
 

10 月 1 日にマラソン大会がありました！ 
今年も会場は「末広中央公園」でした。 
当日、快晴でマラソンをするにはぴったりな
天気でしたね☀ 

すみれさんは一番最後だったので、他の 
クラスを応援しました。スタートが近づくに
つれて少しずつ緊張してきている様子・・・ 
いざ、スタートしてしまえば緊張も吹き飛ぶ
ほどのスタートダッシュ！嬉しかった子も
悔しかった子もいると思いますが、 
全員無事ゴールして 2 周走りきりました☆ 

マ ラ ソ ン 大 会 

専門学校から実習生が来ていました！すみれ組には１１日から 1 週間入り一緒に過ごしています！ 
発表会の練習もあるので、普段よりお姉さん先生と一緒に遊ぶ時間が少なかったと思います。 

少ない分お外遊びなどでは沢山遊んでもらいました☆ 
写真はお勉強の一環でお姉さん先生がみんなのために考えてくれた遊びをしているところです！ 

ジャンケンで負けたら新聞紙を折るゲームもしていますよ！ 
拳ほどの大きさになっても上手くバランスを取っているすみれさんに感心してしまいました☺ 



発表会が近づいてきましたね！子どもたちも発表会に向けて毎日練習を頑張ってくれています。 
今年は秋に運動会や発表会があり、練習中心の毎日ですが嫌がらずに練習に 

励んでくれていて子ども達に感謝ばかりです。 
とってもリズム感があり、太鼓の練習も私の想像よりスムーズに進められています☆ 

練習の中でも子どもたちに人気なのが「よさこい」です！ 
毎日「せんせいーー！きょうよさこいする？？」と確認にきて 

「よさこいするよー！」と答えると 
「やったー！！みんなよさこいするってーー！！」 「いぇーーい！！」 

とみんなに報告しに行きます（（笑）） 
毎日の練習を喜んでもらえるだけで、私の励みになります・・・😢 

 

外も寒くなってきて、風邪を引きやすい時期になりました。 

子どもたちは汗を流しながら毎日走り回って遊んでいます。 

園でも風邪を引かないように汗の始末や室温などに気を使いな

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

１１月号 

 あっという間に寒くなり、暗くなるのも早くなり、段々冬が近づいてきていますね     そんな中、今月は発表会の練習に大忙しのさくら組さんで

した！ 

 今回の劇はピーターパン！配役決めは、立候補をし、多かったらじゃんけんという風に決めました。潔く「やっぱりやめて違う役にする」と優しく

変えてくれたのは、M ちゃんと Y ちゃんでした。そしてセリフを真っ先に覚えたのは、E ちゃんでした。セリフを恥ずかしくてなかなか言えなかった

H くんは、今では自信をもって大きな声で言えるようになりました。セリフが多い I くんは、こんがらがりながらも頑張って覚えていましたよ。初め

から元気よくセリフを言ってくれる A ちゃんは、自信たっぷりです    「ワニがやりたい！」と立候補した A くんは、つよーいワニになりきって役作り

ばっちり！でも、何より一番みんなが頑張ったのは、楽器だと思います。たくさんの練習に飽きながらも頑張った R くんと練習をした次の日には

見違えるような出来栄えになる J くん✨シンバルのリズムに悪戦苦闘しながらも頑張っている A くんの表情は全集中しています！小太鼓の R

くんは、初めからばっちりのリズム感♪で２回ほどの個人練習をして習得していました。同じく小太鼓の R くんは、太鼓の周りでターンしながら叩

いたりしていて、ノリノリです！そしてたくさん頑張ったのは、エコー（ピアノ）の皆様です。M ちゃんは、空いている時間があれば「せんせー！ピアノ

やりたい」と言って練習熱心でした      S ちゃんは、なかなか思うように動かない手先に苦戦しながらも、何度も練習を繰り返してみるみるうちに

すごくすごーく上手になっていきました！頑張って頑張って頑張った A ちゃん            悔し涙をこらえながら一生懸命練習する姿に心打たれまし

た。今ではもうバッチリ弾けるようになりました！この楽器の練習をする中で、リズムを覚え、周りの音に合わせるという難しい課題に子どもたち

が一生懸命に練習する姿や集中して考えながらやっている様子がたくさん見ることができました。何回も心が折れたり、嫌になって心ここにあ

らずの子もいました。これを乗り越えて出来た達成感を絶対味わってもらいたいと思い、私たちも一生懸命になりました。もちろん楽しむことが

大前提ではありますが、大きな壁に立ち向かおうと葛藤する姿はすごくかっこよかったです。今では出来るようになり、「まだがっきやりたーい」と

言う子も     よかったです！！     本番をお楽しみに…       

・ピーターパン        ・チクタクワニ 

    

