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さわやかな秋風に、日一日と秋らしさを感じられるようにな
りました。
運動会を間近に控え、幼児クラスの子どもたちは長雨やシル
バーウイークの合間をぬい、かけっこやダンス、体育運動な
どの練習に真剣に取り組んでいます。その一生懸命なやる気
のある姿に成長を感じます。 当日は自分らしく存分にその成
果を発揮してくれることと思います。保護者の皆様は、これ
までの子ども達のがんばりに、声援と拍手での応援をよろし
くお願いします。
また、乳児クラスの子どもたちもお兄さんお姉さんに負けず、
ゴールに向かって
走ったり、可愛らしく踊る姿は本当に微笑ましく思わず笑み
がこぼれてしまいます。
当日をお楽しみに
１０月は活動しやすい季節となり、天気のよい日は、戸外遊
びや散歩に出かけます。虫や落ち葉、木の実など探したり、
見つけたり触れたりして秋の自然を楽しみたいと思います。

１(土 ) 運動会
８(土 ) 運動会 (雨天 )
13( 木 ) にじいろワークショップ
14( 金 ) 秋の健康診断 
14( 金 ) 避難訓練
17 ～ 21 身体測定週
18 ～ 20 保健指導 (鼻のかみ方 )   
                       3 ～ 5 歳
21( 金 ) 遠足 2 ～ 5 歳
24( 月 ) 視力検査 (はな組 )
25( 火 ) 視力検査 (つき組 )
26( 水 ) お誕生日会
27( 木 ) 体育指導 3 歳～ 5歳
28( 金 ) 芋掘り 

日時：12月3日(土)　
羽村市保育園協議会主催
羽村市共催

はむら保育展

●ひよこ組
 暑い日差しも大分落ちついて秋らしくなってき
ました。園内が運動会ムードになり、ひよこ組の
お友だちもグラウンドに見学に行ったりしていま
す。初めての運動会はどんな姿を見せてくれるで
しょうか？
ひよこ組はプール遊びから園庭遊びへと楽しみを
変え、毎日楽しく遊んでいます。
久々に外へ出た時には砂の感触に慣れずにいた子
も、今ではテラスに出ると素足で迷いなく地面
へ！砂を掘ってみたり、足を埋めてもらうことを
楽しんでいます。また、段差の登り降りが出来る
ようになったお友だちは、階段にも興味津々。一
歩一歩確かめながら慎重に登る子。どんどん先に
行こうとする子と様々です。
 心も身体もどんどん成長していく子どもたち、
最近では、おしゃべりも盛んになり、大人の言葉
を真似てみたり、自分から伝えようと声をだした
りという姿が出てきました。
沢山声をかけ、子どもたちの声に言葉を返し、発
語につなげていきたいです。

●ぺんぎん組
 9 月は運動会にむけて、リズム体操を沢山しまし
た。お家でも、口ずさみながら踊っているという
話がチラホラ聞こえてきます。遊んでいる最中に、
保育士が歌を口ずさめば、サッ！と身体が反応し、
踊り出す姿がとても可愛らしいぺんぎん組さんで
す。運動会は沢山のお客様にかこまれて、びっく
りしてしまうかもしれません。どんな姿を見せて
くれるかドキドキですね！
 10 月は子ども達の大好きなどんぐり集めをしに、
あちこちの公園に散歩に行く予定です。集めたど
んぐりで、何して遊ぼうかな～？
 涼しい風も感じられるようになってきますが、
元気に動き回るとまだまだ暑いことも多いです。
調整ができる様に着替えは半袖、長袖両方を入れ
て頂き、浴用タオルを引き出しに一枚常備して頂
くようご協力をお願い致します。

●うさぎ組
 9 月は、運動会に向けてダンスやバランス運動を
たくさん行ってきました。ダンスの練習では初日
からみんなこの曲知ってたの？というほどノリノ
リで踊ってくれた子どもたち。練習を重ねていく
うちにますますかっこよく、かわいく踊れるよう
になっています。運動会本番では「泣かないで踊
れるよ！」とお兄さんお姉さんらしい宣言をして
いる子どもたちですが大勢のお客さんに緊張して
しまうかもしれません。温かい目で見守っていた
だけたらと思います。
 １０月は、園外保育もあります。少しずつお散
歩の仕方を思い出しながら体力をつけ、少し遠く
の公園に挑戦したいと思っています。まだまだ暑
い日が続くので沐浴用タオルをロッカーに１枚入
れていただけるようお願い致します。

●ことり組
 9 月は敬老の日の集いがあり、ことり組は初めて
参加しました。舞台の上では自分のおじいちゃん・
おばあちゃんを探すことに夢中のみんなでした
が、歌のプレゼントでは「ありがとう」の気持ち
を込めて歌うことができ、とても良い経験ができ
ました。
 運動会にむけて練習をがんばっていることり組。
運動会までのカウントダウンをクラスで行ってい
て、1日終わったら 1つマグネットを外すと「あ
と 7回で運動会だね！」と、みんな当日を楽しみ
にしています。日に日に子どもたちのやる気が感
じられるようになってきました。今年は幼児クラ
スとして、お家の人と離れて最後まで園児席から
競技に参加するので緊張してしまう子もいるかと
思いますが、「お兄さん」「お姉さん」になったと
いうことをみんな嬉しく思っているので、当日は
色々な表情を見せてくれるのを楽しみにしていま
す。

