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ふじ組 （
五歳児）
《
『
お絵かき』を楽しもう！
『
ひらがな』に親しもう！ 》

等身大の絵

ひらがなに親しもう

遊びを通して 『
ひらがな』に興味を示している
子どもたち。個人差が大きいので、自分で考えて
自分 の遊びたい遊び コーナーを選んで楽しんでい
ます。家でも 『
カルタ』や絵本 の読み聞かせなど
を通して 『
ひらがな』が読める楽しさ、日本語の
面白さを知らせていってもらえたらと思います。
（
山田 美穂）

「
ひらがなであそぼう！」と称し、三 コーナー （
形カ
ード、カルタ、ひらがなカード）を設け、自分の好きな
コーナーを選んであそびました。

自分の身体の大きさを知り、肘や膝の関節など
体の作りを感じるきっかけ作りになります。

ぼくはホッピングをし
ている所をかく！

ぼくは鉄棒をした絵を
かく！

友だちと二人組になり、模造紙 の上に横にな って交代
で好きなポーズをし、鉛筆で下描きをしていきました。
色塗りでは、 「
白」 「
赤」 「
青」 「
黄」４色 の絵 の具を混ぜ
て自分の表現したい色を作り、肌、服やズボ ンの色を工
夫していました。色塗りは、二～三人ず つ取り組んでい
るので、まだ経験出来ていない子もいますが、それぞれ
個性あふれる素敵な作品が出来上が ってきています。

ズボンの形を整えよう

経験画
運動あそび参観では、無事にクラス全員で最後まで頑
張ることができました。
練習では集中できなか った子も、
最後まで集中し、『
やればできる』の合言葉が誕生したふ
じ組です。後日、運動参観で自分が頑張 ったこと、楽し
か ったことなどの絵をクレヨンで描きました。経験画を
描くことには、個人差があり、どんどん思い切 って描け
る子もあれば、「
苦手」
、「
どうや って描けば いい？」と言
う子もありました。当日を思い出せるように写真を掲示
したり、同じ場面を描きたい友達と 一緒に描くなど取り
組みやすい環境を用意したり、
保育者が思いを聞いたり、
質問をしたりしながら、子どもが自分の力で描き方に気
づけるよう、さりげなく導 いていきました。
【
お絵描きが好きになるポイント】
子どもが考えて描 いた絵 の話をよく聞き、形選びや色
遣 いなどを具体的に褒めてあげましょう。お絵かき への
意欲を伸ばすことができます。

足を曲げている所が難しいなぁ

ズボンの色これにしよう

すみれ組 （
四歳児）
《こんなことも出来るようにな ったよ！
頑張 った運動遊び参観 》
十月とは思えな い程 の暑 い中、運動遊び参観を保護者
さんに見守られながら、
無事に終えることが出来ました。
プール納め直後から、 「
何をしたい？」 「
何を見ても
らいたい？」と、何度も子ども達と話をしたり、実際に
してみて 「
どうだ った？」と相談しながら進めていきま
した。
体操から始まり、友達と手を つないで大きな声を合わ
せて、やる気満 々の子ども達でしたが、リレーの練習で
は、バトンを受け取 っても、どうしたらいいのか戸惑 っ
ていた子がいたり、
中には負けて悔しがる子もいました。
何度か練習するうちに、 コーンからの折り返しも速くな
っていきました。

運動遊びは、 「
ケンケンパー」 「
マットで前転」は全
員で行うようにして、鉄棒 ・長縄では、何に頑張りたい
のかを 一人ず つ決めて取り組みました。最初は 「
できー
ん」と言 っていた子も、やり方がわかると段 々と姿が変
わ ってきて、自分で練習しようとしたり、短 い期間でと
ても成長した姿があり 「
すごーい！」と手をとり喜び合
いました。そして、友達に 「
頑張 って！」と応援する姿
も、とても心が温かくなりました。

ダ ンスでは、流行 っている曲や子ども達が聞いたこと
のあるような曲をまずは聞いて 「
何がいいかなあ？」と
相談すると、色 々希望が出て、悩んだ末に子ども達が踊
りやすい曲を 一緒に選びました。
ポ ンポ ンを持 って手と足の振りを見ながら覚えていく
のは、すぐには難しそうでしたが、練習を積み重ねてい
くうちに、隊列の変化や円になる部分も上手にな ってい
きました。子ども達 のノリノリの弾むような動きがとて
も可愛らしいです。

明日はいよいよ、 「
運動遊び参観日」という日にも、
通し練習をしました。その時 の子ども達 の表情から、こ
の 一か月の間に、 「
自分で決めたことを頑張る」という
心の成長を感じることができました。
そして、子ども達 の並ぶ順番が種目別で異なり、覚え
て移動するのですが、
友達が迷 っていると 「
○○ちゃん。
ここだよ！」と声をかけ合 いながら並べていました。
当日は、
緊張感や嬉しさ、
恥ずかしさを感じながらも、
一人 一人が本当に頑張 っていたと思います。そしてその
成長した姿を見ていただけたことが、子ども達にと って
自信に繋が ったことだと思います。

運動能力も個人差がありますが、それぞれ 「
難しそう
だけどや ってみたい、頑張 ったらできた」という事に、
子ども達とこれからも取り組んで行きたいと思います。
（一村 公子）

