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日 月 火 水 木 金 土 

1 
運動会 

２ ３ ４ 

リズム

５ 
体育 
（うさぎ・きりん） 

６ ７ 
体育（ぞう） 

８ 

９ １０ 
スポーツの日

１１ 

身体測定 

１２ 
避難訓練 
勉強会 

１３ 
空手 

１４ 
誕生会 
尿検査配布 

１５ 

１６ １７ 
保育参加 
（28 日まで） 

１８ 
リズム
給食会議

１９ 
体育（ぞう） 
職務会 

２０ 
空手 
尿検査提出 

２１ 
体育（うさぎ） 

２２ 

２３ ２４ ２５ 

芋掘り 

（きりん・ぞう） 

お弁当会 

２６ 
体育（りす） 
カリキュラム

２７ 

体育（きりん） 

２８ 

体育（ぞう） 

２９ 

３０ ３１ 

９月１３日（火）うさぎ、きりん、ぞう組がて

だこ広場で運動会のリハーサルを行いました。 

うさぎ組は初めてのバスでのお出かけに喜んで

ました。 

バスを降りると「大きいね」「広いねー」と広場

の大きさに、ちょっぴり緊張した表情の子、張

り切って自主練をしたり、キョロキョロ眺めた

り元気に走って楽しそうな子どもたち。中には

芝生にバッタがピョンピョン跳んでいたので、

裸足で歩くのをためらう子もいましたが、リハ

ーサルが始まると、エイサー、フラフープ、竹

馬、一輪車、リレーを頑張っていました。 

暑い中頑張った後のお茶、おやつはおいしかっ

たね～！ 

リハーサルをした事で「先生、次いつ行くの？」

「パパ、ママも来る？」「早く運動会やりたい」

と、さらに運動会への期待もふくらんだようで

す。 

三年ぶりの太陽の下でのみんなの運動会。子ど

もたちの頑張る姿、笑顔を楽しみにしていて下

さいね。 

♪トンボのめがね ♪どんぐりころころ

♪ちびすけうさぎのカルロスロサーノ

♪どぉーぐぁーやしちぬたんめーさい

♪うるくとぅみぐしく ♪畑のポルカ

１０月生まれのお友だち 

1 歳 かんだ まりちゃん （６日） 

 もり このかちゃん （18 日） 

３ ん 

６歳 なかそね ちさ （６日） 

あ  

すながわ ひなたちゃん（21 日） 
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家庭連絡 

・保育参加があります。｛１７日（月）～２８日（金）｝ 

・尿検査があります。

提出日は２０（木）、２１日（金）です。

・季節の変化を感じながらあそぶ。

今月の歌 

・緑の文字は職員研修、青の文字は保護者の参加です。

１０月生まれのお友だち 

 

１歳 

 

３歳 ん 

 もり このかちゃん （１８日） 

６歳 

第 1 回リハーサル 

１０がつうまれのおともだち 

 

 

 

     

だーるまさんがこーろんだ（きりん組） 



 

  

