人の日をとても喜んでいました。「今日は○○ちゃんお休みやから、パワーいっぱいだす！」「○

○くんも来たら、次はもっと大きなおもち(パラバルーンの技)できるな。」とどんな場面でも前向きに、

お友達の事を考えていました。お友達と顔を見合わせながら、真剣に、そしてにこっと笑顔で取り組

む姿勢に、心がじーんとなり、「みんな大きくなったね。」と伝えると、「もうめっちゃお兄さんやから。」

「子どもの頃は…。」と続ける言葉に、色々とつっこみそうになりましたが。笑 この遊びを通して、

一人ひとりの「できた！」の自信に繋がっていればと願っています。ありがとうございました。 

すいちゃんのお家作り 

夏から大事に育てている、ザリガニのすいちゃん。

「ずっと水槽の中じゃ狭くてかわいそう…。」と話す優

しい子ども達。どんな場所だとすいちゃんは喜んでく

れるのか、みんなで考えてみることにしました。石や

貝殻、それからすいちゃんが遊ぶぬいぐるみ…。と一

生懸命考え沢山意見がでました。早速次の日、プレイ

テーブルの中に用意したもので環境を作り、すいちゃ

んをお迎えすることに！！中に入れるとするする～。

と隠れる様子を見て、「やっぱり、かくれんぼするの好

きやな～。」とじっくり見ては、新たに大きな貝殻を入

れてあげるなど愛情満点で過ごしています。 

やおやさんのお店に並んだ～♪ 

という手遊びが大好きで、最近よくみんな

で遊んでいます。そのお店にあれば、「あるあ

る。」なければ「ないない。」と考えながら声を

合わせて答えていく遊びです。「今日はジュー

ス屋さん！」「今日は…。」とどこへ行くかリク

エストしてくれるのですが、「帽子屋さんにし

て。」「グミ屋さんがいい。」とだんだん難易度

があがり、頭をフル回転させる私です。笑 

中々難しいですが、長く続くと面白くて大盛

り上がりで楽しんでいます。 

お願いします 

活動で汚れたり、濡れてお着替えするこ

とがありますので、お着替えを持たせて

あげてください。お願いいたします。 

 



 

 

 

 

         

朝・晩と日中では気温の差が激しく、体調を崩しやすい季節になってきまし

たが、保護者の皆様はお変わりありませんか？先月は、突然の学級閉鎖に

も関わらず、ご理解を頂きまして、ありがとうございました。休み明けの子ども

達は、すっかり元気で、いつも通りの笑顔を見せてくれ、ほっと一安心です。

そんな子ども達ですが、日々色んなものに目を向け、新しい発見に目を輝か

せています。先日見つけたものが、おじぎそうの種です。１学期から育ててい

たおじぎそうを見ていると、たくさんの種がありました。子ども達と話をすると、

「植えてみよう！」ということで、早速植えてみたところです。これからどうなる

のか、子ども達と一緒に見守っていきたいと思います♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

雪組クラス通信 

担任：村中千秋      

１１月号 

今月の主な遊び・活動 

・太陽の光を利用して遊んでみます。 

・ベルとピアニーを使って遊びながら、音が合わさる心地良さを感じら

れる様にします。 

 

 

丸をたくさん繋げてみると…？ 

 運動会を経て、お友達と協力して遊ぶ楽しさを知った子ど

も達と初めての遊びをしてみました。それは、紙帯で作った

丸をホッチキスで縦に横に、そして中にも繋げる遊びです。

「これはどこに繋げる？」「ここ持っておこうか？」と相談しな

がら、たくさん繋げて遊びました。中には、紙帯で丸を作る係

りと、それを受け取ってホッチキスで止める係りと、役割を自

然と分担して遊んでいる子達もいました。こんな風に、自然

と声を掛け合いながらどんどんと遊びが広がっていく様子を

見て、子ども達の           

集めよう！おひさまパワー！ 

 ある日、園庭で青虫を見つけました。虫かご

に入れ観察すること数日…さなぎに成長！こ

のまま蝶になるの？それとも蛾？と子ども達

と話していましたが、一向にその姿は変わら

ず。そこで、「どうしたら蝶になる？」と、子ども

達に聞いてみました。すると、出てきたのがお

ひさまのパワー。「外に出して太陽に当てたら

いいねん！」という意見が出てきました。しか

し、「そんなことしたら燃えちゃうで！」と反対

する子も。『おひさまパワーをたくさん集めると

どうなるの？燃えるのかな？』と、新たな疑問

が出てきた瞬間でした。ここからまた、新しい

興味の種が生まれそうです。 

お願いします 

秋の自然が感じられる素材を 

募集しています。 

 