お菓子作り

さくら組 （
三歳児）

いい感じに塗
れた～♪
ハッピー
バースデイ♪

《
お店屋さんご っこをしたよ

おもちゃ屋さん
アイス屋さん

ポケモンカード作り
買った物で誕生日会
やけるかな？

～友だちや保育者と表現する楽しさ～》

赤いのが
火みたい！

運動あそび参観が無事終わり、その後の園庭遊び
では、お兄さんお姉さんみたいに 「
ホッピングした
い！」 「
縄跳びしてもいい？」と挑戦する姿もたく
さんあるさくら組さん。
また、砂場や遊具では 「
お家ご っこ」 「
ほいくえ
んご っこ」が繰り広げられ、会話もリアル！ 「
今日
の遊びは で、○○は先生がいいよ って言 ったら使
ってもいいです」 「 ジ ュースは売り切れちゃ った
んです。 でもいいですか？」など、日々の生活の
再現が上手な姿もたくさんです。お休み明けには
「
焼き肉食べたに」 「
イオンに行 ってガチャガチャ
した」 「
コスモスでお菓子買 ってもら った」等楽し
か った事を教えてくれる子ども達。そんな子ども達
の姿を遊びで楽しめたらと、〟お店屋さんご っこ〟
をする事に！
試行錯誤しながら、子ども達と保育者とが 一緒に
な って準備をして、お店屋さんご っこを開いた様子
を紹介していきます。

鉄板作り

やきにく屋さん

ポケモンカード
ください

カップをテープでつけよう！
ケーキみたいかな？

自分達で作 ったものでお店屋さんご っこ

をすると楽しさも倍に！自分 の作 った物は

自分の物という思いから、自分の作 った物

を友だちに買 ってもらいたいと、友だちと

物を共有できるようにな っていく姿も少し

ず つ増えているさくら組です。

そして、ご っこ遊びは、道具 ・室内外の

環境を使 いながら、子ども達がイメージし

ている事を言葉や表情、仕草で表現出来る

事もとても大切です。今回のお店屋さんご

っこでは、 「
お店屋さん」 「
お客さん」と 一

見２つの役割ですが、その中の様子は様 々。
「
お店屋さん」は実際 の自分が経験したお

店 の再現や、友だち の姿を見たりしながら

接客、料理をする様子。「
お客さん」の中で

も、お母さんお父さんお兄ちゃん等が存在

し、お家でも誕生日会、日々の赤ちゃんの

お世話と様 々な再現が繰り広げられていま

す。子ども達にと って日々の生活は遊びの

一部、逆に遊びも生活の 一部な事を忘れず、

子ども達が何に興味を持 っているのか、子

ども達 の呟きを聞きながら、表現する事 の

楽しさをこれからも感じられたらと思 いま

す。

今回のお店屋さんご っこでは、材料等保

護者さんにもたくさんご協力いただきあり

がとうござ いました。

岡(田 佐和子 )

おいし～

スプーン

でぱくっ

つかめたよ

正しい姿勢や、食器に手を添えて食べる、茶碗を持 って食べる事等を繰り返し知らせていく
中で、食べこぼしも少なくな ってきました。園でしている取り組み （
正しい姿勢で食べる事、
茶碗を持 って食べる事、スプーンの持ち方を意識できるような声かけや関わり方）を、ご家庭
でも意識して取り組んで頂けたらと思います。
（
山田 佳代子）

じょうずに

手をそえて

上握り、下握り、中指がかか ってしまう子等 スプーンの持ち方は様 々ですが、スプーンの
持ち方 の写真や実際に持ち方を知らせていきながら、 「
こうにい？あ ってる？」と意識しな
がら食べています。
また、途中で手づかみ食べにな ってしまう子どももありますが、 「
スプーンはどこかなあ」
とさりげなく声を掛けながら最後までスプーンを使 って食べられるように促しています。

大きな口であ～ん

箸 への移行に向け、 スプーン、箸 の練習を遊びの中で取り入れ、箸 への興味関心がわくよ
うにしています。

そーっとね

箸あそび

ゆり組 （
二歳児）

るんだなぁ

スプーンの持ち方
スプーンあそび

《
みんなで食べるとおいしいね》

元気な体にな

暑か った夏も終わり、過ごしやすい季節にな ってきました。思 いっきり遊んだ後
は、子どもたちが楽しみにしている給食 の時間。今月はそんな給食 の様子をお伝え
していきます。
手洗 いを済ませ、椅子に座るとみんなで元気よく 「
いただきま～す！」まずはメ
ニュー紹介。メ ニューボードを見ながら、メ ニューの紹介と、「
元気な体になるもの」
（
赤色） 「
身体 の調子を整えるもの」 （
緑色） 「
ぐんぐん大きくなるもの」 （
黄）に分
けられた食品群 の中から食材を 一つ一つ紹介していきます。食材 の絵柄を見て 「
に
んじん」 「
みそ」 「
ぶたにく！」と、元気よく答える子どもたち。 いろいろな食材を
通して、食に興味を持 って食べられるようにしています。

ピーマン

苦手な食べ物があると 「
これ嫌 い ・・・」と手が止ま ってしまいがちですが、配
膳時に 「
減らしてほしいものがあれば教えてね」とあらかじめ声をかけ、量を調整
しながら提供しています。個 々に合わせて量を加減することで意欲的に食べられる
ようになり 「
先生、見てピカピカだよ！」と嬉しそうにピカピカのお皿を見せてく
れる子もあります。「
すご い、食べられたね！」と食べられた事を 一緒に喜んでいま
す。子どもたち の食べる意欲がわくような援助や声掛けを意識しながら、楽しい雰
囲気 の中食べられるように関わ っています。

メニュー紹介

できたよ～！

ひも通し

ソフト積み木
クマさん、ご飯食べてね
同じクリーム容器を
集めて積んでいます

たんぽぽ①組 （一歳児）

たくさん

遊んでいます

《
色 々な事が出来るようにな ったよ！

ひも通しの玩具を積んで

～ひとり遊び ・友だちとの関わり～》

高くなったよ！

暑か った夏を元気に過ごしてきた子どもたちは、様 々な場面で成長した姿
が見られます。春 の姿と比べて出来るようにな った事、友だちと 一緒に遊ん
でいる様子をご紹介します。

【ひとり遊び】
色や形に興味を持ち、違いが分かるようになってきました。同じ形、色で集めた
り「ピンク好き！〇〇ちゃんは？」などの声もよく遊びの中で聞かれるようにな
ってきました。また、手先も器用になってきて、細やかな遊びが出来るようにな
ってきました。色々な素材の玩具がある中、子どもたちが自分で見つけた遊びを
楽しむ姿がみられます。

