１１月あんずぐみだより
担当：寺尾 直子・久保田眞由美
★運動会ありがとうございました。
『ぎろろんやまと１０ぴきのかえる』の絵本の世界を楽しみながら、
みんなでかえるになって絵本の登場人物たちと一緒に課題を乗り越
えてきました。すぐ出来るものではなくちょっと背伸びした課題を
用意しました。そして大きくなる自分を感じ輝きたいと課題に向か
おうとする子ども達。そんな中でうまく出来なくて悔しくて泣いて
しまったり、怖くてしり込みしたりという葛藤もありました。そん
な時は保育士や友達、そして絵本の登場人物たちが 支えとなり乗り
越え身体だけでなく心も大きくなってきました。
当日は家族の皆が見に来てくれると、いつも以上に気持ちも高ま
っていました。そしてオープニングで体育館に入っていくと沢山の
お客さんを目の前にびっくりしていました。それでもしっかり行進
し、歌を歌ったり、体操したりとかわいい姿をみせてくれました。
かけっこも皆、最後まで走り切り頑張っていました。
リズムでは、両足でしっかり跳べるようになったうさぎや、少し
難しいカメにも挑戦しました。そして、病気のお母さんがえるの為
に今日こそはしゃっきりだけを採ってこようと張り切っていた運動
あそびも、課題を乗り越え怖いこうもりもやっつけてしゃっきりだ
けを採りお母さんの病気を治してくれました。
緊張してしまったりやお母さんを見つけてしまったりと揺れ動いて
しまう姿もありましたが、どの子も「うんどうかいたのしかった」
「がんばったもん」とお話してくれます。子ども達が自分を肯定的
に見つめることができる事こそ大切な事です。子ども達のまるごと
の姿を最後まで温かく見守って下さりありがとうございました。
運動会を終えた今も「かえるのうんどうかい いつする？」
「また、
うんどうかいしたい」
「こうもりが、いまおった」とつぶやきが聞か
れたり他のクラスのテーマソングを皆で歌って盛り上がったりと運
動会の余韻を楽しんでいます。
最後に準備や片付け、また運動会での道具の出し入れなど、裏方
としてご協力をしてくださった保護者の方々のおかげで安心して
運動会を進めることができました。ありがとうございました。
１１月の歌
・秋・秋の空・いもほり
・きのこ
・どんぐり・まつぼっくり
１１月の絵本
・「さつまのおいも」
・「１１ぴきのねこ」
・「こんたのおつかい」
・「かいぶつのおとしもの」

１１月の行事
１３日（水）交通訓練
１６日（土）あんず組クラス会
１８日（月）食育の日
２０日（水）遠足・お弁当の日
２６日（火）火災訓練
２７日（水）お楽しみ会
＊来月のお知らせ
１２月７日（土）親子もちつき大会
１２月１４日（土）あさひ保育園
説明会

●言語：１０月のことばを紹介します。
⁂３歳

お誕生日おめでとう⁂

～１１月生まれのお友達～
なかの ほのかさん
１１月１６日生まれ
高いと事からのジャンプも上手に着地が出来
るようになり、踏ん張る力もしっかりとついてき
ました。お友達が困っていると「ほのちゃんがし
てやるね」とやさしく声を掛けてくれます。

●食育
～お米を食べて力をつけよう～
ぶどうさん、りんごさんが植えたお米が出来上がり、弟や妹たち
にも運動会で力が出るようにとごちそうしてくれました。
お兄さん、お姉さんに「このご飯食べたら力つくよ」と言われ
「いっぱい食べる」
「力つくもんね」と嬉しそうにおかわりして食べ
ていました。
～いっぱい食べてこうもりに負けないぞ～
運動会に向けて、かっけっこで早く走れる力、高いお山が登れる
力、ジャンプする力、こうもりに負けない力が付くようにと給食も
もりもり食べていた子ども達でした。いりこのおやつの時には「い
りこは骨が強くなるよ」と言うと「おたまじゃくしも食べてる」と
毎日エサをあげている子ども達は、すぐに気づき嬉しそうでした。
そして「おたまじゃくしもいりこを沢山食べて、ジャンプが上手な
かえるさんになったもんね」とお話しすると「かえるになってジャ
ンプするもん」と僕もわたしもといりこをパクパク食べていた子ど
も達でした。給食をたくさん食べて力をつけて運動会当日も元気な
かえるさんになってしゃっきりだけを採ってきてくれました。

●運動
運動会までは、走ったり、運動遊具での遊びをたっぷりと遊びこ
んできました。缶ぽっくりも上手に乗りこなせるようになった子ど
も達は、運動会が終わると、保育士に支えられながら憧れのまつぼ
っくりさんの天狗下駄にのり楽しんでいます。