雪 景 色 

みんなで力を合わせた運動会！ 

  雲ひとつない晴天の中行われた運動会。子ども達はこの日を本当に楽しみにしていました。それは、「早く

運動会したいな～！」「かっこいいところ見て欲しい！」と、毎日会話にでてくるほどです。そんなみんなの願い

が空に届き、当日は絶好の運動会日和でしたね。思いっきり走り切るかけっこに、お友達と声を合わせてのパ

ラバルーン、そして、クラス全員で力を合わせた大玉転がし、どのプログラムも子ども達の頑張りと、大きな成

長を感じることが出来ました。中でも印象的だったのが、子ども達が声を掛け合う姿です。かけっこでは自分が

走り終わってからもお友達を応援し、パラバルーンでは、「もう先生は何にも言わんで良いからね！」と言われ

るほど、自信を持って大きな声を出して取り組んでいました。そして惜しくも３位になった大玉転がしでも、最後

まで諦めることなく、お友達を応援し続けていました。そんな子ども達の姿が見られた事、そしてその成長を保

護者の皆様と分かち合えた事が何よりも嬉しいです。当日は、温かいご声援ありがとうございました！ 

 

関係性がぐっと深まっていることが感じら

れ、嬉しく思いました。そして、この遊びは

子ども達に大ヒットで、次の日も「続きがし

たい！」と声があがり、今も繰り返し遊んで

います♪ 

 



１１月号 

 

 

 

 

 

  

 すっかり気温も下がり秋らしさを感じる毎日ですね。一日の気温差が激し

く体調を崩しやすい季節ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。 

 最近は子どもたちのあそびにルールが生まれてきています。「ワンピース

鬼ごっこ」「スライム鬼ごっこ」など子どもたち発案の鬼ごっこが毎日生まれ

るのですが、必ず始まる前に一緒に遊ぶお友達みんなでルールを確認し、全

員が納得できるまで話し合いが行われています。いざ始めると「全然つかま

らない。」「なんかおかしい。」とルールの難しさに気付くことも多々あります

が、さらに話し合う姿に子どもたちの成長を感じます。運動会を経て一回り

も二回りも大きくなった子どもたちと今月もたくさんの「面白い」を見つけ

たいと思います。 

 

 

 

 

 

 

Blue Moon 

月組クラス通信 

担任 田原希美      

今月の主な遊び・活動 

・ピアニーとベルの合奏を楽しみます。 

・秋の自然に触れて遊びます。 

 

 

 

運動会ありがとうございました！ 

 大玉転がしでは見たこともないくらい大きなボールを運ぶ楽しさから始まり、徐々にお友達と協力

する姿が見られ、他クラスとの勝負を通じて勝ち負けの意識が芽生えていきました。「勝ちたいのにど

うしたらいいか分からない…。」「悔しい。」と初めての気持ちに戸惑う姿もありましたが、その気持ち

に真正面から向き合い、楽しみながらも全力で戦う姿がとても頼もしかったです。 

 パラバルーンでも全力で取り組み、いつでも目一杯楽しむ姿が印象的でした。「パラバルーンをする

よ。」と伝えると「やったー！」と毎回跳びはねて喜んでくれるほどで、バルーンが大きく膨らんだ時

は思わず「わあ！」と歓声が上がるなど、全員で同じ嬉しい気持ちを共有することができました。 

「全員で力を合わせたから大きく出来た！」と子ども達から自然に言葉が出てくるほど、お友達と協

力する楽しさや大切さを身をもって感じていたようでした。 

 運動会が終わってからも「楽しかった！」「また競争したい！」と沢山お話してくれ、運動会での経

験が子どもたちの自信になっていることを感じました。これも当日まで前向きな気持ちになれるよう

送り出し、ご声援をくださった保護者の皆様のおかげです。本当にありがとうございました。 

  

ロボットの中身…？ 

 運動会の会場飾りでもそれぞれ個性あふれるロボット

作りを楽しみましたが、月組さんの興味はロボットの中へ

と移りました。「悪い人が入ってきたら大変やから牢屋が

いる！」と１人が言うと、「そうそう！それから大きい鍵

ガチャって閉めるねん！」「剣もいるんちゃう？あばれた

ら大変やし！」「それで怪我したら大変やから病院もいる

なあ。」と他のお友達からもアイデアが生まれ、どんどん

ストーリーが繋がっています。ねじ・釘・時計・電池・エ

アコン・お風呂などお話が聞きたくなる物がたくさん挙が

っているので、今後の広がりも楽しみです。 

 

