
●ことり
　９月はお散歩にでかけたり、 敬老の日の集いが
ありました。 敬老の日の集いの当日、 「ドキドキ
する～」 と言いながらもことり組さんらしく一生
懸命頑張っていた子どもたち。 たくさんの人が
見ている前で発表するとてもよい経験になりまし
た。 頑張った分、 自信に繋がっているようです。
　そして、 運動会が近づいてきました。 ４月から
体育指導で練習していた競技は、 ことり組にあ
る絵本 「まてまてタクシー」 を題材にし、 登場人
物になりきって行っています。 練習を重ねるごと
に上手になり、 様々な先生に褒められ飛び跳ね
て喜んでいます。 また、 「まだまだ力残ってるよ
～！」 とやる気満々な姿がたくさん見られました。
本番当日、 大勢のお客さんの前にドキドキしてし
まう子もいると思いますが、 一生懸命な子ども
たちの姿を楽しみにご覧ください。
　１０月は、 体力作りも兼ねてマラソンやお散歩を
たくさん行いながら、 芋掘りや遠足など行事も
思いきり楽しんで過ごしていきたいと思います。

●はな
 　いよいよ運動会ですね。 子どもたちが４月から
楽しんで続けてきた活動をお見せできる内容にし
てみたのですが、 どうなることでしょう？
緊張しつつも笑顔一杯で臨んでくれることを
願っています。 たくさんの応援をお願いします。
 そして、 ご報告です。 なんと、 もうカブトムシの
２世が誕生しました。 現在２匹です。 「えっ！？やっ
たー！先生、 机に出して！」 と大喜びの子どもたち。
「まだ赤ちゃんだから、 出せないの。 カブトムシ
になって、 出てくるまでまってあげようね」 と話
しました。 どうか、 無事成虫になって、 みんなの
前に元気な姿を見せてくれますように。

●つき
　いよいよ運動会まであと一週間となりました。
「お家の人にかっこいい姿をみせるぞ！」 と、 毎
日目標を作り練習しているつきぐみさん。 ４月か
ら踊りの曲をマラソンの曲として走っていました。
この曲を運動会で踊ると話をすると、 「知ってる
～」 と、 やる気満々な子どもたち。 途中のかけ
声では元気な声を出して、 とても張り切っていま
す。 組体操ではみんなで心をひとつに合わせる
ことを意識して練習してきました。 時には思い通
りに行かず悔しい思いもたくさんしてきましたが、
「できるようになりたい！」 という強い気持ちで頑
張ってきました。 本番では、 子どもたちが頑張っ
てきた姿を温かく見守ってください。
　そして、 10 月は遠足や芋掘りなど、 秋のイベ
ントが盛りたくさんとなっています。楽しみですね。
また、 卒園に向けて手作りの卒園証書の製作も
進めていきたいと思います。

●ひよこ
 もうすぐ初めての運動会。 お兄さんお姉さんた
ちの練習する姿に興味津々な子どもたちは、 熱
い視線で声援を送っています。
 そんなひよこ組は今、 食欲の秋真っ盛り。 「ま
んま、 まんま」 とご飯がくると大喜びです。 手
を洗ったら椅子に座る時間ということも分かって
きたようで、 さーっと歩いてご飯を食べるスペー
スに行き、 ちょこんと座り待っていてくれます。
今日もみんなお皿ピカピカだね、 という日が日
に日に増えてきたなぁと感じています。 これから
も楽しい雰囲気で、 「ご飯美味しいね」 「楽しい
ね」 という体験をたくさんしていけたらと思いま
す。
 また、 過ごしやすい季節になってきたので、 カー
トに乗ったり、 手をつないで歩いてお散歩にたく
さん出掛けようと計画中です。

●ぺんぎん
 過ごしやすくなってきてお散歩に出かけること
が増えました。 お友だちと手を繋いで歩くこと
も楽しくなってきた皆です。 運動会に向けての練
習では、 かけっこはやる気満々。 ダンスもちょっ
ぴりアップテンポの曲に合わせて楽しく踊って見
せてくれ当日も楽しみです。 初めての事なので
無理なく、 楽しく参加してくれたらいいなと思い
ます。
 今月は、 園外保育や芋掘りなど楽しい行事が
待っています。 たくさん遊んで、 色々なものを見
て触れて秋を満喫していきたいと思います。 ご協
力いただくことも多いと思いますがよろしくお願
いします。