・ウェンディ          ・フック船長 

 

・ティンカーベル       ・海賊 

 

・弟と妹                

 

・エコー          ・小太鼓 

 

・トリオ         ・タンバリン 

 

・大太鼓            

 

・シンバル 

 

・wake up! (AAA) 

  

・魔法使いサリー（アンジェルム） 

  

・A・RA・SHI （嵐） 

 



 
 
 
 
  

ハロウィンパーティを行いました 

かぼちゃお化けのマントや、 

おばけクラッカーを作り、折り紙製作で壁面も

作り、パーティの準備をしました！「楽しみだ

な～」と指折り数えて楽しみにしていました

     

手形アートを行いました！ 

手に絵の具を塗って手形を取り、自分たちで 

ゾウやキリンに挑戦しました！ 

想像力を膨らませ、違う動物や虫にした子や

周りに空や草など個性豊かな作品に 

仕上がりました          

みんなのだいすきなお友達、R くんが、10 月いっぱいで 

転園してしまうことになりました。女子たちには「今日の好きな人はだれ？」と聞かれたり 

男の子には「おいかけて！」と追いかけっこを楽しみ人気者でした😢 

たくさん遊んでくれてありがとう❤ またいつでも遊びに来てね❤ 

悲しいおしらせです…💦 



 

たんぽぽぐみだより 
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１１月号 

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

頃・・・。先日はとうとう初雪が見られましたね。気温が低くはなっていますが、子ども

達は元気に体を動かし遊んでいます。厚着で体を動かすとすぐに汗をかいてしまい、

その汗が冷えると風邪をひいてしまう可能性もあります。体を動かしている途中に衣

服を脱いだり、寒くなったら一枚上に着用できたりする「重ね着」など、子ども達が自

分で衣服を調節できるようなご準備をお願いいたします。 

また、これからの時期、空気が乾燥するので様々な感染症が流行りやすくなりま

す。新型コロナウイルスだけでなく、他の感染症への対策も行い、健康第一に過ごし

ましょうね!! 

★最後までがんばりました!!★ 

１０月１日に行われたマラソン大会。前日の大雨で開催できるか不安でしたが、

子ども達の思いが届いたのでしょう、とっても良いお天気の中無事に開催することが

出来ました。中央公園までの道のりは、“さんぽ”の歌を歌ったり、お友だちとおしゃ

べりをするなど楽しそうに歩いていました。お話を聞いたらいよいよスタート!! 「よ

うい、ドン!!」の合図で元気よく飛び出し、最後まであきらめることなく一生懸命走

ることができました。お忙しい中での沢山の温かいご声援、本当にありがとうござい

ました。 

★発表会の練習頑張ってます!!★ 

只今発表会に向けて毎日練習に励んでいる子ども達。１１月１３日(土)の本番に

向けて、ひとり一人が持てる力を出し、お友だちと協力し合って頑張っています。い

つもより気を張っていたり、プレッシャーを感じたりとストレスも溜まりがちですが、 

練習後には気を開放し好きな遊びを楽しめるように心がけて進めています。 

ご家庭でも応援し元気のチャージをしてあげて下さい!!  

よろしくお願いします。 



 
  まず、子ども達が一番元気に練習している音楽劇(歌と台詞でお話しを  

進めて行く劇です)。取り組んでいるお話しは《おむすびころりん》です。

時々お部屋でＣＤを流して聞いていたので、なかなかのセリフの量ですがビ

ックリするほどスムーズに覚えることができました。楽しんで演じている様

子をぜひご覧下さい!!  

おじいさん・・・けいいちくん、はるとくん、りょうまくん 

おばあさん・・・すずかちゃん、あこちゃん、ほのみちゃん 

うさぎ・・・みさきちゃん、かなみちゃん 

さる・・・ふうとくん、たくみくん 

たぬき・・・あらたくん、こうまくん 

ねずみ①・・・みづきちゃん、ひなたちゃん、ゆうしくん 

ねずみ②・・・このんちゃん、さらちゃん、まなとくん 

次に紹介するのは楽器演奏です。手遊びや、歌を歌うことが大好きなたんぽぽ組

さん。もちろんリズム遊びも大喜びです。初めて触る楽器もあるし、鳴らしたことが

ある楽器もあります。どれにしようかな？と、嬉しそうに選んでいましたよ!! 曲目は

“しあわせならてをたたこう”です。そして歌は、元気いっぱいに“アイアイ”を歌いま

すよ!! 
 

お遊戯も３チーム共に頑張っています!!当日は緊張しないでいつも通りの
姿をお見せすることができればいいなぁ・・と思っています。 
どうぞお楽しみに!!  