クリーム容器

「
友だちと 一緒」が嬉しい気持ち の中、自我を通そうとする時期であり、トラブ ル
が増える年齢です。言葉よりも手が出てしまう事もあるので、その都度保育者が仲立
ちとな って 「
やめて って言おうね」 「
かしてだよ」と言葉を繰り返し伝え、友だち の
気持ちを代弁して伝えています。また、 一歳児は 「
個人差が大きく大人の世話をする
必要とする時期」とされ、大人との関わりを基盤に人との関わり方、身 の回りの事が
身に付きます。沢山の事を吸収するこの時期に、楽しく過ごしながら子どもたちに伝
えていきたいと思 っています。
（
山田 美和子）

【友だちとの関わり】
最近は友だち数人と遊ぶ姿がよく見られます。子ども同士で「〇〇しよ！」と声を掛け合
ったり、部屋の隅で集まってコソコソ‥‥(笑)友だちと一緒・同じ事をして楽しいという気
持ちが伝わってきます。月齢が小さい子は、月齢が大きい子がしている事に興味津々。保
育者と一緒に「入れて」と声をかけています。
「いいよ」と言ってもらえるととても嬉しそ
うです。
お散歩も手をつないで歩く姿が
増えました。

「なべなべそこぬけ～ 」歌が聞こ
えると自然と手をつないでいます

一緒にしてもいい？

「ポッポ～」二人で協力して
段ボールを持っています。

入れて？

いいよ

ブロックのケーキ
おいしいね！

たんぽぽ②組 （一歳児）
《 おや つも給食も美味しいよ

おかわりー
どうぞー

～自分でできる事が増えたよ～ 》

時には手掴みではなってしまう事もありますが、スプーンを使って自分
で食べる事を意識したり、量を加減したりする姿が見られるようになり
ました。また、よく噛んで食べる事を大切にしている為、保育者の口元
を見せて、口や舌の動かし方を真似して食べられるよう導いています。

（いただき）
ま～す

爽やかな秋晴れの中、戸外でし っかりと体を動かして
遊ぶ事で食欲が増し、おかわりのお汁やご飯などを楽し
みにしている子もいます。中には、味や食感がよく分か
るようになり、
食事が進まない子もいます。
食事 の様子、
スプーンを使 った遊び、食後の身 の回りの事を自分でし
ようとする姿をお伝えします。

食事の様子

おままごと

スプーンやスコップを持つ時には、下から持つ事を継続して知
らせる中で、身についてきた子が増えました。三本指を使って、
下からスプーンを上手に持つ子もいます。行く行くは、この持
ち方がお箸やえんぴつの正しい持ち方へと繋がる為、遊びや食
事の中で徐々に身についていけたらと思っています。

食べた後は…

綺麗に食べ終えたお皿を保育者に見せ
てくれ、保育者と食べた事を喜び合う
事で満足そうです。口拭き、食器の片
付けなど、自分でできる事もどんどん
増えてきました。

おかたづけ～

ピカリン

好みが出てきて、食事が進まない子には、量を減らし
たり、好きな物と 一緒にスプーンに乗せて食べたり、小
さく切 ったり、おかわりを励みにしたり、お友達に食べ
る姿を見て貰 ったりと、その子に応じて関わるようにし
ています。
苦手な物が 一口でも食べられたら、お家 の方にも褒め
てもらう事で、
“美味しか った”
“また食べてみよう”と
いう気持ちに繋がる、心地良 い食事時間になられたらい
いなと思 っています。
（
中田 和歌子）

ふきふき

もも組（０歳児）

《外で思いっきり遊ぼう！》

虫の声や、色づく木々、いつの間にか、季節はすっかり秋模様となってきました。気持ち良い秋晴れの下、伸び伸
びと体を動かすことを楽しんでいる子どもたち。
今月は、散歩に行って自然に触れあっている様子や第二園庭で遊んでいる様子をお届けします。
・九か月児～一歳児は、歩行ができる子は保育者と手を繋いで歩いて散歩に出かけます。散歩の道中にコスモスや柿
の木などの秋の植物や食材を見たり、触ったりして、季節を感じています。いろんなものに興味津々の子どもたち。
気になるものを見つけると、指差しをしたり、手を伸ばしたり、
「お！」と声を出したりします。そのような姿を大切
にし、
「これはコスモスっていうお花だよ。
」
「チョウチョウが飛んでいるね。
」等と声を掛けながら関わっています。
第二園庭ではボールで遊んだり、固定遊具で遊んだり、走ったりと思いっきり体を動かして遊んでいます。
〈ボール遊び〉

〈固定遊具〉

ボール遊びでは、室内で使う直径6cm くらいのボールよりも大

固定遊具では斜面を四つん這いや、手を使わないで上ろ

きい直径 15cm くらいのボールを両手で持って投げて遊んでいま

うと挑戦したりしています。中には、斜面や階段をじーっ

す。また、保育者がボールを蹴って追いかけると、子どもたちも

と見て考えた後に、斜面を四つん這いで上ったり、階段の

一緒に楽しそうに追いかけます。
「キック、キック」と言いながら、

手すりを持って上がったりする子もあります。どうやって

ボールを蹴っている子もいました。

上ろうかな?と考えながら遊んでいるのだなと感じました。
また、丸太の橋を這い這いで渡ったり、歩いて渡ったりと
笑顔がたくさん見られます。

〈散歩〉

・二か月児は、天気の良い日は外気浴をしています。

・五か月児は、腹ばいになって遊んでいます。ボールの転が

わらべ歌をうたいながら

る方向を目で追ったり、ボールに手を伸ばしたりと、身近な

体に触れて遊ぶと、気持

物に興味が出てきています。

ち良さそうな表情です。
「風が気持ちいいね。
」等
と話しかけながら遊んでい
ます。

様々な月齢の子がおり、運動の発達段階もそれぞれです。月齢が高くなるにつれ、斜面を上ること、歩くこと等で
きることが増えてきて体を動かすことが楽しそうな子どもたち。子どもたちができたことを一緒に喜び、
「一番上まで
上れたね。
「
」歩くの楽しいね。
」
等と声を掛け、
子どもたちの気持ちを共感していくような関わりを大切にしています。
これからも天気の良い日は外に出て思いっきり体を動かせることができるように、安全面を配慮しながら関わってい
きたいと思います。
（梶原 優希奈）

