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文化の日
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避難訓練 身体測定 誕生会
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勤労感謝の日

29 30

　秋も深まり、朝・夕はだんだん肌寒さを感じるようになってきました。ほっぺを赤く

して登園してくる子どももいて、少しずつ冬の気配が近づいているようです。

　天気がよく過ごしやすい日は、外で体操したり、戸外遊びを取り入れたりして、健康

的に楽しく過ごしています。子ども達は、お外が大好きで保育士が帽子のかごを持って

くると、“自分の帽子を早く頂戴！”と言わんばかりに保育士の前に来て、アピールし

ています。

　これから、すこしずつ寒さが厳しくなってくると思いますが、体調管理には十分気を

付けて過ごしていきたいと思います。

☆目標☆

・生活や遊びの中で簡単な言葉のやり取りや歌遊びを楽しむ。

・戸外遊びを通して秋の心地よさを感じる。

♪今月の歌♪

・やきいもグーチーパー　・おもちゃのマーチ　・いっぽんばしこちょこちょ　　

★お知らせ・お願い★

・11月2日(月)からお昼寝時に毛布を使用しますので、持たせ下さい。

・持ち物にはすべて記名をお願いします。名前シールは、はがれやすく、保育室内に落

　ちていることもありますし、衣服等が誰の物なのかわからなくなることがあります。

　はがれ落ちるシールは、誤飲の危険性がありますので、名前シールは使用不可としま

　す。

・衣類は、お子様の体に合ったものをご準備下さい。ズボンは下がらないようにウエス

　トの調整をお願いします。

☆★最近のゆりぐみさん・・・★☆

　お歌が大好きなゆりぐみの子どもたち。朝のおあつまりの時間が始まると、体を揺ら

したり、手を動かしたりしながらそれぞれに歌を楽しんでいます。10月のお歌『バス

ごっこ』では音楽に合わせて、「～～ハイ！」や「～～あ！」と言って、語尾を一緒に

歌ってくれる子どももいました。

　先日は、戸外遊びの時に『きらきらぼし』を笑顔で歌いながら滑り台を滑っていた

Aちゃん。しばらく歌いながら滑っていると、次に滑るBちゃんも歌い出し、二人で

『きらきらぼし』を歌いながら何度も滑り台を滑って楽しんでいました。その姿がとて
も可愛らしかったです。

ゆりぐみだより

11月　行事予定





ばらＡぐみだより 
１１月行事予定  

日 月 火 水 木 金 土 

１ ２ ３ 文化の日 ４ ５ ６ ７ 

８ ９ 10 11 12 13 14 

15 16 17 避難訓練 18 身体測定 19 20 誕生会 21 

22 23 勤労感謝の日 24 25 26 27 28 

29 30      

 

 秋の深まりとともに、朝晩は肌寒さも感じられるようになってきました。 

朝の体操前には、少し早めに園庭へ行き、園庭内をかけっこして遊んでいます。子どもたちは保育士や

友だちと一緒に「よーいどん！」「まてまて～。」と沢山走って、体を動かして楽しんでいます。 

 これから少しずつ寒さが増してきますので、体調管理をしっかりと行い、寒さや風邪に負けないよう

にしていきたいと思います。 

 

☆今月の目標☆ 

・友だちや保育士と一緒に音楽に合わせて楽器を鳴らしたり、歌をうたうことを楽しむ。 

・楽しい雰囲気の中で食事をし、完食する喜びを味わう。 

 

♪今月の歌♪ 

・まつぼっくり    ・でぶいもちゃんちびいもちゃん    ・きゅっきゅっきゅっ 

 

☆お知らせ・お願い☆ 

・11月２日(月)より敷布団と毛布を使用しますので、持たせて下さい。 

・爪が伸びていないかこまめに確認をお願いします。 

・持ち物には、すべて記名をお願いします。(消えかけている物や上着になど) 

 

★☆最近のばらAぐみさん・・・☆★ 

 身の回りの生き物にとても興味があり、園庭で虫を見つけるとみんな集まってきて、とても嬉しそう

に見ています。虫に触るのは少し怖いものの興味はあるようで、顔を近付けては、「これなに？」「先

生！動いてるー!!」と、大興奮の子どもたちです。先日、園庭でミミズを見つけ、保育士が「どこにい

くのかな～？」とつぶやくと、その言葉を聞いた子どもたちが、「お買い物に行くんじゃなーい？」

「散歩だよ!!」などと言い、子ども同士の会話も弾んでいました。 

 様々な場面で想像する楽しさを子どもたちと一緒に味わいながら、一人ひとりの興味や関心を引き出

していきたいと思います。 



ばら B ぐみだより 
１１月行事予定 

 月 火 水 木 金 土 

１ ２ ３文化の日 ４ ５ ６ ７  

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ 

１５ １６ １７避難訓練 １８身体測定 １９ ２０誕生会 ２１ 

２２ ２３勤労感謝の日 24 ２５ ２６ ２７ ２８ 

２９ ３０      

 

