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晴れてると思ったら雨がザザーッと振り出し、雷まで鳴って、プールから飛び出る日もあった今年の夏。 

希望保育期間中には、感染に注意しながらも、おうちの方のたくさんの工夫によって楽しい思い出が出来た

ようです。「あのねぇ～…」と思い思いに話す子ども達の、日焼けした顔から今しかできない成長がしっかりと

感じられました。 

この夏、子ども達は友達やまわりの様子から大きな刺激を受けています。小さな子は大きな子を見て「私

もやってみたい」と憧れ、年長さん達は、プールあそびや毎日の生活の中で自分の目標を決め、友達と励まし合っ

て取り組んでいます。毎日たくさんのチャレンジをしている子どもたちのここからが、本当に楽しみです。 

残暑厳しいなか、感染対策としても家族そろって衛生面と「早起き早寝朝ごはん」に取り組んでいきましょう。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

子どもさんとお砂場で遊ぶことはありますか？衛生面の事情からか、公園の砂場がだんだん少なくなっているそ

うですが、園の子どもたちは砂(場)遊びが大好きです。お口に入れなくなった頃のあか組さんは、手でつかんだり、

手からサラサラとこぼす感触を何度も楽しみます。そら組の子は、バケツやカップにスコップで砂を入れるのに夢

中です。カップの砂をひっくり返してつくる先生のプリンを、手でこわしたり自分で作ろうとするゆき組さん。砂

を触り湿り気や色、細かさの違いに気づいて、おだんごやケーキで 

ままごとを楽しむほし組さん。はな組やつき組にもなれば、みんなで大きな山を作り、 

協力してトンネルを掘ったり山の高さ低さで遊びをどんどん広げ、砂場は別世界に 

なってしまうほど。 

楽しく、夢中になって遊ぶ砂場遊びを通して、「子どもの感性が刺激される」「感覚が発達する」 

「手先が器用になる」「社会性や協調性が養われる」「免疫力がアップする」という効果も期待さ 

れるという砂(場)遊び。お休みの日は、親子で公園や海岸などに出かけて、大人も夢中になって遊びましょう！ 

 

２日(金)＝来年度入園説明会AM 

(本園に初めて入園するご家庭の方を 

対象に、説明をします)（詳細既報） 

 ３日(土)＝家族ふれあいの日 

 ６日(火) 身体測定 

 ７日(水) 

8日(木)＝プールおさめ（予定） 

10日(土)＝つき組 祖父母の集い（詳細別報） 

12日 (月 )～22日 (木 )  

ゆき組個人懇談会（詳細既報）  

12日(月 )＝つき組  えいごであそぼ  

13日(火)  資源回収（詳細別報） 

14日(水)＝園庭開放＆０歳児ひろば 

16日(金)＝ 青空ランチ 

つき組ビクス 

17日(土 )＝家族ふれあいの日 

19日(月 )＝敬老の日（祝日）  

20日(火)＝避難訓練 

21日（水）＝園庭開放＆1.2歳児ひろば 

23日 (金 )＝秋分の日（祝日）  

24日 (土 )＝家族ふれあいの日  

29日(木)＝♪９月生まれの子のお誕生会♪ 

 

－１０月－ 

１日 (土 )＝明照あきまつり（詳細別報）  

29日 (土 )＝運動会（予備日30日）  
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6さいおめでとう 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

今月の保育のねらいと主な活動 
○残暑の過ごし方が分かり、健康で快適に過ごす。 

・汗を拭く、水分補給をする、日陰で遊ぶ、休息をとる。 

〇友達と力を合わせることの楽しさや大切さを感じる。 

・剣道、日舞、和太鼓、集団遊びをする。 

〇夏から秋に変わる自然に興味を持つ。 

・生き物の観察、植物の変化、気温、空の様子などを知る。 

 

 

