
 

 

  

 見上げると、澄んだ空に美しさを感じられる今日この頃。 

秋も少しずつ深まって参りました。皆様お変わりありませんか。 

２学期半ばに入り、うさぎ組の子ども達もやり取りが活発になり、

『クラスみんなで』一緒に進めていく面白さが感じられるようにな

ってきています。先日の運動会でも子ども一人一人の沢山の成長

と、クラスとしての一体感が感じられとても嬉しく思いました。 

今月は、実際に保育の様子を見て頂ける参観を予定しています。 

どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・色々な楽器に触れ、言葉に合わせて鳴らしたり、 

様々なリズム打ちを楽しみます。 

・グループでの遊びをお友達と一緒にします。 

・自然物を使った遊びを楽しみます。 

～運動会ありがとうございました！～ 

先日は暑い中、運動会にお越し頂きありがとうございました。 

当日までの練習で阪南大グランドには数回行ったものの、沢山のお客さんを目の前にして、あ

れだけ普段に近い状態で出来た事は、本当に素晴らしいと感じました！運動会で見てもらった内

容も、子ども達にとっては“練習してきたもの”というよりも“遊びの一つ”といった感じだっ

たと思います。保育の中で、自分たちが楽しんでいる事を他クラスのお友達や先生に見てもらい、

声を掛けてもらう経験を重ねていくうちに、自然と「お家の人にも見てもらいたいな！」という

思いを抱いていくようになりました。当日は、もちろん緊張している子もいましたが、目の前の

事に一生懸命な姿がとっても素敵でした。 

後日、クラスで運動会の話をしてみると、「すごいねって言ってた！」「かっこよかったって

～！」とお家の人からの感想を興奮気味にお話してくれていましたよ。うさぎ組さんの成長を近

くで感じられることが出来て幸せです。これからもどんな姿を見せてくれるのか楽しみです♪ 

～会場飾り～ 

運動会の日に展示していた会場飾りは見て

頂けましたか？２パターンありましたが、ど

ちらも以前お話していた『はね』がテーマに

なっています。みんなが調べてきてくれたは

ねをよーく見てみると、「たくさんの線があ

る！」「大きさも形も違う！」…そんな声をき

っかけに遊びました。少しずつイメージを形

に出来るようになってきていて、それぞれの

表現が見ていてとても面白いです(^^) 

～素敵な言葉～ 

「初めて出来たね！」「良かったね！」 

最近子ども同士のやり取りに耳を傾けてい

るとこんな素敵な言葉が聞こえてくる事が

あります。たとえ自分の事でなくても、幼

いながらにそのお友達と思いを共有しよう

とする姿に驚かされます。人の事を思いや

る気持ちって素敵ですよね。この方法で身

に付く！というものではないので、この優

しさをずっと大事にしてほしいなと思いま

す。そして、そんな素敵な言葉に沢山気付

ける人でありたいと思います。 
お願いします 

 年少組も後半に差し掛かってきていま

す。衣服の裏返し、給食ではスプーンやフ

ォークの正しい持ち方を伝えると共に、少

しずつ『お箸タイム』も設けていけたらと

考えていますので、ぜひお家でも練習して

みて下さいね。 

うさぎくらぶ 

11 月号 

うさぎ組クラス通信 

担任：柴田沙耶 

感想も沢山頂き 

ありがとうございまし

た！！ 



１１月号 

今月の主な遊び・活動 

 

・楽器を使ってリズム打ちをして遊びます。 

・ルールのある遊び（じゃまじゃまマン鬼ごっこ） 

をして遊びます。 

・自然物を使って遊びます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 朝晩はぐっと冷え込み、晩秋の訪れを感じる季節となりました。 

最近のひよこ組さんは友達の頑張りを一緒になって喜んだり声を掛け

る姿が見られます。１学期から、頑張ってシャツをズボンに入れたり、

スモックを畳んだり毎日コツコツ練習してきましたが、最近はお手伝い

がなくても最後まで自分で出来る事が増えています。子ども達を見てい

ても「もう大きいからできるで。」「見といてな。」と言い合う姿もあり

友達の頑張る姿が何よりの刺激になっているようです。 

 

 

 

 

 

 

 

ひよっこ便り 

 

