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『イメージ豊かに』
園長 太田禎子
ハナミズキの枝先の赤い実に、深紅に染まった葉が重なり、秋の深まりを感じます。
10 月のスポーツデーは延期となりましたが、保護者の皆様の御理解・御協力のおかげで、親子触れ
合いの機会と、友達とともに気持ちよく走って踊る姿をお父さん、お母さんに応援していただく機会と
をもつことができました。
「楽しかった～」
「金メダルだよ」と笑顔で話してくれる子どもたちの笑顔が
何よりうれしく思いました。また、アンケートでは、保護者の皆様が子どもたちの頑張りや成長をしっ
かりと感じられていらっしゃることが読み取れ、そのことが子どもたちの自信と成長につながると、心
から感謝申し上げます。
さて、お弁当の新しい生活様式も少しずつ身に付き、友達と心を寄せながら遊んでいます。保育室や
廊下、サクラ広場では、イメージを膨らませて遊ぶ姿がたくさん見られています。色紙を野菜やチーズ
に見立てて丸い台に載せてピザを作ったり、刺身に見立てて薄紙を丸めたシャリに乗せてお寿司屋さん
になったりしています。土のだんごを落ち葉で丸めたお菓子もおいしそうです。
「どうぞ」
「いただきま
す」と会話が続きます。隣のクラスや異学年に招待され、お客さんを楽しむと、次は「年長さんみたい
な〇〇屋さんがしたい。
」と真似て自分がお店を開き、お客さんに来てもらううれしさを体験していま
す。どんなお店がいいかな、どんな材料がいいかなと考えながら遊びます。友達と「こうしようよ。
」
「こうしたらどう？」と思いを伝えながら遊ぶ楽しさを味わいます。成長とともに“もっと本物らしく
したいな”
、そんな姿も生まれ表現が豊かになってきています。
秋の近隣の公園への遠足では、実際に自然に触れ合うことができました。どんぐりを拾って「りすさ
んが食べるかな」
、落ち葉の形を見て「穴があいているよ、お顔みたい」と感じたことを先生や友達に
伝える姿が見られました。
また、子どもたちは絵本の読み聞かせが大好きです。先生が読む絵本を真剣に見て、先生の声に耳を
傾けて聞いています。それぞれに話の展開にワクワクしたり、楽しいストーリーに心を躍らせたりして
物語の世界を楽しんでいます。
幼稚園は、子どもたちが何かに見立てたり、感じる、イメージを膨らませる、その楽しさを友達と共
感したり伝え合ったりできる場です。今月はさらに子どもたちのイメージを広げながら、友達と一緒に
体で表現する喜びを味わえるようにしていきます。

〚今月のねらい〛
＜さくら・も も・ふ じ組＞

○自分なりの動きを出しながら、リズム遊びや表現遊びを学級のみんなと楽
しむ。
○身支度や片付けをし、自分でできた喜びや、身の回りをきれいにすること
の気持ち良さを感じる。

＜う め ・ あんず組＞

○自分のしたい遊びを繰り返し楽しみ、イメージを形にしようとしたり、目
的をもって遊んだりする。
○友達と一緒に動く中で、自分なりの思いを出して表現することを楽しむ。

＜ま つ ・ た け組＞

○友達と共通のイメージや目的をもち、考えを出し合いながら、遊ぶ楽しさ
を味わう。
○生活の流れに見通しをもち、自分でやることが分かり進めようとする。
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体重測定（うめ・あんず組）
文化の日
よい歯の表彰式
体重測定（さくら・もも組）
幼稚園公開（年少・年中・年長組①グループ）
体重測定（ふじ組）

幼稚園公開（年少組②グループ）
体重測定（まつ・たけ組）
幼稚園公開（年中・年長組②グループ、年少組③グループ）
幼稚園公開（年中・年長組③グループ）
オリンピック・パラリンピック教育（うたごえコンサート）
幼稚園公開（年少・年中・年長組④グループ）

個人面談始（～１２月１１日）
研究保育（うめ・あんず組）
午前保育（さくら・もも・ふじ・まつ・たけ組）
食育教室（さくら・もも・ふじ組）
久松小学校就学時健診
国際理解教室（うめ・あんず・まつ・たけ組）
避難訓練
園長相談日

勤労感謝の日
保護者会（まつ・たけ組）・誕生会
保護者会（うめ・あんず組）・クリーンデー（あんず・たけ組）
保護者会（さくら・もも・ふじ組）

＊１２月の予定＊
８日（火）
１０日（木）
１５日（火）
１７日（木）
１８日（金）
２２日（火）
２４日（木）
２５日（金）
２６日（土）

事

＜園長相談日（２０日）＞
わくわく発表会（年中組）
わくわく発表会（年長組）
安全指導（久松警察署より）
わくわく発表会（年少組）
誕生会
お楽しみ会
弁当終
第２学期終業式
冬季休業日始