暑さに負けず、プール遊びを楽しんだ夏。一人ひ

とりが決めたプールの目標に向かって、取り組む姿

がたくさん見られました☆目標を持ったからこそ

感じる悔しい思い、達成した時の大きな喜び。様々

な子どもたちの姿が見られました。「出来ないから、

やらない」ではなく、「出来るようになると嬉しい

から、やりたい！」「次は、絶対できる！」と、自

分を信じて挑戦したり、「がんばれ！あと少し！」

「すごい！できたじゃん！」と、友達の頑張る姿を

認め、自然と声を掛けられる姿は、さすがつき組さ

んです！プール遊びを通して友達から受ける刺激

が、向上心や自信などに繋がりグーン！と成長して

いますよ☆ 

そして、いよいよ実りの秋を迎えます♪みんなで

同じ目標に向かって頑張り、絆が深まっていく子ど

もたちの姿が楽しみですね♡ 

 
 
 
１． あきのゆうひに てるやまもみじ 

こいもうすいも かずあるなかに 

まつをいろどる かえでやつたは 

やまのふもとの すそもよう 

              

２． たにのながれに ちりうくもみじ 

なみにゆられて はなれて よって 

あかやきいろの いろさまざまに 

みずのうえにも おるにしき 

つき組では、日本舞踊、剣道、和太鼓に取り組

んでいます。日本の所作や、立ち振る舞いを通し

て、日本の伝統文化に触れています。「静」と「動」

の切り替えをすることで、キリっとした表情に変

わる姿も見られています☆ 

立ち方、座り方、指先、目線の意識や、背筋を

伸ばし行うことの気持ち良さを感じながら、男の

子は「凛々しく」、女の子は「おしとやかに」日々、

楽しんで取り組んでいますよ☆ 

自分の力、みんなの力♪ 

16日   ほのさん 

30日   ふみかさん 

 

９月生まれのお友だち 

♪今月のうた♪ 

『もみじ』 

 

（5歳児） つきぐみだより 

・プール納めとともに、お昼寝も終了となります。 

・運動会に向けて、活動が活発になります。運動

のしやすい服装（女児はズボン）で登園をして

下さい。運動靴も必要となりますので、靴のサ

イズを確認して、毎日履いてきてくださいね。 

・まだまだ暑い日が予想され、また戸外での活動

も盛んになりますので、しっかりと水分補給が

できるように、水筒には十分な量のお茶を入れ

てきてください。 

お知らせとお願い 

 
あの子みたいに 
出来るようになりたい！ 

 
今日は、バタ足を 
頑張る！！ 

日本の文化 
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だいへんし～ん！！ 
 先日、赤・青・黄色の 3 色を使って混色遊びをし

ました。朝から「これ何に使うの？」「ジュース屋さん

かな？」「早くやりたーい！」と興味津々のはな組さん

☆赤・青・黄色の色水をもらって色づくりスタート！！

赤と黄色の色水を入れて揺らして混ぜてみると…オレ

ンジ色に大変身して大喜びのはな組さん。「〇と△を混

ぜたら□になるんじゃない？」「もうちょっと〇入れた

ら（見本の色と）近くなるんじゃないかな？」「ほら！

なったよ！」と班のみんなで話し合いながら色を作る

姿が見られました。みんなで協力して話し合ったり、

クラス全員で共有したりすることで新しく気が付き、

発見する姿がとても素敵でしたよ☆彡 

 混色遊びを通して、同じように混ぜた色でも一つひ

とつ色が違うことに気がつき、オリジナルの色を作る

ことができました(^^)/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇今月の保育のねらい・主な活動 