暑い中、先生達には感謝の気持ちでいっぱい
です。当日どうなるかな！？と思いましたが、
本人なりに頑張っていたと思います。家に帰っ
て撮っていた体操などの音楽がなると、こうだ
よー！と踊って見せてくれました！皆見てる
と恥ずかしいんだよ～と言いながら(笑)少し
ずつ慣れてくれればと思います。

さくら組
運動会、とてもよかったです！朝泣きながら行っていた〇〇があんなにニコニコルンルンで参加で
きていて驚きました。先生方がシールを貼ってくれたり、お話をしてくれたり、気持ちのもっていき
方がとても上手だったんだろうなあと思います。子ども達をまとめるのはとても大変だったろうと思
います。素敵なダンスやかけっこ等々見せて下さりありがとうございました。

体操の時、はずかしそうにしていましたが、
サーキットで 1 位になっていて、すごくかわ
いかったです。皆で楽しんでいる姿もみれ、
とても良い 1 日を体験させて頂きました。

さくら組 ・すみれ組 ・ふじ組は、各クラス
で運動あそび参観 日が ありま した。
連絡 ノート にた くさ ん の感 想を書 いて い
ただ いています ので、 一部ご紹介 します。

運動あそび参観、たくさん練習して、先生方にサポートしてもらったんだなあと感じながら見さ
せてもらいました。〇〇が走ったり、踊ったり、笑顔でバルーンをしている姿が見れてうれしかっ
たです。暑い中、長い時間こども達が集中して取り組んでいて、すごいなあと驚きました。

日頃の頑張りが見られて嬉
しかったです。コケても気持ち
を立て直してお姉さんになっ
たナー。

本番まで子どもたち、先生
方が一生けん命練習されてき
たことが伝わりました。我が
子の成長を感じました。

〇〇くんにとっては初めての運動会 大丈夫かな？と心配していました
が、体操もリレーもサーキットもバルーンもとっても頑張っていて感動しま
した。楽しそうな笑顔と一生懸命取り組む姿にこっちも終始笑顔でした。
思い出に残る、貴重な時間をありがとうございました。〇〇ちゃんの普
段とはちがう成長した部分を見れたり、頑張っている姿や、お友だちと楽
しそうにしている様子を見て、とても嬉しかったです。
初めての大きな行事でとても楽しみでした。〇〇もやる気満々でしたが、
本番になるとはずかしがるのかなと思っていました。でも、どの種目も楽
しそうにのびのびとしている姿が見られとても嬉しかったです 帰ってか
ら「〇〇すごかった？」と何回も聞いてきて、達成感を味わっているよう
でした。先生方の励ましや温かい支援のおかげです。

元気いっぱいがんばっている〇〇ちゃんが見られて、よかったです。家に
帰ってもたくさん「今日は、ねー」と話をしてくれました。赤ちゃんだった
〇〇ちゃんの成長を感じて嬉しかったです。
ただ、ただ可愛くて、はずかしがらず堂々とできて安心と嬉しさでいっぱいでした！みんなで
まとまって色んなことができていて、毎日たくさん練習をして頑張ってきたんだなと、その過程
もたくさんほめてあげようと思いました。暑い中、先生方の頑張りも本当に感謝しかありませ
ん！優しく楽しく接して下さりありがとうございます！運動会の話を家でもたくさんして、みん
な幸せな気持ちになりました。

運動会あつい中がんばっていて、よかったです。最初の方
はきんちょうしていたみたいだけど、とちゅうからは、楽し
そうにおどっていたり、走ったりだんだんとなれてきていま
した。フレンドリーなすがたも見れてよかったです。
楽しい運動会ありがとうございました。〇〇ちゃんも終始ノ
リノリで、でも家に帰ると「はずかしかった～」でした(笑)

とっても暑い中でしたが、みんなとっても頑張っていて、親感動 はず
かしい＆嬉しいで終始ベロが出っぱなしの〇〇、なんちゅーかわいい こ
こから兄ちゃんらしくなってくんですよねー、これからが楽しみです。
一生懸命な姿や楽しそうな姿を見ることができ、感動しました。半年ですご
く成長したな、と嬉しく思いました。帰ってからも今日の運動あそびの話をた
くさんしました。家でも体操を見せてくれたりとても楽しかったようです。

すみれ組
心配していたでんぐり返りも練習の成果が出て形になっていて良かっ
たです！友だちとするダンスにいやされ、みんな可愛かったです。みん
なの顔つきがお兄さん、お姉さんになったな～と思える 1 日でした！
他の子ども達もさくらの時より成長した姿に、あれ？この子こんなにで
きるんだ！と驚かされました。1 年でとても成長してるんですね。先生方
も子どものペースにあわせて練習して下さり、〇〇のやる気が出る声かけ
などしてもらったりありがとうございました。とても良い参観日でした。

終始先生方が気にかけてくださり、子ども達も声をかけ
てくれる姿に胸が熱くなりました。ケンケンパ、なわとび、
鉄棒、これから家でも少しずつ練習していこうと思います。

〇〇ちゃんのまじめにキリっとした表情でがんばる姿、はじめて
見ました。とってもがんばっていて成長を感じました。本人も「が
んばった。たのしかった」と話していました。

成長をとても感じた発表会でした。昨年とは全く違い、みんなと同じ様
に競技に参加していて、安心しました。
運動あそび参観当日は、練習の成果や、一生懸命走ったり、踊っている
のを見れて楽しく、また去年との変化、成長を感じられ感動しました。