バッタさんの好きなモノ 

 外遊びには必ず虫かごを持ち、様々な虫

との出会いを楽しむ月組のお友達。先月に

引き続きバッタが大好きで、毎日お世話に

励んでいます。ある朝バッタはどんな食べ

物が好きなんだろう？という話になり、「葉

っぱだ！」ということで葉っぱへの興味が

広がってきました。１つ１つの葉っぱをじ

っくり見て、形や色、模様の違いに気づき

ました。大好きになった葉っぱにそれぞれ

名前をつけ、ペープサートにして遊んでい

ます。 

お願いします 

不要なタオルがございましたら、

お持ちいただきたいです。よろし

くお願いいたします。 

 



 

 

  

カマキリが…！！ 

 昼夜の寒暖差も大きくなり、急に寒さを感じる様になりましたが、子ども

達はそんなことはお構いなしに毎日元気いっぱいです。先日の運動会を経験

してから、勝ち負け遊びが好きになり、様々な所で勝負が繰り広げられてい

ます。「○○君、今日もお片付け勝負する？」「先生！３人ずつでかけっこ競

争しよう！」と、子ども達から勝負を催促する声が毎日色々な場所から聞こ

えてきます。時々早食べ競争など、そこは勝負じゃない方が良いのだけどな

…と思う場面もありますので声掛けもしつつ、勝ち負けの楽しさを感じなが

ら遊びたいと思います。今月もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

・音楽に合わせて楽器を演奏したり、様々な音が合わさ

る心地よさを感じながら遊びます。 

・蛾の幼虫の観察や、種を育てる経験から土や水など

様々な自然物に触れ、遊びに取り入れます。 

・遠足の経験から、汽車コーナーを街作りコーナー等に

発展させて遊びます。(紙立体等も取り入れてみます) 

 

先日の運動会は雲一つない、まさに運動会日和な晴天でしたね！何回か運動会を経験していますが、あんなに気持

ちの良いお天気は初めてでした！当日も少しお話しましたが、パラバルーンや大玉の取り組みをし始めた頃は勝ち

負け意識があまりなく、「クラゲ出来ひんかったけど一回出来たからいいよね～」と、技が成功しなくても常に平和

な言葉があがっていました。(笑)しかし、当日の姿は凛々しいものでしたね。かけっこでは隣のクラスの友達を見な

がら走り抜けた後、「見てた？一位やったで！」「鳩組の○○君に負けたわ～。」と、喜びや悔しさの声があったり、

表現では今までで１番と言ってもよい程の表情と自信に溢れた姿だったのではないでしょうか。友達と顔を見合わ

せて声をそろえて楽しんだり、時には真剣に応援する、そんな姿に何度も涙をこらえながら見守っていました。 

運動会後も発表会ごっこは続いており、朝の会でダンスや歌を前に出て発表したり、パラバルーンでは違う音楽と

振り付けでまたやってみたいという声があり、新たな遊びも広がりそうです☺当日まで沢山のご協力をいただき、終

わってからも子どもたちの姿を沢山褒めて頂き、本当にありがとうございました。 

先月のお便りでお伝えしました、アサガオの花びら

を使った遊びですが、引き続き遊んでいたところ、急

に花が咲かなくなり、葉っぱが全て無くなりました。

何故なくなったのか、観察していると、手のひらサイ

ズの大きな芋虫が３匹！！(気持ち悪い！と大きな声

で言いたい位です。)その他にも緑の小さな芋虫が５

匹程しました。調べてみると、全て蛾の幼虫でアサガ

オの葉が好物な様です…。私の鳥肌とは打って変わっ

て子ども達は「なんか冷たい！」と触ったり、「どんな

虫になるんやろう！」「これ土の中で蛹になるねん

て！カブトムシみたい！」と、蛾の幼虫を育てる事に 

ワクワクしています…。 

いつも沢山のご協力ありがとうございます。引き

続き不要な廃材、タオルがありましたらお持ちく

ださい。 

衣替えがありましたので、もう一度制服の整え方

をお子様と一緒に確認して頂きたいです。 

Happy Flower 

１１月号 

花組クラス通信 

担任：末吉奏絵 

  

 