 
ひよこ組クラス通信 

担任 高柴菜都乃      

                初めての運動会！ 

先日はお忙しい中、運動会にお越し頂きありがとうございました。初めての運動会、子ども達の姿を見

ていると４月の入園当初の様子が蘇ってきました。いつの間にこんな沢山の事が出来るようになったんだ

ろう…とひよこ組の子ども達の成長に胸が熱くなりました。かけっこでの一人ひとりの「よーい！」のポ

ーズもこちらまでパワーが伝わるほどでした。ゴールまで力いっぱい走ってきてくれた表情は今でも忘れ

られません。運動会が終わってからも「もう一回やりたい。」「次は運動会いつなん？」と毎日聞かれます。

子ども達にとって、楽しかったという気持ちはきっと次への力に繋がるんだと思います。 

緊張したり不安な気持ちもあったと思いますが、最後まで自信を持って舞台に立つ事が出来た１９人の

子ども達、本当に逞しく一人ひとりが輝いていました。今でもお友達とポポポポポーズを踊ったり、へん

てこ動物に変身したり運動会ごっこをして遊ぶ姿が見られます♪ 

  

きもちについて考えよう 

最近、子ども達のやりとりの中で、きつい口調になっ

たり、押し合ったりと、喧嘩になる姿が見られることが

あります。そこで今、ひよこ組では“きもち”について

考える時間を設けています。言われて嬉しい「ふわふわ

言葉」や嫌な気持ちになる「チクチク言葉」など、色々

な例を出して皆でじっくり話をする中で気付くことも

沢山あり、この時間は今後も大切にしていきたいと思

っています。 

   またまたまるりんみーつけた！ 

運動会が終わった今でもまるの遊びは続い

ていて、先日はアトリエで色々なまるりんを並

べたり組み合わせて遊びました。友達と「次は

どこに繋げよっか？」など沢山やりとりしなが

ら並べたり遊び込んでいました。同じまるでも

色ごとに集めたりと遊びの中でも工夫が見ら

れました！ 

お願いします 

・給食時に少しずつお箸に触れる機会を作っています。お

箸が難しい場合はエジソン箸でも大丈夫ですので、スプー

ン、フォークと一緒に持たせてあげて下さい。また、園だ

けでなくご家庭でも平行してお箸で食べる機会を増やし

ていただきますようお願い致します。 

・ご不要な白の布や端切れ、素材など使えそうなものがあ

りましたらお持ちいただきたいです。 



 

 

 

 

 

 

  

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。引き続き廃材の提供のご協力

の程よろしくお願いいたします。 

今月の主な遊び・活動 

・秋の自然物（ドングリや栗）をきっかけとした活動をします。       

・ハサミで回し切りに挑戦します。    

・楽器を使ってリズムを楽しみます。 

 