 コロナや台風などの影響で延期になったお泊り保育が、９月９、１０日に行うことが出来ました。 

「お泊まり、ママと離れるから嫌だなあ」「夜泣かないかな、大丈夫かな・・」と、不安を感じた

親子もいたようです。でも、お泊まり MAP を見たり、前日の買い物で必要な食材やお菓子など準

備するうちに、「お泊まり楽しみ！」「花火もするってよ。やったー！」など楽しみにする声が聞こ

えてきました。ドキドキ・ワクワクで当日を迎えました。 

 「いってらっしゃーい！」とみんなに見送られ、名護市「轟の滝」へ向かったバスの中で、「雲

ってふわふわかな？かたいのかな？」「食べてみたい！」「雲に食べられちゃうよ～」など可愛いお

しゃべりもありました。現地に着くと早速お弁当。「〇〇は鮭おにぎりだよ。「□□はみそだよ」と

頬張って食べていました。 おいしかったね～。水着に着替えて川遊びへ GO！ 

始めはゆっくり歩いて探索。慣れてくると、ワニ歩きをしたり、水をかけあったり、大きな石をひ

っくり返して何か生き物がいないか探してみたりしました。また、小石を顔にのせると・・「私は

だ～れ！？」とみんなで大笑いしました。たくさん遊んだ川遊び、大きな発見もありました。 

茶色に濁っている川、帽子で水をすっくてみると、「見てー、きれいな水が通ったー！」何で！？ 

不思議だね～。身近で見たことのないとんぼ「リュウキュウハグロトンボ」も見ました。 

 川遊びの後は、金武町にある「タームランド」でおやつを食べ遊具で遊びました。まだ遊びたい

余韻を残しながら保育園へ帰りました。夕方になり、眠たいのと疲れもあり、「ママに会いたいな」 

と言う子も。「保育園に着いたら美味しいカレーライス食べて花火してお楽しみもあるよ」と励ま

し到着すると、たくさんの先生方が「おかえりなさい」と待っててくれて、どの子もほっとした表

情になりました。 

 シャワーに入り、夕食です。「お泊まりスペシャルカレーライス」タコさんウインナー、チーズ、 

コーンのトッピングにフルーツ、とってもおいしかったです。 

夕食後は楽しみにしていた花火。線香花火など楽しみました。 

花火が終る頃、きりん組さんにお手紙が届いているとのことで、なかを見てみると・・「沖縄の自

然を守ってきた守り神」からでした。それぞれのグループに分かれて〇×クイズを楽しみました。

しかし、男の子達には別のミッションが・・・ 

勇気ある男の子のおかげで、守り神からの宝物を見つけることが出来ました。みんなで沖縄の自

然を守っていきましょう。寝る前に屋上で寝っ転がってお月様を見ました。十五夜の前の日でも

あり少し曇がかかっていましたが、まんまるお月様でした。朝までぐっすり眠り、朝早くに起き

て近くの青公園と園庭のそうじをしました。朝ごはんの後は、「海の家」風な屋上でプール遊び。

手作りの舟を浮かべたり、水風船やシャボン玉など楽しみました。大きなシャボン玉もできて 

歓声があがりました。 

お昼ご飯は、ポーク玉子おにぎり、チーズたこ焼き（たこは入ってませんが）、畑のバジルを使っ

たピザトースト、お菓子、アイス etc おいしかったです。 

 １泊２日のお泊り保育。親元を離れ少し不安はあったものの、友だちや先生と一緒に自然体験

を楽しんだり、友だちと協力したり、身の回りのことを自分でやり、また一つ成長に繋がったと

思います。ドキドキワクワクのお泊り保育でした。 



      『昔を振り返って⁉』  うさぎ組 

 

＊久しぶりに積み木のおもちゃを出した時・・・ 

Ｓちゃん 「わぁー久しぶりー昔これでよく遊んだね」 

担任   「えっ！！昔っていつ？」 

Ｓちゃん 「Ｓがりす組の時だよ！！」と、それを聞いていた

Ｔ君は「そうだよー昔ってみんなミルク飲んでたんだよー」と

懐かしむように言ってました。そっか、この子たちにとって 1

年前は昔、そして赤ちゃんの頃は大昔なのね～。大人にとって

はたったの３、４年前ですが、そのギャップに驚きながらもし

みじみとしました。(笑) 

      『ドキッ』 

＊女の子数人が絵本コーナーでごっこ遊びをしていました。ち

ょっと聞き耳を立てていると 

E ちゃん「はーい絵本読みますねー」 

K、M、H ちゃん「はーい」と言いながらおしゃべりをしていて 

E ちゃん「あ～もう話聞いてないから読めないなぁ」「K ちゃん、

ちゃんと座っておめめ見てくださーい」 

あれっ！！このセリフ聞いたことがあるぞ・・・ドキッ！ 

普段の保育士の動き、言葉をよく見ている子どもたち！きっと

お家でもいろんな真似をしているんだろうなと、改めて子ども

たちのお手本になるべき振る舞いを・・・と心に誓った担任で

した。 

 

 

 

 