運動会ありがとうございました♪ 

９月頃に園内でカマキリを見つけ、ずっと大切に育

てて来ました。ある日、「先生！カマキリのお尻から白

いの出てる！」と、慌てた様子で子どもたちが教えて

くれ何事かと思い、籠の中を見てみると、なんと卵を

産んでいました！登園から降園するまでの間ずっと卵

を出し続けており、一日に何度も子ども達と観察しま

した。私も初めてカマキリが卵を産む瞬間を見ました

が本当に貴重で、子ども達も長時間籠の前から動かず

でした…。「外遊び行ってくるから頑張って生むんや

で。」「もう皆帰るのにまだ卵にお尻くっつけてるの

の？」と、何度も話しかけ、子どもなりに何か感じる

物があったようです。 

アサガオに…！ 

どこにいるか 

わかりますか？ 

 

今月の主な遊び・活動 

 

お願いします 

 



 

 

  

 衣替えをし久々に制服を纏う姿に、凛々しさを感じられるこの頃です。 

ある日のコーナー活動中に、「悔しい！」と泣く声が聞こえました。「どう

したん？」と駆け寄るお友達に「○○ちゃんみたいに紙を切りたかったの

に、難しいねん。」と伝えています。どうするのだろうと見守っていると、

「泣かんでいいで、手伝うわ！」「○○ちゃん、こっちきて作り方教えて

あげて！」と皆で助け合う姿がありました。最後は無事に納得がいくもの

が出来た様です。出来ない事を悔しいと感じた事、諦めず挑戦した事、そ

して手を差し伸べ合える事、今までの経験の中で様々な感情を知り、吸収

しているのだなあと感じた一コマでした。そんな仲間と過ごす１１月は

どんなことが待っているのでしょうか・・・楽しみです！ 

 

 

 

 

 

 

 

hatOVER 

鳩組クラス通信 

担任 白岩千春      

11 月号 

今月の主な遊び・活動 

・楽器演奏や歌を歌う中で、友達の音にも耳を傾け、音

の重なりやハーモニーの心地よさを感じて遊びます。 

・石でやってみたいことを実践してみます。 

 お天気にも恵まれた運動会、お越しいただきありがとうございました。どんな事にも「楽しい！」「やりたい！」

と前向きに挑戦してきた鳩組さん。「運動会でパラバルーンできる？」「大玉やりたい！」「よーいどん（かけっ

こ）もしよう！」と大盛り上がりでした。次第に「運動会ってお母さん達見にくるから、かっこいい所を見て

ほしい！」「速く走る所とかパラバルーン成功する所を見てほしい！」と年少で経験した、見てもらう喜びを思

い出した様です。各々が感じる楽しさだけでなく、勝負に勝つ方法、技を成功させる方法、素敵な姿を見ても

らうためにはどうするのかを考え、少しずつ仲間の存在や、見てもらう事・協力する事を意識し始めました。 

勿論、同じタイミングで全員が同じ気持ちになるわけではありません。テンションが上がると気持ちの調整

が難しく好き放題にしてしまい、うまくいかない事にモヤモヤを感じ、勝負に負けて悔しくなり「負ける所見

てほしくないからやりたくないな。」ともどかしさを感じ・・・新たな経験と感情を覚えては、その都度気持ち

を共有し合いました。どんな時でもお友達の言葉やアドバイスは、心に留まり気持ちが動くきっかけでした。    

そんな経験を繰り返し、少しずつ思いが一つに向いてきた様に感じた所での本番でした。 

実は当日までの間、風邪が流行し全員が揃って活動できた日は一度もなく、どうなるだろう・・・とちょっ

ぴり心配もありました。当日の姿は各々異なりますが、それぞれが心に残る、楽しかった瞬間があった様に思

います。私個人としてはパラバルーンを皆で見上げ、大技の成功をとびきりの笑顔で「できた〜！」と喜ぶ姿

にはグッとくるものがありました。そんな素敵な瞬間と心の成長に立ち会え、感動の一日でした。 

 

１学期から音楽が大好きな鳩組さん。今は身の回りの音に

そっと耳を傾けたり、自分で物を使って音を生み出したりし

ています。そして聞こえた音を言葉や動きで表現して遊んで

います。「ガチャドンドンって何かわかる？」「ギュッ・ダー・

ボタは、水道の音やで！」と、大人では中々思い浮かばない

様な言葉の組み合わせに感心してしまいます。子ども達の言

葉ってなんて魅力的なのでしょうか(^^)面白い音探し、まだ

まだ続いていきそうです。 

 