朝夕は少しずつ肌寒くなりましたが、日中はとても過ごしやすく体を動かすのに気持ち良い季節となりま

した。戸外に出ると、落ち葉を拾って保育士に「大きい葉っぱ拾ったよ。」「黄色い葉っぱ見つけたよ。」な

ど見せに来て落ち葉に興味津々の子ども達です。 

これから寒くなってきますが、体調管理には十分配慮して手洗い、うがいを行い、気候に合わせて薄着

の習慣を心掛けながら、風邪予防に気を付けて過ごしていきたいと思います。 

 

＜今月の目標＞              

＊手洗い、うがいに興味を持ち、保育士の見守りのもとで手洗いやうがいの仕方を身に付ける。 

＊季節の移り変わりを体で感じながら戸外遊びを楽しむ。 

 

＜今月の歌＞                        

♪もみじ ♪やきいもグーチーパー ♪かぜさんだって 

 

＜お知らせ・お願い＞ 

✎保育中は活発に動きますので、裏起毛などの厚手の服はまだ早いかなと思いますので、調節しや

すい薄着を心掛けてください。 

✎衣服には必ず記名をお願いします。 

✎手洗いの時に、自分で袖をあげる腕まくりの練習をクラスで取り組んでいますので、家庭でも腕まく

りにチャレンジしてみて下さい。 

✎2 日（月）より敷布団、毛布を使用します。また、月曜日に持たせて頂く際は、毛布は敷布団の内側に

挟んで持たせてください。 

 

☆最近のばら B ぐみさん☆ 

衣服の着脱が上手になってきたばら B ぐみさん。戸外遊びをした後は自分で着替えを行い、保育士に

「こっち？」と服の前後を確認したり、「ぴらぴら（タグ）がついているから後ろか…！」と自分で考えて着替

えたりと徐々に着替えを一人で行えるようになりました。脱いだ服は裏返しをなおそうと、保育士に「こう？」

と聞きながら行い、保育士が「半分にたたんでね。」と声掛けをすると、きれいに半分にたたみ自分の袋に

入れています。 

少し肌寒くなり長袖の服を着る子どもも増え、袖がなかなか脱げずに困った表情が見受けられるように

なってきました。そのようなときは、保育士が優しく脱ぎ方を伝え援助することで、一人で着替えることが出

来た達成感を味わえるようにしています。 

これからも自分でやってみようとする気持ちを受け止め、必要に応じて援助を行っていきたいと思いま

す。 



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

文化の日

8 9 10 11 12 13 14

移動図書

15 16 17 18 19 20 21

総合避難訓練 身体測定 誕生会

22 23 24 25 26 27 28

勤労感謝の日 交通安全

29 30

　日中は日がさすとポカポカと過ごしやすいですが、朝夕は冷え込むようになりました。
日中でも、子どもたちは日がさす場所では「お日様暑いね。」と言い、日陰では「こっちは寒い
ね。」と言い、場所で体感温度が変化することを不思議に思っています。子どもたちと季節を楽し
みながらも、体調を崩しやすい時期でもあるので、健康に過ごせるように配慮していきたいと思い
ます。

✿今月の目標✿
・秋の自然を感じながら、季節の変化に気付く。
・手洗い、うがいの大切さを再度理解し、保育士の見守りの元丁寧に行う。

♪今月のうた♪
・やきいもグーチーパー　　・まっかな秋　　　・森のくまさん　

✿お知らせ・お願い✿
・２日（月）より、敷布団、毛布、上靴（上靴入れ）を使用しますので、持たせて下さい。
　上靴は、普通の白物（柄無し）でお願いします。つま先のゴムの色は何色でも構いません。
　※上靴も、布団同様、２週間に一度お返ししますので、洗って持たせて下さい。
・日中暑いこともあり、衣服の調節を行いますので半袖を数枚お着替えバックに入れて持たせて
　下さい。
・20日（金）は誕生会ですので、白ご飯はいりません。お箸は持たせて下さい。
・給食だより献立表のスプーンのマークの日は、スプーンを忘れないように持たせて下さい。
・26日（木）はクッキングを行いますので、エプロン、マスク、三角巾っ全てに記名をして袋に
　入れて24日（火）までに持たせて下さい。
　※マスクとエプロンの紐の調節をして持たせて下さい。

✿最近のさくら組さん✿
　戸外遊びをしていると、他クラスの友だちも遊んでいることがほとんどで、ここ最近は
小さいクラスの友だちに興味があるようです。戸外で遊んでいる姿を見つけるとすぐに「赤ちゃん
と遊んでいい？！」と保育士に聞き、喜んで側に行き一緒に遊んだりお世話をしたり、時には
優しく遊んでいる様子を見守ったりしています。以前から年下の友だちに対して反応はしていまし
たが、最近の子どもたちの様子を見ていると、自分達以外の友だちにも興味を示して関わる姿に、
さくら組での半年間の成長を感じ、微笑ましくなります。
　

さくらぐみだより

11月　行事予定



すみれぐみだより 

１１月 行事予定 

 