コロナでクラスごとですが開催されて有難いです。年中さんになり、出来
る事もたくさんになり、成長に感動しました。自分の子ももちろんですが、
クラスの仲の良いお友達がさくらさんの時は出来なかったり踊らなかった
りが、踊ったり走ったり．
．
．声をかけると頑張ってたり．
．
．ウルウルしまし
た。〇〇も家で踊りの練習をしたり、外で遊ぶ時は走る練習をしたりと頑張
ってました。いい成長だなって思いました。園での成長に感謝します。

去年は待っている時、ずっと小石で遊んでいましたが、今年
はしっかり応援してました。鉄棒も、練習の成果がしっかり出
てました。ありがとうございました。

最後の運動会とても楽しみにしていましたが、天気も良く、いろん
な競技が見られてとても良い運動会でした。一つ一つの競技を一生懸
命している姿に感動しました。これが最後かと思うと寂しいですが、
これからも沢山の成長を見せてほしいです。

ふじ組

昨日は縄も結べて「簡単だし」と自慢気でした。ありがとうございました。
無事本番を迎え、一生懸命な姿を
見ることができてありがたかった
です。これまで〇〇の気持ちに寄り
添って頂きありがとうございまし
た。本人も跳び箱とべたこと、マラ
ソン、自信になったようです。

昨日は暑い中、運動参観日で先生方には大変お世話になりました。年長
さんならではのキビキビした動き、自信を持って技や演技に取り組む〇〇
の姿をみて、先生とお友達とたくさん時間をかけて培った宝物のような時
間を共有させていただいた気がします。あと半年、またたくさん思い出を
作ってほしいと思いました。
毎日「今日は〇〇したんだよ」と練習した事を教えてくれていて、その成
果を見ることができてとても嬉しかったです。体操もさくら組の時と比べす
いぶんしっかりできるようになったなーと感心しました。コロナで大変な
中、運動あそび発表会をしていただいて本当にありがとうございました。

暑い中運動会お疲れ様でした。がんばってる姿に感
動したり面白い動きをする〇〇ちゃんに笑ってしまっ
たり、いい思い出になりました。

ホッピングも全然跳べない所から始まって、間に合うだろうかと心配してい
ましたが、園でも家でも練習して、当日までに 100 回以上も跳べるほどにな
りました。本人も“頑張ればできる。”と、自信になったと思います。

今年は「内緒！」とどんなダンスをするのか教えて
くれず・・・
（曲は教えてくれました笑）当日のお楽
しみだったのですが、本当によく頑張っていたと思い
ます！開催していただきありがとうございました♪

暑い中でしたが、子どもたちは最後までよくがんばりましたね。ふじ
組になり、昨年よりもさらにパワーアップし成長した子どもたちの姿に
感動しました。〇〇は終始はずかしそうな顔をしていましたが。マラソ
ンも竹馬もダンスも一生懸命しているのが伝わってきて、嬉しく、ウル
っとしました。小学校入学まであと 5 ヶ月ほど、こども園でのたくさん
の思い出を作ってほしいなと思います。

ぱんだ ・ぞう ・きりんルーム
ねらい
・薄着で過ごすこと、うがいの大切さなどを知らせ、
健康な体作りをする。
◎防寒や風邪の予防法を知り、身に つける。
○衣服調節 ・着替えをする。
○手洗 い、うがいをする。
○薄着に心がける。
◎わらべうた
・ゆうびんやさん
・おしくらまんじゅう

五歳児）
★ ふじ組 （
《
食育》
○野菜 の皮むきをする。
《
文字、数あそび》
○ひらがなカードを読む。
○交替で読み手になり、かるたをする。
○自分の名前を見本をみながら書く。
○トランプであそぶ。 （
７ならべ、神経衰弱など）
《
運動あそび》
○鉄棒
・自分で逆上がりをする。
○竹馬に乗る
○ホッピングを跳ぶ

○縄跳び （
短縄）【
後跳びをする】
○跳び箱 【
開脚跳びをする】
《
ちび っこ探検隊》
・紅葉 の仕組みを知る。
・落ち葉 の仕組みを知る。
・紅葉した木の葉や木の実を集め、色や形で分類した
りこすりだし、構成あそびなどをする。
・食べられる実を知る
○季節 の歌
・やきいもグーチーバー
・ま っかな秋

四歳児）
★ すみれ組 （
《
食育》
○にんじん ・玉ねぎ の皮むきをする
《
文字、数あそび》
○ひらがなカードを読む。
・言葉あ つめをする
・自分の名前 の文字に興味を持 つ
○数字を読む。
・数字 の歌をうたい、形に興味を持 つ。
・数を数える。
《
運動あそび》
○縄跳び
・長縄…連続で跳ぶ ・回 っている縄 の中に入る
・短縄…結んだりほどいたりする。
前回し跳び ・前跳び
○跳び箱 【
馬乗り】
○登り棒を登る

《
ちび っこ探検隊》
・秋の自然 の変化を感じる。
・落ち葉 ・木の実 の名前を図鑑で調べる。
・紅葉した木の葉や木の実を集め、色や形で分類した
りスタンプ ・構成あそびなどをしてあそぶ。
○季節 の歌
・やきいもぐーちーぱー
・山の音楽家

三歳児）
★ さくら組 （

《
食育》
・野菜 の皮むきをする （
玉ねぎ）
《
言葉》
○ひらがなカードであそぶ
・しりとりあそび
・カルタあそび
《
運動あそび》
○短縄
・短縄を頭の上で回旋しながらジ ャンプをする
・短縄を前に回す方法を知る 『
前回旋ビン倒し』
○跳び箱
・他の動作と組み合わされた飛び降りをする
・一段の跳び箱を走りながら踏み越す
○ボール
・布玉を体 の様 々な部位に挟んでジ ャンプする
・布玉で下投げ の的入れをする
《
戸外あそび》
○簡単なルールのあるあそびをする
・鬼ご っこ、ころがしド ッチボール等
○バ ッタ、 コオ ロギ、木の実などの生き物や植物
に触れ図鑑で調べる。
○季節 の歌
・やきいもぐーちーぱー
・どんぐりころころ