〇健康に過ごすために、必要な生活の仕方を身につける。 

・手洗い、うがい、水分補給を行う。 

〇夏から秋に変わる自然に興味や関心を深める。 

・散歩をしたり、公園で遊んだりする。 

・虫、空、雲、草花など 

〇いろいろな運動を経験し、体を動かす楽しさを味わう。 

・運動会のかけっこ、遊戯や、鉄棒、跳び箱など。 

みんなのパワー☆彡 
まだまだ暑い日が続き、外遊びから帰ってくると汗を

かきながら「暑かった～！お茶パーティーしようよ～」

と友だちと集まって楽しいお茶パーティーが始まりま

す☆ 

そんな暑い日のプールはとても気持ちがよく、子ども

達も大はしゃぎ(^^♪今では、ワニさん泳ぎをしながら

鬼ごっこをしたり、波のプールを作ってみたり、顔つけ

に挑戦してみたり、たくさん遊びながら水に親しんでい

るみんなはとても輝いています☆彡時には「○○ちゃん

だるま浮きできたのすごいね！私もやってみようかな

…」と友だちの姿を見て刺激を受けたり、「○○ちゃん、

私が手繋いでいるから大丈夫！一緒に顔つけてみよう

よ！」「ほら、できちゃったね！すごいよ！！」と友だ

ちの頑張りを受け止め、認め合う姿もありましたよ。 

言葉にして伝えることの嬉しさ、楽しさを感じなが

ら、みんながいるから頑張れる、みんながいると楽しい

♪を大切に、これからも色々なことに挑戦してみたり経

験していきたいと思います!(^^)! 

はなぐみだより（４歳児） 

20 日  おうすけくん 

25 日  あおいくん 

30 日  めいさん 

30 日  みなとくん 

 

9 
 

～むしのこえ～ 
1， あれ まつむしが ないている  

チンチロチンチロチン チロリン 

あれ すずむしも ないている 

リンリンリンリン リーンリン 

あきの よながを なきとおす 

ああ おもしろい むしのこえ 

2 番につづく… 

赤と白を混ぜると

どうなるのかな？ 
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ほしぐみだより ９がつ 
3 歳児  

 

  

 

 

 

 

 

 

今月の ◎主なねらい と ★主な活動 
 ◎遊びと休息のバランスに留意し、健康で快適に生活できるようにする。 

★水分補給、汗を拭く、午睡や休息をとる。 

◎身近な秋の自然に触れ、季節の変化に気づく。 

 ★草花遊び、虫取りなど。 

 

泳ぎの名人になっちゃおう♪ 
明照名人を知っていますか？明照名人の 3 級以上に

なると認定証がもらえちゃうんです！ 

今回はプール編☆ ほし組の子どもたちは、遊びを楽し

みながら、まずは３級！を目指して顔付けなどにチャレ

ンジしていますよ♪ 

少しずつ【だるまうき】が出来るようになってきて、

３級まであと少し…の子も増えてきています。残り少な

いプール遊び。ぜひお家でも、みんなでチャレンジして

みてくださいね♡ 

 

 

７日    あさみ さん 

７日    ゆきの さん 

9日    こうへい くん  

１２日    そら くん 

１５日    ののか さん 

１９日    そらと くん 

２５日    りん さん 

 

最近、子どもたちの遊び方に少しずつ変化が見られ、ごっこ遊びでは、友達とそれぞれの役割をもって、集

団遊びを楽しむ姿が増えてきています。そんな子どもたちの様子から、【ほしぐみスーパー】を開店することに

しました♪「どんなお店があるかな？」と子どもたちに聞くと各々に自分の思いを言葉にして伝え始め…子ど

もたちから出た意見の中から、自分がやってみたいお店屋さんを選択し、お店に並べたいものをお友達や先生

と話をして決め、せいさく遊びをしました。“お客さんに買ってもらいたい”という思いから、楽しみながらも

丁寧に作ろう！と集中している子どもたちの表情は真剣そのものでしたよ♡ 

 

『むしのこえ』 
１． あれまつむしが ないている 

チンチロチンチロ チンチロリン 

あれすずむしも なきだして 

リンリンリンリン リインリン 

あきのよながを なきとおす 

ああおもしろい むしのこえ 

２番につづく…。 

そしてついに【ほしぐみスーパー】当日！看板をつくっ

て、お部屋を飾りつけして…準備万端！始めは、たくさん

のお客さんを前にモジモジしていた子も、みんなで作った

商品を、嬉しそうに握るお客さんを見て、自然と表情が笑

顔になり「いらっしゃいませ～！」の声も少しずつ大きく

なっていきました♪ 

【ほし組スーパー】を通して、“お店屋さん”を自分たち

でイメージし、先生やお友達と言葉で伝え合いながら、想

像をどんどん膨らませ、みんなで一緒に表現することを楽

しむ子どもたちの姿に成長を感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

【だるまうきってなあに？】 

膝を抱え込んで 

背中を上にした状態で 

水に浮くことだよ♪ 

 
おさかな 

いっぱいいるよ～！ 

 