      『おはなしじょうずだね』  あひる組 
 

 あひる組での生活も半年が経ちました。最近のあひる組さんた

ちは、とてもお話が上手になっています。 

「〇〇のママきたねー」「せんせーエイサーしたい」など、自分

の思いを言葉にしたり、友だちの名前を呼んで話しかけたり、会

話をしている場面も見られます。また、「ママ」「せんせー」「ブ

ーブー（車）」などいろんな言葉が盛んに出てきている子もいて、

かわいい言葉がたくさん聞かれます。 

うたを歌うと「（とんだか）ら～」「（どんぶり）こ～」など最後

の語尾を一緒に歌う姿も、なんとも可愛らしいです。 

この間、ケンカしてＫちゃんの顔に手が当たってしまった A 君

に、K ちゃんが「K にごめんねした？」と言うと、A 君は素直に

「ごめんねー」と言って仲直りするかわいいエピソードもありま

した。 

（自分に謝ってほしいという気持ちを伝えられた K ちゃんです） 

これからも、子どもたちのかわいいおしゃべりが楽しみです。 

     『お片付けできるよ』  ひよこ組 

 

一人で歩ける子が増えたり、お友だちと関わり合いな

がら一緒に遊ぶ子どもたちの姿がよく見られるようにな

りました。保育士が「お片付けするよ～」と声をかける

と、子どもたちがおもちゃを持ってきたり、使ったおむ

つをゴミ箱へ捨てたり、床に落ちているものを元にあっ

た場所に戻したりと、やってみたいことがいっぱいのよ

うです。 

お片付けの時に「自分もやりたい」と、おもちゃ入れの

箱を引っ張る子もいますが、みんなで協力してお片付け

することも少しずつできるようになりました。 

上手にお片付けができて、これからの成長もますます 

楽しみです。 

       

『遊びを通して・・・』 ぞう組  

    

今、ぞう組はお昼寝をしないで過ごしています。お昼寝しない時間

は大好きなトランプや UNO、絵の具遊び、廃材を使って製作をし

たりと思い思いに過ごしています。「一緒にやりたい！」「仲間に入

れてー」と誘い合いながら、みんなで仲良く遊んでいます。 

そんなある日、何やら楽しそうに廃材遊びをしている子どもたち。

会話を聞いていると、どうやら《ピタゴラスイッチ》を作っている

様子。しばらく見ていると… 

K 君「ねー、先生ならどうやってピタゴラスイッチ作る？」 

担任「うーん、紙のスプーン使っても楽しそう！」 

子どもたち「それ、めっちゃいい！」と更に試行錯誤しながら少し

ずつ出来ていくピタゴラスイッチ。日によって使うものが違った

り、使用する廃材も増えていき、自分たちで意見を出し合って作っ

ています。まだゴールまではたどり着いていないのですが、時々テ

ーマソングを流しながらノリノリで製作中！ 

コミュニケーション力を発揮して遊びをどんどん発展させていく

ことができる頼もしいぞう組です。 

       『小さい秋みーつけた』   りす組 
  

保育園のガジマルの実が園庭に落ちる季節になりました。 

「これなーに？」と R ちゃんがガジマルの実をたくさん集めていま

す。「マーマにあげる」と言っていたのでビニール袋を渡すと、嬉

しそうに家に持って帰りました。それから毎日、R ちゃんの木の実

拾いがはじまりました。R ちゃんを見て、ほかのお友だちも木の実

や石、葉っぱ拾いがはじまり、みんな自分のお気に入りの形や色な

どを見つけています。 

保育園の畑にもきのこが生えているのを発見！！ 

「せんせー、きのこー！！」と見つけるたびに報告してくれます。 

まだまだ暑い沖縄ですが、少しずつ秋の自然を楽しんでいる、りす

組です。 

 

    

『やってみること！！』 きりん組 

   

 「１、２、１、２」担任に補助されながら竹馬練習が始ま

りました。「先生あのねー、〇〇ねー」とおしゃべりを楽しみ

ながら練習する子、なかには「自分でやる！」と一人で練習

する子もいました。 

H 君はお家で「コツは２つある！１つ目は斜めにすること、

２つ目はやってみること。１つ目のコツはみんな知ってるけ

ど２つ目は分からないはず」とお母さんに話していたそうで

す。そこでお母さんは、「良い事だから教えてあげてね」と話

したそうです。 

「やってみること！！」 

一人ひとりの頑張りに拍手です！ 

 

クラスのコメント 