ゆり組 （
二歳児）
・戸外で秋の自然に触れたり、体を十分に動かして
遊ぶ
・
戸外であそんだ後は、丁寧に手洗 い、うがいをする。
・友だちと 一緒にご っこ遊びや集団あそびを楽しむ。
《
食育》
・
秋の果物 （
梨、柿、りんご、みかん）を見たり食べる。
《
戸外あそび》
○散歩に行く。
・落ち葉や木の実を拾う。
○園庭であそぶ。
・大型遊具で友だちと 一緒に遊ぶ。
○砂場であそぶ。
・拾 ってきた木の実 ・落ち葉などを使 ってままごと
あそびをする。
《
室内あそび》
○ホールであそぶ。
・跳び箱 ・マット ・平均台等で体を動かしてあそぶ。
○以上児 の部屋で コーナーあそびをする
・ブ ロック、ビー玉転がし、お絵かき、積み木などを
する
○ご っこあそびをする。
・お店屋さんご っこをする。
○指先を使 った遊びをする
・アキシモ ・リモーザ
○ペンやクレヨンで自由画を描く。
○わらべうたあそび
「
おしくらまんじゅう」
「
む っくりくまさん」
○絵本を見る
「
なわとびしましょ」
「
やさいだいすき」

たんぽぽ組 （一歳児）
・ 秋の自然物をみたり使 ったりして、戸外でのあそび
を楽しむ。
・ 鼻水が出たことを知らせたり、自分で拭こうとする。
《
戸外あそび》
○散歩に行く。
・色づいた木の葉や果物を見る。
・秋の虫 （
トンボ、バッタ等）を見たり触れたりする。
・河原でダ ンボールを敷 いて土手すべりをする。
○砂場であそぶ。
・どんぐり、ま つぼ っくり、草花を使 って並べたり、
飾り付けてままごとをする。
○河川敷であそぶ。
・追 いかけ っこ やし っぽとりを保育者や子ども同士で
楽しむ。
《
室内あそび》
○ホールであそぶ。
・平均台を横歩きしたり、補助されて前歩きをする。
○ご っこ ・見立てあそびをする。
・ままごと ・お風呂ご っこをする
○手先を使 ってあそぶ。
・ボタンかけ ・スナ ップ ・ファスナーのあそびをする。
・ひも通し、のり付けをする。
・積み木を並べたり、積んだりしてあそぶ。
○油粘土で遊ぶ
○わらべうたあそび
「
て ってのねずみ」
「
はやしのなかから」
○絵本を見る。
「
くだものさん」
「
わにわにのごちそう」

もも組 （
０歳児）

《
戸外あそび》
〇三か月児
・散歩に出かける
○六か月～ 一歳児
・散歩車やベビーカーで散歩に行く。
・保育者と手を繋 いで歩く。
・畑の野菜や果物を見る。 （
りんご ・みかん ・だいこん
○ 一歳児
・土手を登る
○第二園庭であそぶ。
・ボール遊びをする
・大型遊具で遊ぶ
《
室内あそび》
・音あそびをする （
全月齢）
（
フレームドラム、シンバル、薄布）
〇三か月児
・ガラガラで遊ぶ
○六～十 ヶ月
・マットの山、大型遊具を登り下りしてあそぶ。
・木製玩具であそぶ。
○ 一歳児
・シール貼りをする。
・プチ マジーでお絵描きをする。
・ホールで遊ぶ。 （
滑り台 ・跳び箱 の山 ・マット）
〇わらべうたあそび
「
とんぼとんぼ」
「
なべなべそこぬけ」
○絵本を見る。
「
えんやらりんご の木」
「
やさいさん」

)

10 月は 3 歳以上児の園外保育もあり、久しぶりのお弁当に胸をワクワクさせていた子どもたちでし
た。後半は急に気温も低くなり給食の時間には温かいお汁がよく進んでいました。温かいものはお腹も
心も満たしてくれますね。
10 月の目標は【食器を持って食べましょう】でした。
今回は【どっちがかっこいい？】とイラストを見ながら考えて
いきました。2 枚のイラストを見て、こっちの人はどうかな？こ
っちはどうかな？と見比べてみました。

１，お皿に手を添えよう
カレー皿のような大きいお皿は持って食べるには大きすぎます

1

ね。そんな時はどうやって食べたらいいか考えてみました。
「こっ
ちは手が下にあるよ！犬みたいに食べとる！」
「こっちは机の上に
手があるけカッコいい」と気になる所が見つかりました。

2

大きいお皿の時はお皿に手を添えて動かないようにしたら食べや
すいな～と話しをしました。

２，お茶碗を持って食べよう

3

普段の食事の様子と同じようなイラストです。だけど、どこ
かもっと良くなる所があるよ～と伝えてみると
「また手が下にあるよ！お茶碗持ってない」「お茶碗持っとる

4

し箸が上手！」と細かいところまでみて気づいてくれました。
お茶碗を片方の手で持って食べると、口元に箸が持っていきや
すくて姿勢も良くなるよ。食べこぼしも少なくなる事も伝えました。
3，箸、フォーク、スプーンを使って食べよう
片手にはフォーク、片手にはから揚げを持っているイラスト。これどこかおかしい？と聞いてみると…
「手づかみしとるよ！フォーク使ってないがん！」
「フォーク使っとるけんいい！お皿に手も置いとるよ」
「フォークはグーで持ったらいけんよ」としっかり見て捉えていました。
以上児の子どもたちはしっかり下持ちが定着してきているので、フォークやスプーンは３本の指で下
持ちがカッコいいな～という話も出来ました。