 

いらっしゃいませ～！ 

ちゃり～ん♪ 

ほしぐみスーパーへようこそ♪ 

 
こおろぎや 

くつわむし 

うまおい 

もいるよ♪ 

いんげん豆を 

収穫したよ！ 

 

１級…プールの長いほうの端から端までを足を付

かずに泳ぐ。  

２級…プールの短いほうの端から端までをけの

びでいく。    

３級…だるまうき 10秒                      
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今月の◎保育のねらいと★主な活動 

◎保育者や友だちと楽しみながら意欲的に食べる。 

 ★苦手な物でも食べてみようとする、正しい姿勢で食事をするなど。 

◎イメージを広げながら表現活動を楽しむ。 

 ★いろいろな道具（絵具、筆、クレヨンなど）を使って描いたり作ったりする。 

 ★音楽やリズムに合わせたダンスを踊る。 

 

今月のうた♪ 

 

おたんじょうびおめでとう 

 

 まだまだ暑い日が続いていますね。希望保育が明け、ひとま

わり大きくなったように感じるゆき組さん。 

 保育園にきて先生やお友達に「海に行ったよ！」「花火をや

ったよ！」と楽しかった夏の思い出をたくさんお話ししてくれ

ました♪ 

 水遊びのあとには「楽しかったー！」「またやりたいね」と

話していたり、給食中は「これはにんじん？」と感じたこと疑

問に思ったこと、生活の中で経験したことを言葉にして伝える

姿に成長を感じています。お友達と遊んだり、お話をしたりと

お友達との関わりが深まっていく様子が楽しみですね(^ ^) 

 これからもゆき組でたくさん経験をして楽しい思い出を作

っていこうね！ 

  

楽しかった思い出★ 

・２７日  まなとくん 

・２９日  ゆいさん 

 

 

『とんぼのめがね』 

１. とんぼのめがねは みずいろめがね 

あおいおそらを とんだから とんだから 

２. とんぼのめがねは ぴかぴかめがね 

おてんとさまを みてたから みてたから 

３. とんぼのめがねは あかいろめがね 

ゆうやけぐもを みてたから みてたから 

★おねがい★ 

9 月 16 日の青空ランチは、

レジャーシートを敷いてお家

から持ってきたお弁当箱に給

食を入れて食べようと計画し

ています。詳しくはきっずノ

ートでお伝えしますのでご確

認お願いします。 

 

おたんじょうびおめでとう 
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☆今月のねらいと主な経験 

◎夏の疲れをとり、体調や生活リズムを整え、健康で安全に過ごす。 

 ★砂遊び、散歩をする、戸外遊び、秋の自然に触れる。 

◎保育者や友だちと一緒に、音楽に合わせて体を動かしてリズム遊びを楽しむ。 

 ★わらべうた、手遊び、リズム遊び、表現遊び、体操。 

そらぐみだより（1歳児） 

今月のうた『とんぼのめがね』 

   

     とんぼのめがねは 

     みずいろめがね 

     あおいおそらを とんだから 

     とんだから 

   いっしょにうたってみてね 

 

 

希望保育明けは、久しぶりの登園にちょっぴり泣けてしまった子もいましたが、しばらくするといつものニ

コニコ笑顔のみんなに♡いろいろなところへお出かけした子もおうちでゆっくりした子も、保育園に元気に来

ていた子も、この夏たくさんの思い出ができたね！少しずつお友だちとの関わりが増えてきたそらぐみの子ど

もたち。お友だちが作っているブロックのおうちを“なんだろう…？”と覗いてみたり、真似して先生と一緒

に車を作ってみたり、お友だちが使っているおもちゃが気になって手を伸ばしてみたり…興味や関わりが増え

てきた中でお友だちに思いが伝わらなくて泣けちゃうこともありますが、そんな時には保育者が気持ちを代弁

しています。お友だちと、先生と、保育園でもまだまだいっぱい思い出作って行こうね～♪ 

 

 みおさん（９日） 

 みなとくん（15 日） 

 しゅんくん（23 日） 

 みちるくん（27 日） 

 めいさん（27 日） 

 なるさん（29 日） 

 

 

