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あそ ねんかん

たくさん遊んだ１年間 その②
長い夏休みが終わると、行事がたくさんの２学期の始まりです。
「運動会」や「発表会」の出来栄えを重視していません。それでも子ども達は練習を頑張り、踏ん張り、

時には堪える場面も見られます。
その経験を経て、本番で多くの人に認められると、子ども達は大きく成長して行きます。

うんどうかい がんば

運動会、頑張りました!
たいふう えんき じゅうがつようか たいいく ひ

まさかの台風で延期となって、１０月８日（体育の日）
じっし うんどうかい とうじつ あきば なか ひとり れんしゅう

に実施した運動会。当日は秋晴れの中、一人ひとりが練習の
せいか はっき えがお み いちにち

成果を発揮し、たくさんの笑顔が見られた一日でした。
みんな た べんとう かくべつ いちにち

皆で食べたお弁当、格別だったことでしょう。この一日が
こ たち しあわ おも で いちぺーじ

子ども達の幸せな思い出の一頁となりますように。。

ねんちょうじ

オープニングは年長児さんのマーチング。
がつ すこ れんしゅう はじ もうしょ なか れんしゅう

５月から少しずつ練習を始めました。猛暑の中での練習
たいへん さいご と く けっか

は大変でしたが、最後までしっかり取り組んだ結果、
ほんばん さいこう えんそう ねんちょうじ

本番で最高の演奏ができた年長児さん。さすがでした！

まん さいじ ねんしょう の

満３歳児さんはダンス。年少さんはバスに乗ってのんびりと。
ねんちゅうじ まく うし うち かた さが あ て

年中児さんは幕の後ろのお家の方を探し当て、手をつないで
ねんちょうじ おおだまころ

ゴール。年長児さんは大玉転がしリレー。
ほごしゃ かた いっしょ きょうぎ えがお あふ

保護者の方と一緒の競技には、笑顔が溢れていました。
ぜん お

全プログラムが終わり、
うれ えがお

メダルをもらって嬉しい笑顔。



えん はたけ なに まん さいじ

園の畑で何かをみつけた満３歳児さん。

とも いっしょ す なか まな

お友だちと一緒に過ごす中で学ぶこと。
ようちえん まな たいせつ ひと ひと かか

幼稚園で学ぶ大切なことの一つ、人との関わり。
おな とも おな がくねん とも ねんれい ちが とも きょうし かか

同じクラスのお友だち、同じ学年のお友だち、年齢の違うお友だち、そして教師との関わり。
しゅうだん なか み お ひと かか かた まな じぶん いばしょ やくわり みいだ い

集団の中に身を置きながら人との関わり方を学び、自分の居場所や役割も見出して行きます。

H30.10.29 H30.10.29

H30.11.5

H30.9.27

ねんちょう おとこ こ

年長の男の子たち。
なに

何をしてるのでしょう？

いっしょ

一緒に。

それぞれに。
せいさく とも しげき う

それぞれに製作をしていても、お友だちから刺激を受けています。 おも おも うご

思い思いに動き、
あそ ねんしょうじ

遊ぶ、年少児さん。

H30.10.25

「よーい、どん！」
はじ

かけっこが始まりました。



H30.10.29

H30.11.26

きょうどうせい

『協同性』
とも かか なか たが おも かんが きょうゆう きょうつう もくてき じつげん む かんが くふう

「友だちと関わる中で、互いの思いや考えなどを共有し、共通の目的の実現に向けて、考えたり、工夫したり、
きょうりょく じゅうじつかん と

協力したりし、充実感をもってやり遂げるようになる。」
そつえん さまざま かつどう とお はぐく すがた ひと ようちえんきょういくようりょう うた

卒園するまでに様々な活動を通して育みたい姿の一つとして、『幼稚園教育要領』に謳われています。

なつやす あ せいさく うみ なか

夏休み明けの製作。海の中をイメージ
えが せいぶつ およ

してそれぞれに描いた生物が泳いでいます。

はっぴょうかい む よこうれんしゅう

発表会に向けて、予行練習。
こころ あ えんそうちゅう ねんちゆうじ

心を合わせて演奏中の年中児さん。

年長児 年長児

だいす

大好きな「どんぐりむら」シリーズ
えほん せかい ひょうげん

の絵本の世界を表現。

せいめいそんちょう

『生命尊重』
みぢか どうしょくぶつ せっ かた かんが いのち

「身近な動植物への接し方を考え、命あるものとしていたわり、
たいせつ き も かか

大切にする気持ちをもって関わるようになる。」
どうよう ようちえんきょういくようりょう うた

このことも、同様に『幼稚園教育要領』に謳われています。

ねんちゅうじ

年中児さんのカブトムシ。
たまご う つち なか ようちゅう

卵を産んでいたようで、土の中にはたくさんの幼虫が！
ねんちょうぐみ りっぱ で

年長組になったとき、また立派なカブトムシが出てくるのが、
たの

楽しみですね！

H30.12.4



えん はたけ ほ

園の畑でさつまいも掘り。
あま

甘くておいしいおいもでした。

あき ふゆ

「秋」から「冬」へ。
えんそく あき まんきつ こ たち

「おいもほり」や「遠足」で、秋を満喫した子ども達。
きせつ ふゆ うつ い

季節は冬に移って行きました。

H30.5.7

H30.10.12

H30.10.12

せんせい、
ぬけたー！

なかなか
ぬけないね。

め まえ かくとう ねんしょうじ

目の前のおいもと格闘している年少児さんたち。

「やっほー！」

「ごはんできたよ♡」

H30.10.30 H30.10.29 H30.10.30

H30.10.29 H30.11.5

「みてみてー。」 「あきみっけ！」 「たくさんひろったよ。」

「さあ、行こう！」

がくねんごと えん の あき

学年毎に園バスに乗って、秋を
えんそく てんき めぐ

さがしに遠足へ。天気にも恵まれ
しぜん まんきつ

自然を満喫。
は

葉っぱやどんぐり
ひろ

をたくさん拾い、
べんとう

おいしいお弁当と
だいまんぞく

おやつに大満足
いちにち

の一日でした。

H30.10.29

H30.10.29

H30.10.12