●はな組
 9 月の防災の日には消防署の方からお話を聞き、
消防車に乗せてもらいました。子ども達は「かっ
こいい！」を連発、大興奮でした。敬老会ではド
キドキしながら歌をうたいました。手作りのプレ
ゼントを渡す時、「来てくれてありがとう。」と声
を出して言える子ども達や、にこにこしながら「あ
りがとう」と答える姿にあたたかさを感じました。
 さて、今は運動会の練習の半ば過ぎたところで
す。大縄、鉄棒、跳び箱や踊りを行っていますが、
練習をすればするほど、上手くなって来ている子
ども達です。ある日、いつも鉄棒に寄りかかって
いた子にいつもと同じ言葉をかけました。「手は
めがねで、上にぴょんするよ。」と。すると、そ
の子の体は上にジャンプし、鉄棒に乗ることがで
きたのです。何度もなんども練習してきた成果で
す。その子の顔に満足そうな様子が見えました。
これからも、できた喜びから自信に繋げられるよ
うな活動をしていきたいと思います。

●つき組
 いよいよ運動会目前！！子ども達は日々「跳び
箱やりたい」とやる気満々。失敗からスランプに
入ってしまうこともありましたが、１人も諦めず
に挑戦を繰り返してきました。そして踊りは曲を
良く聞いて踊ること、元気よく声を出すこと、そ
して心を一つにして合わせることを意識して練習
してきました。組み体操でも共通して、「心を一
つに」一人ひとりが全力を出して取り組むことを
目標に頑張ってきました。練習中は「大丈夫？」
と声をかけ合い、息を合わせて取り組む姿も見ら
れました。その練習の成果をゆっくりご覧いただ
けたらと思っています。
 運動会後は、スポーツの秋、食欲の秋、園外に
出掛けたり、沢山体を動かし、おいしく食べ、楽
しく秋を満喫したいです。また、卒園に向けて手
作りの卒園証書の製作にも取り組んでいきたいと
考えています。

読み方にルールはありません。
上手に読もうと力まないで、できるだけゆっくりと、ごく普
通に読んであげてください。 

楽しむことを最優先に
「こうしなければいけないのよ」「いいお話でしょう」など
と、おしつけやお説教もしないように。親子で楽しむことを
最優先にしましょう。

絵を楽しみましょう
急いでページをめくらず、絵を十分に見せてあげましょう。

リズムや音の響きを大切に
感情をこめすぎる演技的な読み方は、かえってお話から目
をそらせてしまうこともあります。ただし、言葉のリズムや
音の響きは大切に、できるだけ作品の雰囲気を味わいまし
ょう。

続けて読むときは…
お話を二冊以上読むときは、絵本への興味が持続するよう
内容に変化をもたせたり、短いお話を組み合わせたり、休憩
をいれたりしましょう。そうすれば「また次も聞きたい」と
読み聞かせを楽しめるようになります。 

感想などをきかないようにしましょう
子どもはまだ心に感じたことを正しく表現する言葉を知り
ません。せっかくお話で手に入れた感動が、現実にひきもど
されるとしぼんでしまいます。

絵本選びで困ったときは？
読み聞かせをしていくと、子どもの発達や成長、好みなどに
あわせて、自然に絵本を選ぶことができるようになります
が、初めてでわからないというような場合は、出版社が発行
しているブックリストや読書ガイドを参考にしたり、保育
園の職員 ( 絵本好きがたくさんいます ) や図書館、周りの
お母さんたちに聞いてみるとよいでしょう。まずは、年齢に
こだわらず、子どもが楽しめるものから選んでいきましょ
う。 

ご家庭でもっと絵本を楽しんでみてはいかがですか

絵本の読み聞かせを楽しむためのちょっとし
たコツをまとめてみました。

11 月 保育参加 懇談会日程

●ひよこ組　…2(木)

●ぺんぎん組…4(金)

保護者懇談会

●うさぎ組　…８(火)

●ことり組　…９(水)

●はな組　　…10(木)

●つき組　　…11(金)

保育参加・保護者懇談会

 衣替えの季節を迎えました。夏の間に
すっかり大きくなった子どもたち。秋
冬物が小さくなっているかもしれませ
んね。衣替えの際には、ぜひお子さん
にお手伝いをさせてあげてください。
小さくなった衣類や、まだ着られる服
などを実際に見ることで、自分の成長
を感じるとともに、物を大切にし感謝
する気持ちを育んでいけたらステキで
すね。

１(火 ) 芋煮会
２(水 ) にじいろワークショップ
14 ～ 17 保健指導 (手洗い )
                       3 ～ 5 歳
16( 水 ) 体育指導   　　3～ 5歳
17( 木 ) 避難訓練
18( 金 ) お誕生日会
21 ～ 25 身体測定週

衣替え

早いもので今年度もちょうど半年が
過ぎました。つきまして、ご家庭や
園での様子についての情報交換の場
となる「個別面談」を実施させてい
ただきたいと思います。お忙しい中
とは思いますが、ぜひご参加頂けれ
ばと思います。

個別面談




