
  
              

   

 

 

 

                    ２０２０・１０月                      園長 小林康子 

  

多様な動きを楽しむ運動会 

朝晩の冷え込みから秋を感じる様になりました。 

10 月 3 日（土）はいよいよ秋季大運動会・ﾃｰﾏ“ピーターパン”です。 

こども達が毎日体を動かして遊ぶ事は、丈夫で健康な体をつくり体力・運動能力の基礎を培い、意

欲的な心や協調性やコミュニケーション能力につながります。 

文部科学省の運動指針にも幼児期の運動について、多様な動きが経験できる様々な遊びを取り入れ

る事が大切と書いてあります。 

  多様な動きとは 

園庭やちびっこ広場で「渡る」「よじ登る」「飛び降りる」「転がる」「ぶら下がる」「バランスをと

る」などさまざな動きをして遊んでいます。誰かに言われてやるのではなく“おもしろそう”“やっ

てみたい”と心が動いて自分から取り組み、何度も何度も繰り返し楽みます。 

こんなことが多様な動きです。 

  運動会に向けて 

子ども達が経験している多様な動きを競技にしたり、リズム表現にしたりしています。 

一人で楽しむだけでなくクラスの友達と一緒にする楽しさや競う楽しさを経験しながら、「もっとや

ってみたい」「うまくいかなかった。悔しい！」「もっと頑張ろう！」という気持ちや心が育つのが

運動会です。「思い切り走る」「狙って投げる」「力いっぱい飛ぶ」など多様な動きの宝庫です。 

3 日（土）は子ども達の一生懸命な姿に沢山の拍手や応援をお願いします。そして勝負や順位の結果

だけではなく、「ジャンプ上手だったね」「トンネルうまく、くぐれたね」「鉄棒うまく回れたね」「力

を合わせていたね」などと、その中で育っている事に目を向けてたくさん褒めてあげていただきた

いと思います。今年はコロナ禍のため 2 部制の運動会となります。ご不便・ご迷惑をおかけします

がご理解とご協力を宜しくお願い致します。 

秋の遠足 
 本年度はコロナ禍のため社会めぐりは中止させていただきます。 

秋の遠足は、地域の中で近くに素敵な場所は沢山ありますが、 

その中で十分な広さがあり、起伏があり、斜面を登り 

降りする遊びが出来る所を選びました。 

＜ドーム公園・新鶴公園・会津大学など＞ 

会津の素敵な所で秋を満喫したいと思います!! 

お弁当とおやつを宜しくお願い 

いたします。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

学年の目標 
年 長：友だちと考えを出し合い、目的を持って遊びや生活を進めていく。 

年 中：身近な自然に触れ、興味を持ち遊びに取り入れていく。 

年 少：秋の自然に触れて関心を持つ。 

アリス：満３歳児→保育者や友達と簡単な会話を楽しむ。 

満２歳児→保育者や友達と体を動かす事を楽しむ。 

満１歳児→好きな遊びをじっくり楽しむ。 

 

 

★１０月の行事予定★ 
 

 

  
ありす組 年少・年中・年長組 

１ 木 入園願書受付開始 

2 金   

3 土 秋季大運動会 

４ 日  

5 月 運動会振替 

6 火           英（長） 飯盛山（長） ティンク 

7 水 園外保育         英（少） 

8 木 英（中）  

9 金 避難訓練     個人写真撮影（長） 

10 土  

11 日  

12 月 ミニミニ運動会            年長集合写真 

13 火 １０月生まれ誕生会      園外（中） 

14 水 英語参観（少） 園外（長） 体力作り（中） 

15 木 観劇会「てぶくろをかいに」   チクタク 

16 金 秋の遠足（中）お茶参観（長） 

17 土  

18 日  

19 月 秋の遠足（長） 

20 火 秋の遠足（少）英（長） 

21 水 体力作り参観（中）英（少） 

22 木 英語           さんまの食育・パパママ（長） 

23 金 午前保育 

24 土 ねじり鉢巻きいらっしゃいバザー 

25 日  

26 月 マラソン大会（中） 

27 火 英ハロウィン（長） 

28 水   英（少） 

29 木 英語        英（中）マラソン大会（長）チクタク 

30 金   

３１ 土   

【１０月の子育て支援事業】 

🍒チクタクキッズのご案内🍒 
（園の定める火曜日 対象年齢：1.5 歳～就園前） 
☆１５日「観劇会」 
※まだ若干空きがあります。ホームページより事前

の予約をお願い致します！２９日ハロウィンパー

ティーの受付予約は終了しました。 

 