外遊びの帰り、毎回石を広い袋に貯め

ていました。「集めて何するの？」と聞く

と、「壁に貼り付けたい。」「絵を描いてみ

たい。」「お宝にして守るねん。」とやって

みたい事がたくさん出てきました！ど

んな石がいいのだろうか・・・いつも拘

りの一つを持ち帰る鳩組さん。これから

の展開にワクワクしています♪ 

お願いします 

持ち物の名前が消えかかっている物、制服の

ボタンが取れそうな物が見受けられます。 

もう一度ご確認を宜しくお願いいたします。 

 

運動会、楽しみました！ 

石を集めて・・・ どんな音が聞こえる？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 秋も深まり、園庭の木々も赤や黄色に色づき始める今日この頃。空組

の子ども達は運動会後も、元気に身体を動かしたり『お友達』を意識し

た遊びが広がっています。お外遊びでは、鬼ごっこやボールを使った遊

びなど、子ども達同士でルールを決めて「〇〇したら勝ち！」など勝ち

負けを意識して遊びを楽しむ姿が見られます。その中で、以前までなら

負けた事に泣いて怒ったりしていた姿も「次こそは負けない！」と気持

ちを上手に切り替える姿や、「○○君速かったな！」と相手を讃える姿が

見られるなど勝ち負けの意識だけでなく、心の成長も感じています。       

今月も２５名の空組さんと色んな事に興味を持ち、遊びを深めていきた

いと思っています。宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

どれみふぁそらいろ 

空組クラス通信 

担任： 葛木裕子 

１１月号 

今月の主な遊び・活動 

・ベルやバチなどの楽器を使って、音を合わせる面白さ

を楽しみます。 

・自分の知ってる事を伝え合ったり、試して遊びます。 

 

 

 

たのしかったね！運動会 

 待ちに待った運動会！当日は雲ひとつない晴天に恵

まれ、絶好の運動会日和となりました。 

 表現遊びでは、「自分達の力だけで出来る」「楽しい

遊びの延長である」ことを中心に取り組んできました。

大好きな曲に合わせて、当日も少し得意気な子ども達

の自然な表情やいつもの遊びの姿をご覧頂けたのでは

と思います。 

 また大玉転がしでは、何度か遊びを経験する中で難

しい障害物も一緒に息を合わせて乗り越えるなど子ど

も達も大玉の遊びのコツを掴んでいく姿に成長を感

じ、勝ち負けにも少しずつこだわりながら遊ぶ姿に年

中さんらしい心の成長も感じました。 

 この運動会で、得意な事や頑張った事を見てもらっ

たり、褒めてもらったりした経験が、大きな自信や新

たな遊びへの意欲へと繋がる事 

を願っています。 

 

磁石って面白い！ 

磁石の釣り竿から『磁石』に興味を持って遊ぶ空組さん。

マグブロックというおもちゃ等でも、くっつく面白さを繰り

返し楽しんでいます。そこで、磁石のおもちゃを片手に今回

は磁石にくっつくものを園内で探して遊んでみました。「こ

れはくっつく！」「透明のガラスはくっつかない」「じゃこれ

は？」と、試して遊ぶ姿に探究の面白さ、磁石の面白さを沢

山感じて遊んでみました。是非お家でも磁石探険で遊んでみ

て下さいね！ 

いっぱい繋げて、みんなで繋げて 

 一学期から長く繋げたり、高く積んだりして形

を変化させ見立てて遊ぶ構成遊びが大好きな空

組さん。夏休みにお渡しした『楽しい夏休み』で

もいろんな事に挑戦し、その遊びをクラスのみん

なに発表してくれていました。 

そんな遊びの発展として今回は、ドットシール

を沢山並べて道を作って遊んだり、マスキングテ

ープや長いテープを並べて構成遊びを楽しみま

した。またその周りには子ども達の発想をちりば

めたイラストが加わり、更にお話を広げてくれま

した。 そんな思いの込もった会場飾りのお話や

工夫や思いも是非聞いてあげてくださいね！ 

 

海コーナーができました 

今、クラスでは新たに『海コーナー』が出

来ました。きっかけは、楽しい夏休みの発表

会で魚釣りのお話や水族館などの海の生き物

に関するお話が沢山あったことでした。「僕も

〇〇知ってんで！」と、知っていることや経

験したことを沢山お話してくれる空組さん。

そこで磁石付きの釣り竿を片手に手作りの魚

を釣ったり、貝殻に触れて遊んでいます。 

お願いします 

・貝殻など海に関わるものを集めています。 

・磁石に興味を持っているので、磁石にくっつ

く素材や不要な磁石を集めています。 

 