大太鼓･･･ひなたちゃん、りょうまくん 

小太鼓･･･すずかちゃん、かなみちゃん、はるとくん、 

ゆうしくん、ほのみちゃん、まなとくん 

トリオ･･･けいいちくん 

シンバル･･･このんちゃん、こうまくん 

エコー･･･あこちゃん、ふうとくん 

タンバリン･･･みさきちゃん、みづきちゃん、さらちゃん、 

       あらたくん、たくみくん 



 

 

 

日増しに寒さが増し、冬が近づいてきたことを感じますね。毎日、発表会練習を頑

張っている子ども達。天気の良い日には気分転換にもなるよう、外に出て体を動か

す時間を作っていきたいと思っていますので、暖かいジャンパーを着てきてください

ね！！外は寒くても、お部屋の中は暖かく、子ども達は元気いっぱい動き回っていま

すので、着脱しやすい服装をお願いします(*^_^*)  記名・掛けひもも忘れずにお願いします！！ 

・折り紙製作・のり付けをがんばっています！！ 
 

 

 

 

  

 

１回折りがとっても上手になってきましたよ！！今回は、四角の１回折りで車・四角

の２回折りでお家・三角の１回折りで屋根を作りました。のりの端っこ塗りの練習もが

んばっています！！タイやと果物のシールを貼って完成させました。 

 

 

 

 

 

 

・絵画では、果物のぬりえ&初めてはさみを使いました！！ 
果物の色を考えながら、はみ出さないようにクレヨンでぬりえをしました。果物柄の

折り紙を１回切りし、果物の色・柄を合わせてのり付けをしましたよ。みんなとても真

剣に、そして楽しんで取り組む姿が見られました！！ 

 

 

 

 

 

 

みんな製作が大好きで、集中して取り組んでいます。できることがどんどん増えてき

たことで、やる気が更に増していますよ！！１１月も折り紙・はさみ・のりを取り入れ 

た製作を予定しています。 



※総練習・当日はオムツでの登園をお願い

します！！ 

                   

 

                   

  楽器…「やぎさんゆうびん」   歌…「きのこ」 

  大太鼓…みなとりおなちゃん・さわだりょうせいくん 

  小太鼓…ほうじょうゆうせいくん・もんまりりとくん 

いとうこうがくん・おおたしんとくん・おかだこうしろうくん 

  シンバル…もとみやりょうがくん 

  タンバリン…・いでれおくん・かとうあきのちゃん・よしだまほろくん 

ながやゆきはちゃん 

  鈴…しみずだいちくん・いちざわみなとくん・きむらしゅうたくん・おおさわせらくん 

  お遊戯 

 機界戦隊ゼンカイジャー…りょうせいくん・だいちくん・りょうがくん・りりとくん 

 ブー！スカ・パーティー！…みなとくん・れおくん・こうしろうくん・せらくん・まほろくん 

 ぼくコッシー…ゆうせいくん・こうがくん・しんとくん・しゅうたくん 

 ダンシングヒーロー…りおなちゃん・あきのちゃん・ゆきはちゃん 

  劇「もりのおふろ」 

 かわいいどうぶつさん「らいおん・ぞう・わに・ぶた・おおかみ・ひつじ・かば・うさぎ」 

 になって登場しますよ！！元気なかけ声「ゴシゴシ シュッシュッ」に合わせて体を 

 洗い、みんなでお風呂に入ります。楽しそうな子ども達の様子を見てください

ね！！温かい拍手をおねがいします(*^_^*) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日が暮れるのも日に日に早くなり、寒暖差も大きくなりましたね。暖房をつける時間も多くなって

きているのではないでしょうか？そんな１０月も子どもたちは元気いっぱいに過ごしています。 

戸外で室内でとたくさん身体を動かし、たくさん考えて、たくさん笑ってあそびました。 

そんな子どもたちの姿を少しずつですが紹介していきたいと思います。 

あるく練習です！ 

今まで散歩車に乗ってお散歩に行っていましたが、全員で歩いてお散歩に

出かけてみよう！という目標を立て、園庭を使い全員で歩く練習をしてい

ます。「お散歩リング」という道具を使い、リングにつかまって、手を離さずに

歩きます。「握る」ことができるようになり、しっかりと 

掴まり歩くことができてきています。道路へのデビューも 

近いです✨ 

おそとあそび大好き！ 
とにかく、お外に行くのが大好きです。アスレチックに滑り台、公園にいって落ち葉拾いや築山で

のお尻滑りにしゃぼん玉と楽しいあそびをどんどん行いましたよ。初めての２階の広い方のテラ

スでもあそびましたよ。笑顔がいっぱいです。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

タンバリンの音に合わせて歩く、走る。笛がなったら積み木に座る。というあそびをしてみました。 

何度か繰り返すとあそび方を理解していました。座ることになれてきたら、大きなマットに隠れる

など少しアレンジし楽しんであそびました。マットに隠れるのは大喜びでしたよ♥ 

 