〈特記事項〉 
 

●２日（金）運動会前日準備の為、１号認

定児さんは午前保育となります。 

 

●３日秋季大運動会は１部２部に別れてい

ますので集合時間等お間違えのないよう

お願い致します。 

※その際必ず検温表をお持ちください。 

 

●秋の遠足はこどもと先生のみの遠足とな

ります。詳しい内容につきましては各学

年の週便りにてお知らせします。なお、

遠足の日はその学年のみお弁当です。 

お間違えのないようにお願い致します。 

 

●２６日・２９日に予定していました、年

長・年中の社会めぐりですが、市内でコ

ロナ感染者が発生している為、今年度は

中止とさせて頂きます。 

 

●今年度バザーが２４日に変更になりまし

たので、年長さんまの食育パパママティ

ーチャーは２２日に変更になりました。 

 

●１０月の参観は通常通り行います。詳し

くはお手紙をご覧になりお越し下さい。 

 

●２３日（金）はお買い物ごっこ準備の為、

１号認定児さんは午前保育となります。 

 

今月の目標 
◎秋の自然を感じ、生活や遊びに取り入れる。 

 〇葉っぱの色の変化などに目を向け、季節の移り変わりを感じる。 

〇秋の自然を遊びに取り入れ、工夫や想像力を養う。    



体験入園 

４・５の二日間来年度入園のお友達とアリス

組の満３歳クラスのお友達が年少組に体験入

園をしました。園舎では一番下の年少さんで

すが、この日は優しいお兄さんお姉さんにな

りました。不安そうなお友達がいたら手を繋

いであげる優しい年少さん💛最初は戸惑っ

たり恥ずかしがっていたアリスさんも入園予

定のお友達も時間が経つと年少さんと遊ぶ事

を喜んでいました。 

 

 

 

園をのぞいてみよう！ 

☆幼稚園が生まれた日☆ 

９月３日は創立記念日！この日は９月１日少し早めの創立記念日のお祝いをしました。 

朝から子ども達がちびっこ広場に集まり、幼稚園の為に絵を描いたり、ケーキを作ったり、飾り付けを

したり子ども達ならではのアイディアが沢山 その後は、お待ちかね！文化部さんの出し物タイム「音

楽隊くまちゃん」の公演をしてくれました。文化部のお母さん達がくまちゃんに変身して物語りの中で

珍しい楽器を演奏してくれました！！物語の最後に子ども達が大好きな「夢を叶えてドラエモン」の曲

を演奏してくれ、子ども達も一緒に歌をうたいとっても楽しい時間を過ごしました。最後は文化部さん

が持ってきてくれた楽器を近くで見せてもらい大満足の子ども達でした。公演して下さった文化部のお

母さん本当にありがとうございました。 

避難訓練 

９月８日は避難訓練でした！今日の避難訓練

は消防署の方が来て消防車の中を見せてもら

える特別な日でした☆子ども達が避難した後、

職員による消火訓練が行われ、消火器から勢い

よく水が出て消火した時は拍手が湧きおこり

ました その後は消防車の中を見せて頂き、い

つもは見れない車の中が開くと子ども達は興

味深々！一つ一つの道具を目を輝かせて見つ

める子ども達でした！！消防士さん貴重な時

間をありがとうございました。 

 

 



学年のまど
☆アリス☆
コロナウイルス感染拡大防止の為、今年度の運動会はキング組のお子
様のみが運動会に参加することになったアリス組さん。キング組の子ど
も達は幼稚部のお友だちと一緒に開・閉会式、競技、ダンスの練習を行
い少しずつ運動会に参加する意欲が高まってきて「今日も体育館いく
の？」「ヨーイドン早いんだよ！」などの声が聞かれるようになってきまし
た。また、運動会に向けてお家の方に上履きの用意もして頂きました
が、上履きを履くことも嬉しいようで、左右反対になってしまうお友だちも
いますが自分で履けるお友だちが増えています。今は上履きの出し入
れも自分で練習しています。練習では張り切って参加したり、笑顔も多く
見られるキング組さんですが、当日はお家の方の姿を見て涙することも
大いに予想されるので、お家の方も励まして送り出して下さい☆
エース・クイーン組さんは他学年が運動会活動をしている姿をみてヨーイ
ドンごっこをしたりもしましたが、感触遊びや園庭遊びなどをゆったりと行
い先生やお友だちとの遊びの時間を大事に過ごしてきました。言葉の数
が増えてきたお友だちが増え、自分からおしゃべりをする姿が多くなりま
した。遊びの中での関りが言葉の獲得にも繋がっているように感じます。