●うさぎ
 9 月はお散歩にたくさん行き、 少しずつ散歩の
時のルールを覚え始めました。 白い線の中に入
ること、 横断歩道などでは、 手をあげて渡るこ
とを少しずつ覚えてきた子どもたち。 「車が来た
ら危ないもんね」 「先生、 白い線出てるよ」 と
教えてくれるようになりました。 手をあげて渡る
ときに 「ここにいるよ～！」 と言いながら渡る姿
がとても可愛らしいです。
　運動会の練習も始まり、 踊りが大好きな子ど
もたちなので毎日ニコニコ嬉しそうに踊っていま
す。 今回はみんなが大好きなダンゴムシに変身
します。 お尻をフリフリする姿に注目です。 当日
はたくさんのお客さんに緊張してしまうかもしてま
せんが、 かわいい姿を楽しみにしていてください
ね。
 10 月は最近少しずつ始めているマラソンをした
り、 たくさん公園に行き、 どんぐりなどの木の実
拾いをしたりと秋の自然に触れながら元気いっ
ぱい体を動かして楽しんでいきたいと思います。
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10月の園だより

６(土 ) 運動会
11( 木 ) 避難訓練
12( 金 ) にじいろワークショップ
15 ～ 19 身体測定週間
　　　　職場体験 (羽村一中 )
15( 月 ) 保健指導 (ことり )
17( 水 ) 保健指導 (はな )
18( 木 ) 保健指導 (つき）
19( 金 ) 園外保育 (２～５歳児）
　　　  ※お弁当は１歳児以上
22 ～ 26 職場体験 (羽村三中 )　　
22( 月 ) 幼児体育指導
23( 火 ) 視力検査 (はな )
　　　　秋の健康診断・0歳児健診
24( 水 ) お誕生日会
25( 木 ) 視力検査 (つき )
26( 金 ) 芋掘り
30( 火 ) こうさくやさん
　　　  懇談会 (ひよこ )
31( 水 ) 保育参加・懇談会 (うさぎ )

１(木 ) にじいろワークショップ
　　　  懇談会 (ぺんぎん）
２(金 ) 芋煮会
８(木 ) 避難訓練
12( 月 ) 保健指導 (ことり )
13( 火 ) 幼児体育指導
14( 水 ) 保健指導 (はな )
15( 木 ) 保健指導 (つき )
16( 金 ) お誕生日会
19 ～ 22 身体測定週間
23( 金 ) 羽村市保育展

　ひよこ組以外のク
ラスは、園外保育を
計画しています。詳
しい内容、行き先・
持ち物などは、後日
おたよりにてお知ら
せします。

園外保育に
　　　ついて…

＊場所…神明台公園

＊時間…8：30集合

＊雨天…スポーツセンター

●プログラム・お手紙を配布します。

●体育館で開催の場合、体育館履き

　のご用意をお願いいたします。

10月６日(土)

親子運動会

おいもほり

　ご近所に育てていただいた
『サツマイモ』を収穫しに行
きます。
●汚れてもいい洋服
●ビニール袋･･･２枚
　のご用意をお願いします。

 早いもので今年度もちょ
うど半年が過ぎました。つ
きましては、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
きたくお願いいたします。

個別面談

日時：11月23日(金)
羽村市保育園協議会主催

羽村市共催
※後日パンフレットを配布さ
　せていただきます。

はむら保育展

 木々の葉の色が変わり始め、 秋の訪れも目に見えるように

なってきました。

 屋上からキャーキャーとはしゃぐ子どもたちの元気な声から、

いつの間にか保育士の掛け声に力強く 『はい』 と返す子ど

もたち、 とても凜々しいです。 下のクラスでは窓越しにかわい

らしい曲とともにおしりをフリフリさせ、 リズムにのり踊ろうと頑

張る子どもたち、 園内はすっかり運動会一色になってきました。

繰り返し練習する子どもたちの姿を見るたびに成長を実感する

毎日です。 本番に向けて日々頑張っていますが、 当日は人

の多さに普段の力を出し切れない子もいるかと思います。 そ

れでも今までの頑張りを讃え、 ぜひ、 たくさんの拍手をいただ

けたら嬉しいです。 そして、 ご家庭に戻った時には、 最高の

ほめ言葉をお願いします。

 運動会までの間、 子どもたち一人ひとりの健康管理に気を

つけ、 参加するみんなが笑顔になれるよう職員一同見守って

まいりますので、 どうぞよろしくお願いいたします。