楽しかった運動会！！ 

 先日は運動会にお越しいただきありがとうございました。晴天に恵まれ、当日の子ども達のみな

ぎるパワーには感動しました。みんなが大好きな『ポポポポポーズ』も、「どんなふうに踊った方が

かっこいいかな？」「どんな所を見てもらいたい？」そんな話をすると、「こうやって大きく！」と

その場で踊って見せてくれたり、「小っちゃかったら見えへん！」などと教えてくれたりと、当日に

近づくにつれ子ども達の中に「お家の人に見てもらいたい！」という気持ちがどんどんと大きくな

っていく様子がありました。この運動会を通して、かけっこやダンスなど子ども達にとって自信を

持ってやりたいと感じられることが増えてきて、一学期からの成長を感じます。当日は不安になっ

たり緊張したりする場面もありましたが、初めての大舞台で自信に満ち溢れた表情を見せてくれた

子ども達。これから年中、年長組へと育っていくのが楽しみですね♪一人一人の大事な成長の瞬間

を、これからも保護者の方と一緒に見守っていきたいです。 

お箸タイム 

今月から給食時間の中に何分間か

「お箸タイム」を設け、少しでもお箸で

食べられる時間を増やす取り組みをし

ています。「先生見て！」と口に運ぶと

ころを自慢げに教えてくれる姿には期

待が膨らみます♪ 

これからお箸タイムだけではなく、

衣服の着脱や生活のマナー、年中に向

けて毎日コツコツと、少しずつ楽しく

取り組めるようにしていきたいと思い

ます。ご家庭でのご協力も頂けると幸

いです。 

 肌に触れる風もだんだんと冷たくなり、秋の訪れを感じる季節と

なりました。保護者の皆様、体調などお変わりございませんでしょ

うか。クラスでは最近、「一緒に○○しよう！」という声がよく聞こ

えてきます。一人で遊びに熱中することももちろん大切ですが、お

友達と一緒に出来る楽しさも大切です。そんな喜びを分かち合える

ようになってきているのだと成長を感じる毎日です。今月も子ども

達の一瞬一瞬と向き合いながら、関係性を深めていけたらと思いま

す。どうぞ宜しくお願い致します。 

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       

１１月号 

いもむしさんこんにちは 

あるお友達がお家の人と拾ったドングリを持ってき

てくれました。観察コーナーでは「先生！穴空いて

る！」そんな声が聞こえてきました。次の日には何と、

中から小さなイモムシが出てきたのです。私も中から

出てきたイモムシを見たのは初めてで、子ども達と驚

いていました。「白いダンゴムシなんかな？」「何の虫

なん？」「幼虫って何の虫なん？」と小さなイモムシに

不思議がいっぱいで興味津々です。イモムシが大きく

なり、何かの虫になるということもまだ知らないお友

達もいます。これを機に、今月は虫の成長過程にも興

味を持ってみようと考えています♪ 

 



 

 

  

９月頃から園庭のみかんやザクロに気づき初め、「なんか出来て

る！」と、興奮した様子で教えてくれていた子ども達。緑色のみかんを

見るのが初めての子もいたようで、「みかん！？」と驚いていました。  

また、外遊び中にメタセコイアの実や何かの種、小さな木の実を見つけ

ては大事にポケットの入れる様子があり、子ども達のポケットの中は、

宝物でいっぱいです。11 月は、秋の実りを楽しみながら遊びを広げて

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。 

・体育遊びで、じゃまじゃまマンからすり抜ける楽しさを

味わいます。 

・園内で実った秋の味覚を味わいます。 

・楽器を使ってリズム遊びをします。 

運動会 楽しかったね！ 

先月は、運動会にお越しいただきありがとうございました。運動会の数日前から、「お母さん達が見たらビック

リしてお目目飛び出ちゃうわ！」とお家の人に見てもらう事を楽しみにしていました。日々の保育の中で、様々な

障害物を超えていく事や走り抜く事に挑戦しながら自信をつけていった子ども達。「今日は体育遊びだよ。」と伝え

ると、「やったー！今日もめっちゃ走る！」とやる気をみなぎらせていました。ダンスや動物模倣などの表現遊び

も、「おにぎり先生に見てもらう！」と、國田先生にビックリしてもらう事や褒めてもらう事が子ども達の楽しさ

に繋がっていったようです。お客さんに見てもらっている時の子ども達の表情は、「見て見て。」の気持ちが溢れ出

し、とても良い表情でした(^^) 

本番はドキドキと緊張したり、お客さんに見てもらう喜びを感じたり、やりきる楽しさを味わったりと、それぞ

れに大きな舞台で力発揮をした子ども達。運動会の取り組みの中で心も体もまた一つ成長したなぁと感じます。 

当日の温かいご声援もありがとうございました！運動会後も、「ポポポポポーズしよう！」と、曲に合わせて何

度も踊っている子ども達です(^^) 

様々なポーズを取って遊んでいた子ども達に、もっ

と色々な表現を楽しんでほしいなと思い、関節がすべ

て動く骨格人形のようなペープサートを作りました。

壁が磁石になっているので、壁に引っ付け、子ども達

に見せてみると、「きゃー！」と大興奮。「いろんなポ

ーズが出来るのよ！」と人形になりきって話すと、 

「ポポポポポーズちゃん！？」と名前まで付けてくれ

ました。(笑)子ども達はポポポポポーズちゃんと同じ

ポーズをとったり、友達と一緒に「こんなの出来る？」

とポーズちゃん同士で真似っこをしたりして遊んで

います。 

子ども達の豊かな表現がもっと広 

がっていきますように(^^) 

優しいね、嬉しいね。 

２学期に入り、友達との関わりがぐっと増したパ

ンダ組さん。先日、紐通しで遊んでいた子がもっと自

分で使う分がほしいと困っていると、「もう使い終わ

ったからどうぞ。」と貸してくれる子がいました。す

ると、他の子も、「どうぞ。」と渡す姿も。「優しいね、

先生なんだか嬉しくなっちゃった。」と話すと、「そっ

か。」と優しく微笑む子ども達。子ども達の成長を間

近で感じ、心がとても温かくなりました。まだまだ自

分の思いを上手く伝えられず、もどかしい表情をし

たり、相手の思いを受け入れられず喧嘩になってし

まう事もよくあります。日々の生活の中で、何気ない

優しさに触れながら、相手を思いやる気持ちを少し

ずつ育てていってほしいと願っています。 

今月から給食の時間に『お箸タイム』を少しずつ

作っていきたいと思います。是非ご家庭でもお箸の

持ち方を伝えたり、お箸やエジソン箸に挑戦するな

ど、ご協力をお願いいたします(^^) 