年少☆もうすぐ子どもたちが楽しみにしている運動会です！

「体を動かす楽しさを感じる」ことをねらいに、楽しんで参加できるように取
り組んできました。初めての運動会に期待と不安を感じていた子どもたち
ですが、年中・年長組さんの練習の様子を興味津々で見たり、かけっこや
ダンスを学年のお友だちと一緒に行う事で少しずつ不安が期待ややる気
に変わっていったようです。
　かけっこでは1番になりたい！と張り切って走ったり、ダンスの衣装作り
を自分たちで考えて行ったり、1位をとりたい！と苦手な野菜を食べて力
をつけようとするなど、意欲的に取り組む姿が見られています。
　当日は、コロナウイルス感染拡大防止のため学年を分けての運動会と
いうことで、キング組さんと年少組だけの参加で少し寂しいですが楽し
く！元気に！最後まで頑張ろう！
とする子どもたちにたくさんの 温かい
ご声援を宜しくお願いします😊
運動会での経験が子どもたちにとって
たくさんの思い出と自信につながってく
れることを願っています‼
『フレ～フレ～！年少さん　🏴』

9月に入り運動会に向けての活動が盛り上がり、子ども達も先生も燃えていま

す！年中では、 「友だちと関わりながら体を動かし心地よさを感じる」「クラスのま

とまりを育てる」ことをねらいとし、玉入れ、リレー、障害物競走 …１日１日の過程

を大切にして取り組んできました。個人競技の障害物競走ではどうやったら素早

く網をくぐれるか、ゴム跳びはどんな飛び方だと転ばないか …保育者がやり方を

教えるのではなく、子ども達が挑戦しながら、考えを出し合ってきました！運動

が得意な子が速ければいいのではなく、友だちの刺激を受けながら運動が得意

じゃない子も挑戦する気持ちを大切にしてきました！玉入れ・リレーでは、クラス

で勝つためにはどうするか。と作戦会議を繰り返していきました。作戦会議では

当初話し合いが難しく、自分の意見だけを出す子や、話を聞き入れない子など

様々でしたが、担任の先生が仲介に入りながら子ども達の意見をまとめていくこ

とで、クラスのまとまりを深めていきました☆勝負に負けると悔しい気持ちから話

し合いも盛り上がり 悔しさを力に変えようとする 子ども達の姿が …！こういった子

ども達の気持ちが負けても次頑張ろう！諦めない！と強い心をつくっていくきっ

かけとなっていきました。いよいよ運動会本番！活動の取り組みの中で、確実に

心身ともに大きく成長している子ども達。きっと運動会当日はお家の人を前にド

キドキ・ソワソワといった姿が見られるかもしれませんが、そんな中でも 自分の

力を発揮し、精一杯頑張る子ども達 に温かい声援をお願いします。子ども達、お

家の方にとって、思い出に残る素敵な 1日になりますように❤

 

　運動会に至るまで泣いたり喜び合ったり…いろいろなドラマが繰り広

げられる毎日でした☆リレーの走順決めでは、初めは自分が走りたい

番号を走る事で満足していた姿から、回数を重ねるごとに『勝つ為の作

戦』を考え始めた子ども達☆クラスで作戦会議を開き、どの様に走順を

決めたら良いか、どの様に走ったら速く走れるようになるかなどを何度

も話し合い、いろいろな作戦を試しながら進めていく姿へと変化していき

ました☆作戦がばれない様にお互いに秘密にしたり、２クラスは良きラ

イバルとして競争心をメラメラと燃やし刺激を受け合う場面もありました

☆その中で『勝ち負けの経験』から嬉しい気持ちや負けて悔しい気持ち

から悔し涙を流す場面もありました。どちらの気持ちも経験する事で悔

しさを力に変えたりと、みんなで力を合わせて頑張りたい気持ちが一層

強くなり一致団結していった様に感じます。一回勝負の運動会！勝つ

事も大切ですが何よりも大切な事は心♡運動会に向けての活動を通し、

最後まで諦めないで頑張る気持ちや思いやりが育まれた年長さん☆ま

た、作戦会議を通し本音でぶつかり合う事で相手を受け入れる・認める

経験が子ども達の心を動かし仲間関係を深めるきっかけとなりました☆

当日は自分達が持っている力を全力で発揮してくれることでしょう！沢

山の温かい応援を宜しくお願い致します♡

年長⭐年中



 