●自然
秋のお散歩はとても心地よく、
天気の良い日はお散歩にでかけ
ました。ススキや猫じゃらし、
彼岸花、コスモスを積んでは喜
んで園に持ち帰って花瓶に入れ
て飾っています。
「音がする～音がする～」と皆で落ち葉の上を
歩いたり走ったりするのも子ども達の大好きな遊
びです。秋の自然に触れながら楽しんでいます。

Part1：ワゴンの中から田上小学校が見えて
りゅうき：
「うんどうかい！」
あやな：「うんどうかい！ うんどうかいしたね」
りゅうき：
「うん。かえるのうんどうかいある？ぎろろんやまいく？」
あやな：「こうもりでてくるね」
るい：「バサバサ～」
りゅうき：
「あっ！こうもりみえた」

あやな：「みえたね！」
るいせい：「こ～り（こうもり）！」
田上小学校の前を通ると「うんどうかいした～」と運動会
の事を思い出している子ども達です。思い出を語りながら、
「こうもりがでてきた」と３人で山の方を見つめている姿が
かわいかったです。
Part2：午睡前
りづ：「りづちゃんもうおしっこしてきた」
保：
「はやいね～」
りづ：「にんじゃでいってきたもん」
しほ：
「しほちゃんもにんじゃでいってくる～」と おしっこにいっ
てきて
「しほちゃんもはやかった？」
保：「はやかった～」
りづ：「りづちゃん、にんじゃだけんもうきがえた！！」
保：「すごい！！忍者は何でも早いね～」
りづ：「にんじゃだけんはやいばい」
しほ：「しほちゃんもにんじゃだけんはやいよ」
ぶどうさんとりんごさんみたいに忍者になりたいと憧れもあり、
「忍者みたいね」というと大張り切りでパジャマに着替えてくれま
した。なりきるところがとてもかわいらしいです。

●異年齢～お兄ちゃん、お姉ちゃんとお散歩～
りんご組、ぶどう組さんのお兄さんお
姉さんと一緒にお散歩に行きました。
「一緒に手つなごう～」と言われとって
も嬉しそうでした。
「ねこじゃらし～」と言うと
お兄さんやお姉さんがさっと採ってく
れたり、転んだら「大丈夫・・強かったね」といって起こしてり、
たくさん優しくしてもらいながらのお散歩でした。 また一緒に行
こうねと次回のお散歩を楽しみにしているあんず組の子ども達です。

●絵本～絵本紹介『１１ぴきのねこ』～
愉快な１１ぴきのねこたちが、みんなで大きな魚をとりに、海へ
出かけていきます。大きな魚を見つけたねこたちは、悪戦苦労しな

がらも皆で知恵を出し合い子守唄を歌って魚を静かに眠らせて大き
な魚を捕るのです。そして、持って帰って食べることにしたねこた
ち、しかし夜が明けついた頃には魚は骨だけになっていました。
絶対食べてはいけないと約束していたのに我慢できずに夜のうちに
こっそり食べてしまったのです。最後のページはおなかがたぬきの
お腹のように膨れ大満足し幸せそうなねこたちの絵が描かれていま
す。このページが子ども達は大好きです。
～おおきな魚をつかまえろ！！～
絵本の読み聞かせが終わり、皆で「ニャゴ～ニャゴ～」とねこに
変身です。
「お腹がすいたな～大きな魚を捕りに行こう！」と船に乗
ったつもりで、海を渡る子ども達。大きなお魚に扮した保育士を発
見すると「おった～さかなおった～」と皆でお魚を追いかけ大騒ぎ
のあんずねこたちでした。いっぱい走り回って、大きな魚を捕まえ
皆で食べました。そして絵本でも子ども達が大笑いする場面を再現
して「お腹いっぱい・・たぬきのおなかになった～ポンポン」とお
腹を叩いてみせると「たぬきのおなか～ポンポン」と笑いながら真
似っこして楽しんでいました。

●描画
今月は藤本みちかさんの絵を紹介
み 「ゆいかちゃんとももちゃ
します。○
んとあやなちゃんといっしょにどん
保 「お散歩にいってド
ぐりみつけた」○
み「どんぐり、
ングリ見つけたもんね」○
保「わ
どんぐり、どんぐり、どんぐり」○
み 「いっぱい
ぁ～どんぐりいっぱい」○
保 「いっぱいひ
あるばい。ポケットにいれた。みちのだもん！！」○
み 「うん。だれにもやらん。かたつむりもみつ
ろってよかったね」○
けた」
お散歩でどんぐりを見つけて、
「どんぐりあった。どんぐりどこに
ある？」と夢中で拾っていたみちかさん。たくさん拾ってポケット
にしっかり入れて持ち帰っていました。どんぐりを拾った事がとて
も嬉しくて、お昼寝前も「どんぐり！！いっぱいばい」と嬉しそう
にお友達に見せていました。