 

ぱんだ 

KOPANDA 

１１月号 
パンダ組クラス通信 

担任：上野 絢子 

ポポポポポーズちゃん！ 

 

お願いします 

 

今月の主な遊び・活動 

 

 



 

 

 

  

 園庭の木々が少しずつ色づき始め、少しずつ秋が深まってまいりました。

皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。最近のコアラ組さんは、自分から

色々な事に挑戦しようとする姿が多く見られるようになってきました。お外

遊びでは、梯子を登れるようになりたい！鉄棒でくるっと回ってみたい！ 

大きなパイプを砂場に立てたい！等、夢中になってチャレンジしています。 

何かに挑戦し、できなくて悔しい気持ち、できるようになって嬉しい気持ち、

様々な気持ちを経験し、心も大きく成長してくれれば良いなと思います。 

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 

・落ち葉や木の実など、秋の自然物を使って遊びます。 

・身の回りの音を集めて遊びます。 

 

 

運動会ありがとうございました。 

晴天に恵まれた運動会。お忙しい中お越し下さり、

ありがとうございました。数日前に、「お家の人が、

みんなのかけっこや、ダンスを見にきてくれるんだ

よ。」と伝えると、「え～！！そうなん！めっちゃ楽し

み。でも、ドキドキする～。」と、様々な感情が溢れ

ていました。子ども達にとって初めての運動会でし

たので、泣いてしまう子はいないかな？など、色々心

配をしていましたが・・・当日は、緊張している様子

もありましたが、１８人全員で、楽しく元気いっぱい

参加することができ本当に嬉しかったです。表現で

は、色々な森や海の生き物に変身！最後のダンスの

位置に移動する時に『だるまさんが転んだ』の遊びを

取り入れていました。「ぱぴぷぺぽぽぽ」と掛け声を

言いながら歩いていたのですが、子ども達から自然

と出てきた面白い言葉だったので、当日も子ども達

の笑顔が輝く時間になりました。 

かけっこでは、表現で緊張してしまっていた子も、

自信に満ち溢れたかっこいい姿を見せてくれまし

た。走り切った後の、表情がとても素敵で、私の大好

きな瞬間でしたので、保護者の皆様に見て頂くこと

が出来て嬉しかったです。運動会を通して、楽しかっ

た、緊張したなど様々な思いが子ども達にはあった

と思いますが、一つの大きな舞台を経験したという

『自信と達成感』に繋がっていれば良いなと思いま

す。この経験を、今後にも繋げていきたいです。 

繋げて繋げて 

お外遊びで、色々な物を繋げて遊ぶことが人気

です。ミニ平均台を、真っすぐ繋げたり、くねく

ね道にしたり「線路みたいやな。」とお友達と一緒

に楽しんでいます。初めは私も一緒に作っていた

のですが、今では子ども達だけで話し合い、自分

たちで作れるようになりました。「もっと、長くし

たいな。」という声もあるので、他の素材も取り入

れて、楽しみたいと思います。 

みかんの色が変わってる！！ 

園庭で遊んでいると、「先生、きてきて！み

かんの色が変わってる！」と、呼びに来てくれ

るお友達がいました。見に行くと、緑色だった

物が、少しずつ黄色に色が変わり始めていまし

た。その後、保育室に戻り、「みかんの色が変わ

ってたね。」とみんなで話をすると・・・「黄色

はまだあかんねん。オレンジになったら食べれ

る。」など、面白いお話を沢山聞かせてくれま

した。いつみかんを食べることができるの

か！！今から楽しみにしている、コアラ組さん

でした。 

お願いします 

造形コーナーが大好きなコアラ組さん。今月

も、空き箱・カップ・卵パックなどの、素材

集めのご協力を宜しくお願いいたします。 

 

こあら 

スマイル 

11 月号 

こあら組クラス通信 

担任：中井 奈津実 



 

 

 

 

 

 

 

 