ようやく厳しい残暑がおさまり、田んぼの稲の黄金色と畑のソバの花の白色が空の青色に映えて秋ら

しくなってきました。涼しくなった途端に、庭の日々草が盛り返し、白、うす紫、桃色の花がいっぱい

に広がってきました。昨年植えた花の種が自然に生えてきたものです。除草剤を使わずに、暑い中草取

りをしたご褒美です。 

さて、新型コロナ感染拡大をきっかけに自宅にいることが増え、以前よりも体重が増えたとよく耳に

します。「コロナ太り」と言うそうです。家にいる時間が多くなった分、運動量が減った上に、生活習

慣や食生活が不規則になったとも聞きます。そのためか、食生活への関心が高まりつつあるようで、栄

養や食事についての質問がたくさん届くようになりました。中でも多いのがおススメの食べものについ

てです。しかし、成長や健康のために「特効薬となるような食べものはありません」とお答えしていま

す。いろいろな食べものを組み合わせて、栄養素のバランスをよくして、必要な量を食べること、規則

正しく食べることが大切なのです。 

そこで、食事は１日３回、決まった時間に、ゆったりと食べる習慣を取り戻しましょう。 

食事の内容は、主食（ごはん、パン、麺類）、主菜（魚や肉や卵や大豆製品のおかず）、副菜（野菜や芋

のおかず、具だくさんの汁もの）の３種類があれば完璧です。朝ごはんなら、ごはん＋納豆＋野菜たっ

ぷりみそ汁、あるいは、パン＋目玉焼き＋野菜スープでＯＫです。また、誰かと一緒に食べることは心

の栄養になります。新しい生活様式に基づいておしゃべりは控えても、一緒に同じものを並んで食べる

と嬉しいし安心するものです。 

そして、日本で暮らしているからこそ日本の四季折々の食べものを楽しむ特権があります。食べもの

から季節を楽しむ、これも心の栄養になります。これから脂がのった魚や秋の野菜が出回ります。この

季節、ここでしか食べられない食材に出会えるのが楽しみです。 

                                会津大学短期大学部 鈴木秀子 

 

お知らせ 

昨年全国教育美術展でジャック組の「のざきももちゃん」が絵画で特選を受賞しました！！ 

その作品が１０月４日（日）「わくわくが生まれる 東北～全国教育美術展より～」 

午後 0：１０～０：２０（BS8K）で放送されます。 

８K 番組は、全国の NHK 放送局、特設パブリックビューイング会場などでも体感いただけ

るようです。詳しくはお近くの NHK 放送局にお問い合わせいただくか、ホームページをご

覧ください。（http://www.nhk.or.jp/bs4k8k/event/） 

ご自宅に８K テレビをお持ちのご家庭は是非見てみて下さい！！ 

 

食育コラム 

Good Bay 

グレーテル組 いずみ おうすけくん 

またいつでも遊びにきてね  

welcom 

エース組 ながみね りむくん さぜ ふうかちゃん 

ヘンゼル組 よねだ りこちゃん 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・テレビや絵本に近付いて見る 

・明るい戸外でまぶしがる 

・目を細めて見る 

・上目遣いに物を見る 

・目つきが悪い、目が寄っている 

・見る時に首を曲げたり、頭を傾けた

りする 

ほけんだより 2020．9月末日 

 

スポーツの秋、読書の秋、芸術の秋…。秋は過ごしやすい気候なので様々なことにチャレンジできます。

そして、食欲の秋！ 秋には栄養豊富な食べ物がたくさんあります。旬の物を色々食べて、かぜを引きに

くい体づくりをしましょう。汗をかいたら着替えられるよう多めに準備して置きましょう。 

 

10月10日は 
目の愛護デー 
子どもの目は毎日発達していて、両目

の視力機能は６歳頃にほぼ完成すると

言われています。その後に視力が低下

するのは、幼い頃の姿勢や体の動かし

方が関係しているそうです。自然の中

で十分に遊ばせ、外の景色をたくさん

見せることでお子さまの視力を育てて

いきましょう。 

こんな見方は危険信号！ 

 
。 

 

このような症状が見られると斜視や弱

視の可能性が考えられます。子どもは

視力が悪いことを自覚できないため、

上記のような症状がないか普段から気

にかけて見るようにしてください。 

 

咳や鼻水、微熱が出るなど、かぜ
によく似た症状が現れます。 

対処法 

両頬に発疹が現れ、段々とりんごのように赤く腫
れてきます。同時に、腕や太もも、もしくは体全
体に、レースの編み模様のような発疹が現れます。

発症時はかゆみを伴います。直射日光に当たった
り、入浴すると、かゆみが強くなることがありま
す。発疹が消えるまでは、お風呂はシャワーだけ
にするなど、短時間で済ませるようにしましょう。

りんご病 