はっぴょうかいに向けて！ 
発表会の練習を毎日少しずつ行っています。

お遊戯は３チームに分かれて練習をしていま

す。音楽が鳴ると、どのチームも自然と身体

が動いてしまいノリノリです。 

劇の練習はステージにあがると少し緊張して

しまうようですが、とても真剣にお話しを聞い

てくれていますよ。楽しく頑張っています。 

当日をどうぞお楽しみに！！ 

ばら１くみのステージでの練習は 9：20 から

始まります。子どもたちはとても一生懸命に

練習していますので、間に合うように登園し

てくださいね。ご協力お願いいたします。 

トイレトレーニング！ 
１０月に入り、本格的にトイレトレーニングを始め

ました。主に午睡後にトイレやオマルに座ってい

ます。男の子トイレできるお友だちもいるんです

よ。タイミングが合えば、朝の会の前や給食の

前などにも座っています。 

特に午睡後などは排泄できる 

お友だちが多くいます。 

出たことに驚いたり、 

喜んだり、初めての時は 

泣き出したお友だちもいましたが、 

毎日の繰り返しの中でパンツへと 

移行ができればと思っています。 

そこで、着脱のしやすいズボンの 

ご協力をお願いします。タイツなどは 

不向きです。 

ご家庭でもトレーニングを進めてみて下さいね。 

この日、 

まほちゃんは 

お休みでした。 

発表会があります！！お天気のよい日はお散歩に出かけますので、上着は必ず 

着用して登園してくださいね。室内でも楽しいあそびをたくさん行います。 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
紅葉が見頃になり秋の深まりを感じられるようになりましたね。 
また、気温が一気に下がり、ストーブが恋しい季節となりました。 

’今日が今年度最後の、園庭遊びになるかもしれない’と思いながらも、 

思いのほか暖かい日が続き、3 回くらい遊び納めをしました。（笑） 

上の写真は絵本を見ている時のものですが、ずいぶんと集中して見られるように 

なってきましたよ。時には一緒になって「いないいないばぁ」や「バイバイ」をして 

くれます。今のお気に入りは、「いないいないばぁあそび」（あかちゃんのあそびえほん） 

シリーズです。 

＊園庭遊び＊ 

1 人歩きが安定し、行動範囲も広くなってきましたね。 

園庭遊具で遊んだときには、保育者と一緒にアスレチックに挑戦する子もいましたよ。

砂を口に入れてしまうなど、まだまだ目が離せないつぼみさんですが、 

砂場遊びやカースライダーなど遊びを楽しむ事が出来ました。 

ちいさいチームもベビーカーに揺られ、日光浴をしたり、 

乗用玩具や砂場遊びを一緒に楽しみました。 
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＊お部屋では・・・＊ 

カラーポリや新聞紙を使った遊びを楽しみました。 

カラーポリ遊びでは、風が吹いてくる様子に興味津々。 

ツルツルした感触を楽しみながら、上を歩いたり、中に入ったり、通り抜けたりと、 

遊び方がたくさん！保育者の真似をし、バサバサと揺らして遊びを楽しむ姿も見られ

ました。また、電車ごっこ遊びも少しずつ出来るようになっています。 

新聞遊びは、やはりモグモグしたくなるようで・・・（笑） 

注意して見守りながらも、ビリビリちぎったり、丸めて遊びました。 

 

 

 

 

 

 

＊ハッピーハロウィン＊ 

10 月と言えば、ハロウィンが定番となりましたね。 

そこで、製作もハロウィンをテーマにおばけを作りました。 

1 日目は、手に絵の具をつけ、自由に模様を描きました。 

おばけ型に切って、2 日目はシール貼り。 

今回はシールの大きさを変え、全員が挑戦しました。 

まだ裏返して貼ることが難しいですが、保育者と一緒に頑張りました！ 

 

 

 

来月はいよいよ発表会！ 

大好きなお父さん、お母さんに 

成長した姿を見てもらおうと 

「おおきなかぶ」の劇練習を頑張っています。 

いつもと違う雰囲気に泣いてしまうかも 

しれませんが、ご愛敬です♡ 

お名前の返事や 

「うんとこしょ どっこいしょ」、 

「おーい」の台詞が言えたらたくさん褒めて 

あげてくださいね。 