 肌に感じられる風も涼しさから冷たさに変わり、少しずつ冬の訪れを

感じるこの頃…皆様、いかがお過ごしでしょうか？ 

 先日は運動会にお越し頂きありがとうございました。保護者の皆様に

は、ひばり組の子ども達がクラスのお友達や担任と過ごす姿を初めて見

てもらう事が出来、嬉しく思います。４月の入園から７か月が経ちまし

たが、まだまだ慣れていない事や、上手く出来ない事は沢山あります。

それでも一度はやってみようとする気持ちや、頑張ってみようとする姿

がどんどん見られるようになっているのを感じます。 

 これからも遊びを通して、沢山の事を一緒に学べたらと思います。 

１１月もよろしくお願いいたします♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゆかいな 

ひばりーズ！ 

ひばり組クラス通信 

担任： 山岡桜子     

11 月号 

今月の主な遊び・活動 

・楽器を使って、リズム打ちを楽しみます。 

・落ち葉や果実の色の変化、みかんを食べて、 

四季を感じます。 

 

 

運動会のその後… 

 運動会を終えた子ども達は、まだまだ熱が冷めな

いようで、『ポポポポポーズ』を口ずさんでいたり、

曲をかけると踊ってみたりする姿が見られていま

す。中には「○○ちゃん、やっとダンス覚えてきて

んで。」と誇らしげに披露してくれる子も(笑)「運動

会楽しかったな～。」「ママとパパ来てくれて、嬉し

かったな。」という声をよく聞いたので、『運動会で、

皆が嬉しかった事』をテーマに絵を描いてみました。

かけっこや虹（ダンスの時の白線）の上で踊った事

はもちろん、「芝生でお茶飲んでるねん（休憩の時）。」

「おじいちゃんの車に乗ってきてん。」と嬉しかった

部分は、子どもそれぞれで違って面白かったです。 

子ども達の初めての運動会で、それぞれに素敵な

思い出が出来て良かったです。 

温泉、気持ちいいなあ～！ 

 先月に引き続き、動物達にお風呂を作りたいと言

っていた子ども達。段ボールで作って遊んでいると、

ある子が「お風呂じゃなくて温泉が良いねん。」と。

温泉がどのようなものか、皆で動画を見てみると、

「温泉入りたいわあ。」との声が聞こえてきました。

そこで、皆で足湯をしてみる事に！裸足になって、お

湯に浸かると「熱い～。」「気持ちいい。」「浴衣着たい

わ。」とそれぞれが楽しんでいました。でも「動物さ

ん、おらんで？」との声も。動物さんにも遊びに来て

欲しいひばり組さんでした。 

何味のお団子を作ろう？ 

 一学期から粘土遊びが大好きな子ども達。最近は

お友達同士でお団子を一緒に作る事にハマってい

ます。「これはレモン味やで。」「これはイチゴ味！」

と味について話をする子が多かったので、色の付い

てお団子を作ってみる事にしました。紙粘土に絵の

具を混ぜて、コロコロ丸めて作ってみました。色の

違いで、「○○味にしたいから何色にしよう。」と子

ども達自身で考えて、作る事が出来たのが良かった

です。また、何色も混ぜた事で、赤色でも様々な赤

色が出来て、色を楽しむことが出来ました。 

  

ひばり組のお団子屋さん 

 ひばり組のお部屋の一角でお店屋さんが開かれて

いるようです。「何味にしますか？」「えっと、イチゴ

味とチョコ味！」「チョコ味は売り切れです！」 

皆が作ったお団子は、今はお店屋さんで大活躍して

います。お店の看板やその他に必要なものも、子ども

達と話し合いました。「看板はピカピカ光るやつやね

ん。」「お盆と挟むやつが要るねん。」とアイデアが沢

山出てきて、今でも日々進化しています。 

お店屋さんごっこは、子ども達同士のやり取りにも

繋がっていて、お店屋さんとお客さんをある程度の時

間が経ったら、交代したり、 

役割をしっかり理解しながら 

遊んでいます。遊びを通じて 

皆の成長を感じる瞬間でした。 

お願いします 

少しずつお箸を使う機会を増やしていきたいと思い

ます。エジソン箸や子ども用のお箸をお持ち頂けると嬉

しいです。幼稚園でもお箸の持ち方などお話ししていき

ますが、ご家庭でもご協力頂ければ幸いです。 

宜しくお願い致します。 