～さつまのおいもさんと一緒にお芋の畑へ行こう～

『私はさつまのおいもでごわす』とさつ
まのおいもになって子ども達の前に登場す
ると「おいもさ～ん おいもさ～ん」とな
にが始まるのかワクワクしている子ども達
です。
「私の仲間がまだたくさん眠っているので起こして欲しい」と頼
まれた子ども達は、さつまのおいもと一緒にお芋の畑へ向かいまし
た。
「おきて～」
「朝だよ～」と大きな声で起こしても、
「うんと、と
こしょ」とツルをひっぱても、
「グ～グ～」といびきをかいてなかな
か起きないお芋たちでした。しょうがないのでまた、起こしにこよ
うと、お芋さんと一緒にお散歩して保育園に帰りました。

●歌
１０月は、運動会の歌をクラスだけでなくみんなで歌って楽しん
できました。運動会が終わっても、散歩先でクモを見つけると く
まんばちの歌（まつぼっくりテーマ曲）を歌ったり、給食の配膳を
待っている時に誰かが忍者の歌を歌い始めると皆で大合唱になった
りして楽しんでいます。

からだ

なかま

ことば

手指・探索
●造形

～絵本紹介『さつまのおいも』～
さつまいもが主人公の絵本です。子ども達がやってきて、おいも
のツルをひっぱって、さつまのお芋と綱引きをします。どちらが勝
つか「うんと とこしょ うんと とこしょ』とあんず組の子ども
達も一緒に声を出してこの場面を楽しんでいます。

清潔

～何が出来たかな？～

お箸やスプーンを３本の指で持つのが、
上手になってきた子ども達です。指先も器
用になってきました。折り紙遊びでは、折
った形に「バス」
「おにぎり」
「ちょうちょ」
「ぼうし」と意味づけして楽しんでいる子
ども達です。自由自在に折る事を楽しみながら作ったものに意味づ
けしながら折り紙遊びを楽しんでいきたいと思います。

１１月の目標
・ごっこ遊びを通して友達と関わりをもち一緒に遊ぶ
・自分の要素を言葉で伝え友達のことを知ろうとする

食事

睡眠

排泄

着脱

・いろいろな食べ物を見る、触れる、口に入
れてみるなどの経験を通して自分で食べよ
うとする
・おやつの後、椅子を片付ける、食器を同じ
ところに重ねる
・正しい姿勢で食べようとする
・眠る前に絵本やお話を読み聞かせて気持ち
を落ち着かせて一人で眠れるようにしてい
く
・布団を運んで広げようとする
・オシッコ（ウンチ）に行きたい時は自分か
ら行けるようにしていく
・失敗したらパンツを脱ぎ、自分の汚れ物入
れに入れる（ビニールの中に意識して入れ
る）
・衣服をたたもうとする
・友だと同士、とめはずしを手伝う

絵本
描く・造る
うた

・手洗いうがいを習慣化していく
・衣服が汚れたら着替える
・目的地に向かってしっかり歩く
・大型遊具で遊ぶ。目的地に向かって走る
・散歩の距離を伸ばしていく
・簡単な集団遊びをする
・小集団で遊べる
・簡単な劇ごっこを楽しむ
・友だちとのぶつかり合いが多い→ジュンバ
ンカシテが分かるようになる
・自分ですることを「ボク」「ワタシ」「ジブ
ンデ」
「ヒトリデ」と言う
・自分の氏名、性別、年齢がわかり、身近な
人の氏名、性別もわかる（苗字と名前）
・形容詞の心地よい響きを感じ、心を込めて
「キレイナ オ花ダネ」
「冷タイ オミズ キ
モチイイネ」と言えるようになる
・ブロック、積み木あそびをしよう・ちぎり
紙あそび、シールあそび
・折り紙で折り目を交差させて、形を作ろう
とする
・ハサミで切ろうとする・のりを使ってみる
・絵本を通して友達とイメージを共有して、
みたて、つもりを豊かにしながら、身振り、
手振りで表現する
・閉じた丸、止まった線、グルグル丸を「～
つもり」で描いたり、後から意味づけした
りしようとする
・曲にあわせて拍打ちをしたり、体を動かす
ことを楽しむ