４，姿勢よく食べよう
この絵の人はどうかな？と問いかてみると、
「背中が曲がっとる。足がぶらぶらしとる。だけどお茶碗持っとるのはカッコいい！」
「背中がピンとな
っとるし足が動いてないけん良い」
「食器もちゃんと持っとる。」
さすが子どもたち！背中、足、腕の３か所を見てカッコいいところをしっかりと見つけてくれました。
２枚のイラストを見比べることでよく観察して気づくことが出来ているな～と感じました。早速、意識
してくれた子どもたち。
「こうでいい？」と姿勢を整えて見て～と声をかけてくれることに嬉しく思いま
した。
毎日の給食の時間にカッコいい姿が増えて行ってくれるよう見守りたいと思います。

足達

佐恵 子

苦情 ・ご意 見 ・ご 要望 にお答え して
園長
今年度 の運動会 も、新型 コロナウイ ルス感染症感
染拡大防 止を考慮 し、クラ スご と の運動遊 び参観 日
と して、参加 人数を制限 しながら実施さ せて いただ
きま した。昨年度 の経験を活 かし実施 できた ので、
少 し余裕が持 てたよう に感 じ て います。
そして、何 よりも先ず は天候 に恵 まれ、逆 に真夏
日 のような 日もあ り、競技す る子ども達 も水分補 給
や休憩 を多 めにとり、無 理 の無 い取 り組 みが出来た
事 は、と ても良 か ったよう に思 います。
昨年度 も好評 でした 「
保護者 の皆さま から の、子
ども達 へのメ ッセージ」も、子ども達だけ でなく職
員 一同嬉 しく傾聴さ せ て いただきま した。あ りがと
うござ いま した。
運動遊 び参観 日終 了後 は、年長ふじ組が取り組 ん
だ 「
縄跳び」 「
竹馬」 「
ホ ッピ ング」等 に、挑戦す る
さくら ・す みれ組 の多 く の子ども達 の姿 が見られ、
異年齢 の良さも感 じて います。
そして、更 に嬉 し いことに、年長ふ じ組 の子ども
達が、運動遊 び参観 日で見 て いただ いた事 に次 々と
チ ャレンジを し、どんどん上 手にな ってき て いる こ
とを誇ら しげ に披露 してくれたり、年少 ・年中組 の
子ども達 に丁寧 に教え たり、支え てあげ たりと自分
で出来 る こと に取 り組 んで いる姿 に、すご く成長を
感 じ て います。

従来 運動会 が終わ ったら年長組 の子どもたち は、
それ でお しま いと言う感 じ の子ど も達 が多 か った

②保育者 の言葉 のかけ方も、子ども の名前を先ず は

言 って。優 しく話 かけられ て いた。

「
〇〇ち ゃん

③保護者 も巻 き込み、保育 で使う素材集 めを通 して

だけ に、一つの経験が次 へのステ ップ にな り意欲 に
繋 が って いる事を実感 して います。
や れば でき る」
年長 ふ じ組が合 言葉 にして いる 「

保育 の中味 に興味 関心 を持 ってもらえ る 工夫 がさ

れ て いた。

【
三歳児さくら組

① 活気があ る。

る こと で、保護者 も保育 に関心がより持 つ事が でき、

④ ゆり組同様保護者を巻き 込んで、素材 の準備をす

にや りた いあそびを満 足して いた。

③ 子ども同士 のや りとりが多 く、一人 一人が主体的

育 だ った。

の中 で保育 がされ て いた。個 も集団も大事 にした保

② 子どもたち の目が生き生き して いて、良 い雰囲気

「
お店屋さ んご っこ」】

やさ し いことば で い ってくれ てうれし いな」

（
ど こかで聞 いたような ？ ・・・）これがまさ しく
こ の姿 ではな いでしょう か。
こ の気持ちを、卒園す るま で持ち続け、色 々な事
に興味関心を持ち、チ ャレンジ して い ってほし いと
思 います。
「
がんばれ ふじくみ
おうえ んしているよ」

先 日、鳥 取 県教育 員会 主 催 の、 保育 を 公開 し助

親 子 の会話 に繋が る

そ の他たくさ ん の助言指導 を、今後 の保育 に活 か

県計画訪問」が実施されま し
言 ・指導 を いただく 「
た （
原則三歳未満児 ・三歳 以上児各 一クラ ス公開）

して いきた いと思 います。ご協 力今後もよろ しくお

※ こ の コー ナー へのご 意 見ご 感想 な どあ りま した

おります。 もう しばらくお待ちくださ い。

●園西側門扉 も、十月末 に修繕作業 の予定 にな って

かけ しま した。

●園西側 町道 の修繕を しま した。長 い間ご迷惑を お

願 いします。

そ の中 で、県中部教育 局幼児教育担当指導主事さ
ん、幼児教育 アドバイザ ーさ ん、市保育指導主事さ
ん の三人から次 のような評価 を いただきま した。

「
小麦粉粘土を使 った遊び」】

主な内容を紹介 します。
【
二歳児 ゆり組

① 子ども達 の興味 関心 に合わ せて、保育 環境が設定
さ れ選 べるよう にな って いる、無 理なく子ども の心
が動く環境、や ってみた いと自然 に遊 びが流 れ て い
る環境が設定され ており、子ども達 の主体性が大事

ら、 ノートや 口頭 ・意 見箱 でもお受け して います

く環境、ワク ワクす るような遊 び のイメージが持 て
にさ れ て いた。

◎ 保育参加 ・クラス懇談 （
ゆり組）
《
日にち》十 一月十二日 （
金）
十 一月十六日 （
火）
十 一月二十五日 （
木）
《
時 間》九時四十五分～十 一
時四十五分
※詳細は、
すでに配布しております文書をご覧ください。

◎ 保育参観 （
ふじ組）
《
日にち》十 一月十 一日 （
木）きりんルーム
十 一月十八日 （
木）ぞうルーム
十 一月二十五日 （
木）ぱんだルーム
《
時 間》九時三十分～十時三十分
※詳細は、お知らせボードに掲示おります。

◎ 保育参加 ・クラス懇談 （
たんぽぽ①組）
《
日にち》十 一月二十四日 （
水）
十 一月二十六日 （
金）
十 一月二十九日 （
月）
《
時 間》九時四十五分～十 一
時十五分
※詳細は、
すでに配布しております文書をご覧ください。