朝夕冷え込む日が増え、秋の深まりを感じます。それでも日中は日差しが暖かく、戸外遊びでは汗を

にじませながら走り回って遊んでいる元気な子どもたちです。雲一つない青空の日には飛行機がよく見

え、音が聞こえてくると空を見上げて探し、「ＪＡＬ！」「ＡＮＡ！」と飛行機の模様から航空会社を当

てる声も聞こえてきます。飛行機がいつもより大きく見えた日には、大興奮で手を振ったり追いかけて

いく姿も見られ微笑ましかったです。今月も衣服の調節を行いながら秋の心地よい気候の中での戸外遊

びを楽しみ、健康的に過ごしていきたいと思います。 

✿今月の目標✿                 ✿今月のうた✿ 

・友だちと一緒に発表会の表現活動(あそび)に参加し、      ♪バスごっこ 

表現する楽しさを味わう。                  ♪やきいもグーチーパー 

 ・戸外で思いきり体を動かし、元気よく遊ぶ。 

✿お知らせ・お願い✿ 

・11月から上靴を使用しますので、記名をして、上靴入れに入れて持たせてください。 

・11月から敷布団と毛布に移行しますので、2日(月)より持たせてください。 

・20日(金)は誕生会ですので、白ご飯はいりません。お箸は持たせてください。 

 ・怪我防止のため、爪はこまめに確認し、短く切ってください。 

✿子どもの様子✿ 

 先日戸外遊びをしていると「毛虫がいる。」と子どもたちが知らせに来てくれました。見に行くととて

も大きな黒いイモムシがいました。集まっていた子どもたちに毛虫ではなくイモムシであることを伝え、

一緒にしばらく観察していると、最初は『気持ち悪い』と言っていた子どもたちも「ちょっとかわいいか

も。」「(動き方が)ねこバスみたい！」と愛着が湧いてきている様子でした。「先生、これなんていう名

前？」と質問されましたが名前が分からず、「ちょっと分からないから考えてつけてみる？」と提案する

と「え～、難しい。」と悩みながらも『ねこバス虫』や『イモムシバス』と考えた名前を発表していました。そ

んな中、どれにしようかと話していると一人の男の子から「田中先生のお名前をあげたら？」との一言。

するとほかの子どもたちからも「それがいいと思う！」と予想外の反応が返ってきました。そのあと徐々

に話題や遊びが変わっていき、結局名前は決まりませんでしたが『田中』にならなくてホッとした私でし

た。(笑) 

月 火 水 木 金 土
2 3 4 5 6 7

文化の日 英会話
9 10 11　交通安全 12 13 14

体育指導 移動図書 英会話 バス遠足
16 17 18 19 20 21

体育指導 避難訓練 身体測定 英会話 誕生会
23 24 25 26 27 28
勤労感謝の日 英会話
30

英会話



＊1１月 ふじ組だより＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

日が沈むのが早くなってきましたね。夕方、もも組の部屋に移動するときには、空を見上げて「空が赤い

よ！」「もう月がでてる！」「あの雲うさぎさんみたい！」と子どもたちと一緒に観察するのを楽しんでいま

す。 

 朝夕は肌寒くなってきましたので体調管理には十分に配慮して過ごしていきたいと思っています。 

 

＊今月の目標＊ 

・正しい言葉を使って友達や保育士に自分の気持ちを伝えてみようとする。 

・自然の変化に興味を持ち、図鑑で調べる姿や、不思議に思う気持ちを大切にする。 

 

＊今月の歌＊ 

♪やきいもグーチーパー  ♪山の音楽家   ♪バスごっこ 

 

＊お知らせ・お願い＊ 

・11 月２日（月）から敷き布団と毛布を使用します。また、上靴も使用しますので記名をして上靴入れに

入れて持たせて下さい。２週間に一度お返ししますので洗って持たせて下さい。よろしくお願いします。 

・20 日（金）は誕生会ですので白ご飯はいりません。お箸は持たせてください。 

・27 日（金）は社会見学となっていますので、おかず入りのお弁当を持たせてください。 

※雨天時もおかず入りのお弁当を持たせてください。また、雨の時は、傘も忘れずに持たせてください。 

その他詳細は後日お知らせします。 

 

＊子どもの様子＊ 

 最近は、少しずつですが就学に向けて言葉遣いやイスの座り方について考えたり、ほかにも自分の身の回

りのことをできる限り自分たちでやってみることに取り組んでいます。給食の時間に机や床にお汁をこぼす

と始めは「先生！こぼしたー。」と言っていた子どもたちですが、少しずつ意識する様子もみられるように

なり、「こぼれました。」と言って自分で台拭きなどを使って片付けようとする姿がみられるようになりまし

た。また、友だちが一人で難しそうにしていると一緒に片付けてあげようとする様子も見られています。 

 子どもたちにとって無理のない範囲で、しかし、できることを先取りしてこちらがやってしまいすぎない

ようにし、子どもたちの成長を育んでいきたいと思います。 

月 火 水 木 金 土
2日 3日 4日 5日 6日 7日

英会話
9日 10日 11日 12日 13日 14日
体育指導 英会話 バス遠足
16日 17日 18日 19日 20日 21日
体育指導 避難訓練 身体測定 英会話 誕生会
23日 24日 25日 26日 27日 28日

交通安全 英会話 社会見学
30日
英会話
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