子どもの様子 

 

○9 月のお誕生会のお楽しみはそらぐみさんです☆ 

 うたや手遊びが大好きなそらぐみの子どもたち。お姉さ

んやお兄さんの見ている前で、楽しくできるかな…？ 

○靴のご確認をお願いします(*^_^*) 

 涼しくなってきて、これから戸外遊びや散歩に行く機会

が増えていきますね！靴のサイズがあっているか、名前

が薄くなっていないか、今一度が確認くださいね。 

 自分で履くことにもチャレンジしていきますので、子ど

もたちが履きやすい靴の支度をお願いします♪ 

お誕生日おめでとう！！ 

～じぶんで！～ 

少しずついろいろなことに“じぶんで！”

の思いが芽生えてきたこどもたち。水あそび

のあとに水着を脱ぐ、ズボンを履く、パジャ

マへ着替える…できるところは少しずつ自分

で頑張っている姿が見られるようになってき

ました♪自分でやりたい！でも難しい！と、

子どもたちなりの葛藤もある 

ようですが、そんな 

“じぶんで”の気持ちを 

温かく見守っていきたいと 

思っています♡ 

おしらせとおねがい 
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☆ はなさん 

☆ らんくん 

１歳になったね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ もうすぐ、涼しい秋がやってきますね。 

園庭でのあそびでは、砂あそびや手押し車

など体を十分に動かせるあそびをしていき

たいですね。 

また、気持ちの良い気候の中で、バスで

公園に行ったり、園の周りを歩いたりして、

全身で秋を感じ、親しんでいきたいと思い

ます。 

靴をはく機会も増える為、はき慣れた靴

を用意していただき、足に合っているか、

確認をしておいてくださいね。 

よろしくお願いします。 

 

秋をさがそう！ 
～五感を使って～ 

９月  

☆今月の保育のねらいと主な活動☆ 
☆今月の保育のねらいと主な活動☆ 

○ゆったりとした生活の中で暑い時期を健康に過ごす。 

★汗をかいたら、衣服を着替えるなど、調節をする。★水分補給や休息を十分とる。 

○秋の自然に触れながら、戸外あそびを楽しむ。 

★気候が涼しくなり、散歩や園外保育で、草花や虫を見たり、木や葉っぱの色の変

化を感じる。 

 

 

 

 夏季希望保育期間が終わって、みんなの笑顔が保育園に大集合すると、パッと明るくにぎやかにな

ったあか組さんのお部屋。みんなで過ごす毎日の楽しさを改めて感じました。 

 さて、もうすぐ今年度も半ば。４月当初は、室内をはいはいする子や、頑張ってお座りしている子

が多くいました。そんな子どもたちもそれぞれのペースで日々たくましく成長をして、歩くことがで

きるようになったり、お座りからはいはいができるようになったり。あちこちでつかまり立ちしてい

る姿もたくさん見られるようになってきましたよ。そんな日々の「できた！」や「こんなことあった！」

という様子を、おうちの方々が毎日連絡ノートや口頭で伝えて下さることで、「家庭⇔保育園」が繋が

り合う保育を行えているように感じます。毎日お忙しい中本当にありがとうございます。 

 これからも一人ひとりの成長を一緒に喜び、共有できたらと思います(*^-^*) 

 

おたんじょうびおめでとう★ おしらせ 

☆きっずノートでお知らせしたように、９月から
少しずつあひる組での生活も始まっていきま
す。 

  子どもたちの様子を見ながら、楽しく過ごせ
るようにしていきたいと思います。 

 お子さんの様子など気になることがありまし
たら、お気軽にご相談くださいね。 

♪今月のうた♪～お家でも歌ってね～ 

『 パンやさんにおかいもの 』 

 『さかなが はねて』 
 

さかながはねて ぴょん！ 

あたまにくっついた ぼうし 

 

さかながはねて ぴょん！ 

おめめにくっついた めがね 

 

さかながはねて ぴょん！ 

おくちにくっついた マスク 

 

☆絵本でも親しんでいるお歌です。 
８月に持ち帰った絵本を見ながら、ぜひ楽しんでくださいね♪ 

あかぐみだより（0 歳児） 
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