◎ 奉仕作業の案内
〈
日 時〉十 一月十八日 （
木） 十三時半～十五時
〈
内 容〉園内外清掃及び絵本修理
※この日にお願いする保護者の方には事前にお知らせし
ますのでよろしくお願いします。
※コロナウイルス感染症の状況によ っては中止とさせて
いただきます。
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◎ 保育参加 ・クラス懇談 （
たんぽぽ②組）

（
ふじ ・すみれ ・さくら組）

《
日にち》十二月二日 （
木）
十二月七日 （
火）
《
時 間》九時四十五分～十 一
時十五分
※詳細は、後日文書でお知らせします。

◎ 生活発表会

（
ふじ ・すみれ ・さくら組）
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◎ 西郷小学校校区交流会 （
ふじ組）

い習慣が身に付くようにと考えております
ので、御理解御協力をよろしくお願いしま
す。
なお、
実施期間は三月卒園までとします。

3

9

今年度の共同募金は、皆様のご協力のおかげで
一一，九五〇円集まりました。
ありがとうございました。

◎ 共同募金のお礼

2

8

毎年十二月に行 っている生活発表会ですが、今年度も
新型コロナウイルス感染予防のための対策として、でき
るだけ密の状況を避ける実施方法の検討をしているとこ
ろです。
決まり次第、メールなどでお知らせしますので、ご理
解ご協力をよろしくお願いします。

◎ ぞうりの使用

よる

ど

3/1

文書や掲示でお知らせしておりますが、今年度は十 一
月上旬から、ぞうりを使用します。準備ができている方
は持 ってきてください。
靴入れの上段に置いてください。
同じぞうりを使用しますので、ひらがなで記名をしてく
ださい。

記名場所 ・・・鼻緒の外側両サイド

あさ

《
日にち》十 一月四日 （
木）
《
内 容》西郷小学校 一
年生 ・西郷保育園との交流
※ふじ組全員が参加します。
※バスで西郷小学校へ行きます。
※マスク ・上履き ・水筒が必要です。
※詳細は、後日お知らせボードでお知らせします。

◎ 勤労感謝の日にちなんでの訪問 （
ふじ組）
《
日 時》十 一月十七日 （
水）
※ 消防署へ行きます。
※ 一
昨年度までは、三歳以上児クラスで訪問していま
したが、今年度も密を避ける為、ふじ組のみの訪問
になります。
※ ふじ組は九時までに登園してください。
※ お家に花がある方は持 って来てください。

◎ ふじ組のお昼寝の変更
十 一月から、ふじ組のお昼寝は月、水、金、土曜日の
みになります。火 ・木はお昼寝がありません。
今年度も十 一月より少しずつ昼寝をなく
し就学に向けて生活リズムを整えていきた
いと思います。家庭でも子どもさんと話し
をされ 「
早寝早起き」のリズムをつく って
いただけたらと思います。

◎ 早寝早起きカードの再開 （
ふじ組）
就学に向けて少しずつ昼寝がなくなる十 一月から、ふ
じ組のみ早寝早起きカードを再開します。
朝の忙しい時間ですが、保護者の皆様の協力のもと良
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月（１日・８日）

火（２日・９日）

水（１０日）

ごはん
赤魚のおろし煮
キャベツときのこの中華炒め
納豆と長芋の和え物
かぼちゃのみそ汁

ごはん
大葉とれんこんのつくね
白菜とかまぼこの煮物
大根のみそごま和え
卵ときのこのすまし汁

ごはん
鮭のポテト焼き
れんこんのきんぴら
ほうれん草のツナ和え
キャベツとちくわのみそ汁

ヨーグルト
バナナトースト

お茶
お芋おにぎり

ヨーグルト
チーズパイ

木（４日・１１日）

金（５日・１２日）

土（６日・１３日）

ごはん
鶏肉の照り焼き
かぼちゃのそぼろあんかけ
青菜の塩昆布和え
厚揚げと白ネギのすまし汁

ごはん
牛肉と大根の炒め物
里芋の煮物
ごぼうサラダ
豆腐となめこのみそ汁

ヨーグルト
黒糖りんご蒸しパン

ヨーグルト
きのこのパリパリピザ

ヨーグルト
せんべい

月（15 日・22 日・29 日）

火（１６日・３０日）

水（１７日・２４日）

ごはん
鶏肉のマーマレード煮
大根と厚揚げの煮物
キャベツとブロッコリーのサラダ
さつま芋のみそ汁
ヨーグルト
小松菜の蒸しパン

ごはん
さんまのカレー風味焼き
大豆の五目煮
チンゲン菜とささみの和え物
白菜のすまし汁
お茶
青菜とひじきの焼きおにぎり

ごはん
豚肉と白ネギのみそ炒め
さつま芋と昆布の煮物
白菜のおひたし
豆腐とわかめのみそ汁
ヨーグルト
あんトースト

木（１８日・２５日）

金（２６日）

土（２０日・２７日）

昼 食

ごはん
鮭の味噌漬け焼き
白菜の洋風煮
ブロッコリーのごま和え
もやしとあさりのすまし汁

ごはん
あじフライ
里芋のそぼろあんかけ
大根サラダ
かきたま汁

コッペパン
かぶと鶏肉のポトフスープ
果物（バナナ）

午後のおやつ

ヨーグルト
きな粉クッキー

ヨーグルト
バナナ・ごまビスケット

ヨーグルト
せんべい

昼 食

午後のおやつ

昼 食

午後のおやつ

昼 食

午後のおやつ

行 事

昼 食

午後のおやつ

１９日（金）誕生会
ロールパンサンド
鯖のトマト煮込み
ブロッコリーと卵の和風サラダ
クリームシチュー
果物（みかん）
りんごジュース
フルーツヨーグルトパフェ

※月～土曜日の午前中のおやつはヨーグルトのみになります。

コッペパン
じゃが芋とベーコンの豆乳スープ
果物（バナナ）