園長に相談したいことがありまし
たら、お気軽にお声掛けください。
事前にお申し込みください。
９：３０～（２０分程度）

お誕生日おめでとうございます

～お知らせ～
○体重測定 ２日（月）うめ・あんず組
５日（木）さくら・もも組
６日（金）ふじ組
９日（月） まつ・たけ組
子どもたちが、自分で脱ぎ着しやすい服装で登園してください。
○よい歯の表彰式 ４日（水）
虫歯のないお子さんと治療済のお子さんを、これからも歯を大切にするように表彰します。
○幼稚園公開 ６日（金）年少・年中・年長組①グループ
９日（月）年少組②グループ
１０日（火）年中・年長組②グループ 年少組③グループ
１１日（水）年中・年長組③グループ
１３日（金）年少・年中・年長組④グループ
グループは、配布した手紙を御確認ください。詳細は別紙にてお知らせします。
○オリンピック・パラリンピック教育 １２日（木）
ともしび音楽企画による、うたごえコンサートを学年ごとに聴きます。コンサートを通し
て世界に親しみます。
○個人面談
１６日（月）～１２月１１日（金）
日程は各学年によって異なります。後日配布する手紙を御覧下さい。
○年中組研究保育 １７日（火） （年中組のみ弁当あり）
研究保育のため、うめ・あんず組は通常保育、さくら・もも・ふじ・まつ・たけ組は午前保
育となります。
○久松小学校就学時健診 １８日（水）
就学時健診の際に必ず園服を着用してください。
○国際理解教室 １９日（木）うめ・あんず・まつ・たけ組
まつ組の米澤慶さんのお父様が、三味線や笛等の和楽器の演奏を学年ごとに聴かせてくだ
さいます。コンサートを通して日本の伝統的な音楽や楽器に親しみます。
○１１月生まれ誕生会 ２４日（火）
年長組
場所：体育館 時間：１０：４０～１１：１５
うめ組
場所：遊戯室 時間： ９：１５～ ９：３５
あんず組 場所：遊戯室 時間：１０：１５～１０：３５
誕生児の保護者の方は、５分前にお集まりください。

○全体保護者会 ２４日（火）まつ・たけ組
場所：体育館 １２：１０～１２：４０
２６日（木）うめ・あんず組
場所：体育館 １２：１０～１２：４０
２７日（金）さくら・もも・ふじ組 場所：体育館 １２：２５～１２：５５
欠席される方は事前に担任までお知らせください。

３歳児「金メダルだ！」
初めて手にした金メダル。大きい組さんたちの金メダルを見ていて、
「いいなぁ」と思いつつ、どうし
たらもらえるのかと思っていただろう年少組の子どもたち。
遠足の日はようやく念願の晴天に恵まれて、スポーツデーと同日にすることができたのは、きっとみん
なの願いが叶ったのでしょう。当日朝、皆さんがうれしそうに心弾ませるように集合する様子を見てい
て、私たちもうれしくなりました。子どもたちは、初めての場所でありながら、自信をもって返事をした
り、保護者の皆様に応援してもらいながらうれしそうに力を出して走ったりしていました。一人一人が頑
張って手にした金メダルは、きっと最高なものになったことでしょう。
新しい生活環境をつくろうとする中で、様々な場面に向き合いながら、子どもたちはしっかりと、自分
の気持ちを表したり、教師や友達との関わりを楽しもうとしたりするようになってきました。未就園児が
見学にきた際も、自分たちの方がお兄さんお姉さんになることを伝えると、
「遊んであげるよ！」
「優しく
する」
「もう、転んでも泣かないよ」など、成長する言葉を聞くことができました。さあ、次はどんな成
長を見せてくれるか、楽しみにしましょう。
ふじ組担任 小嶋 順子

４歳児「友達とのつながりを感じながら」
少し肌寒い日も出てきましたが、サクラ広場や、校園庭で折り返しリレーやリズム、しっぽ取りなど
元気に体を動かしている年中組の子どもたち。遊んでいるうちに体も温まってきて、友達と一緒に体を
動かす心地よさを味わっています。遊びの中では、同学年の友達以外に、年少、長組の友達と一緒に遊
ぶことも増えてきました。一人一人がいろいろな友達との関わりを、楽しい！うれしい！と感じている
様子をとてもうれしく思っています。
さて、先日の「なかよしスポーツデー」では、それぞれが自分の力を出し、友達と一緒にがんばるこ
とができました。しっぽ取りでは、たくさんしっぽが取れるように作戦を立てたり、リズムは友達のす
てきなところを見つけ合ったりしながら、当日に向けて取り組んできました。みんなで取り組む中で、
友達とのつながりを感じながら過ごす姿に成長を感じます。
来月は「わくわく発表会」があります。友達と一緒に進めていく中で、友達の良さに気が付いたり、
自分を出して取り組んだりできるよう援助していきたいと思います。
うめ組担任 阿部 真秀

5 歳児「力を合わせたなかよしスポーツデー」
秋の風も次第に冷たい空気になってきました。年長組は「なかよしスポーツデー」に向けて友達と力を
合わせて取り組んできました。
「ポスターを作ったら年少組さんも、年中組さんも楽しみになるかな?」と
幼稚園のみんなが楽しめるように考えを出し合い、
「子どもかぶき、年少組さんや年中組さんにも見せた
い！」と張り切って取り組む姿も見られました。さらにリレーでは同じグループの友達との相談を何度も
重ねていくことでみんなで決めていくことの楽しさ、友達と協力しながら力を出していく喜びを感じてい
ました。競うことで勝つことのうれしさ、負ける悔しさを知り、「どうしたら速くなるか」をみんなで考
えてきました。当日のスポーツデーでは、喜びや達成感があったことと思います。この経験を今後にもつ
なげていきたいと思います。
来月のわくわく発表会でも友達の頑張る姿を認めたり、励ましたりする子どもたちの姿を十分に認め
「みんなで最後まで頑張るって楽しいね！」の思いをもてるように援助してまいります。
たけ組担任 宮野 莉歌

