
12 月園だより
あおぞら保育園 平成２８年 １２月号

12/31 ～ 1/3 は
年末年始でお休みです

３(土 ) 保育展
６(火 ) にじいろワークショップ
９(金 ) お誕生日会
    　  避難訓練
12 ～ 16 身体測定週
14( 水 ) 幼児体育指導
16( 金 ) おもちつき
17( 土 ) 大掃除
21( 水 ) 調理保育 (つき )
29・30  年末保育＊要申し込み

５(木 ) 新年会
10 ～ 13 身体測定週
12( 木 ) 保健指導 (ことり )
13( 金 ) にじいろワークショップ
16( 月 ) 保健指導 (はな )
17( 火 ) 幼児体育指導
    　　保健指導 (つき )
19( 木 ) 避難訓練
20( 金 ) 心理巡回
25( 水 ) お誕生日会
27( 金 ) 発表会リハーサル

●ひよこ
 先月は懇談会へのご参加ありがとうございまし
た。すっかり寒くなってきましたが「子どもは風
の子」の言葉の通り「お外で遊びたいよー」と元
気いっぱい園庭に向かってアピールしている子ど
も達です。先月は、ゆとろぎの屋上広場や地下の
テラスに行き走る真似をしたり、何があるかな？
と探検する機会が沢山もてました。この他にも近
くの公園や園庭、 二階テラスと色々な場所で遊ん
だひよこ組さん。ここにはお気に入りのコレがあ
る！とわかるようになった子もいます。これから
も好きな遊びを沢山見つけていきたいです。
 最近の子ども達は真似っこ大好き！お友だちが
楽しいことをしていると、僕も！私も！とやる気
漫々です。なので、歌や手遊び、体操の真似っこ
もとっても上手。一生懸命に手足を伸ばし、それ
らしくやろうとする姿が可愛らしいです。食事の
うた、おやつのうたは特に大好きで、振りもマス
ター！やっぱりご飯関係の事が大好きなひよこ組
さんなのでした。

●ぺんぎん
 先月はお忙しい中、懇談会にご参加いただきあ
りがとうございました。
 お話が上手になってきたぺんぎん組さん。「ねぇ
ねぇ、○○ちゃん…」と名前を呼んでからお話が
スタートしたり、会話が盛り上がり一緒に笑って
いたりと、子どもたちだけで遊びが成立するよう
になりました。そんな光景が嬉しいですね。
 まねっこもとっても上手。「ネコさんになろう」
「次はイヌだよ」と声をかけた瞬間にみんな変身。
「にゃーお」「わんわん」となりきっています。お
友だちが転んでしまった時に、「いたいのいたい
のとんでけ～」と言うと、周りにいたお友だちが
それを受け取り「イタタタッ」と演技して、飛ん
できた痛みを「ぱくっ」と食べてくれるので、転
んだ本人が思わず笑って痛みを忘れてしまうなん
てこともみられます。
 12 月は寒さに負けず元気に遊び、子どもたちの
かわいいサンタさんたちから沢山の成長＆笑顔の
プレゼントが届くと思います。楽しみですね。

●うさぎ
 先日はお忙しい中、保育参加・懇談会にご参加
いただきありがとうございました。はじめての保
育参加でお家の人に甘えながらでしたが、共に過
ごしとても楽しい時間になりました。イス取り
ゲームでは白熱した戦いも見られましたね。後日、
クラスでイス取りゲームを行うと更に上手になっ
ていました。
 また 11 月は芋煮会できのこをちぎったり、ミニ
調理保育でりんご入りパンケーキを作ったりし
て、作る楽しみ食べる楽しみをたくさん体験でき
ました。きのこをちぎる作業ではとっても細かく
ちぎってくれる子もいれば、たくさんやりたくて
大きいままの子もいました。りんご入りパンケー
キ作りでは｢ジュージュー音がする｣と焼いてる音
を聞いたりしながら作り、給食の時間においしく
食べました。
 うがいが14日からはじまり、最初は口からダーっ
と水が出てしまう子もいましたがちょっとずつ上
手になってきています。感染症にかからないよう
手洗い・うがいをしっかりと行っていきたいと思
います。

●ことり
 先日はお忙しい中保育参加・懇談会にご参加い
ただきありがとうございました。今回は、みんな
の大好きな調理保育を計画しました。親子で協力
して美味しいスイートポテトができました。特に
フライでひっくり返すところはお家の方の腕の見
せ所でしたね。子どもたちの楽しそうな表情が印
象的でした。
 11 月は楽器遊びにも挑戦しました。最初は、ど
んな音がするのかタンバリンとすずを思い思いに
鳴らしてみました。「きれいな音だった！」「クリ
スマスみたい！」とそれぞれ思ったことを口に出
して言ってくれました。最後は、ピアノに合わせ
てみんなで楽器を鳴らすと「発表会みたい！」と
楽しそうな子どもたち。「音が鳴らないように置
くとかっこいいんだよ」と言うと、ソ～っと置く
姿が可愛かったです。これからもいろんな楽器に
触れて楽器遊びも楽しんでいきたいと思います。
 風邪をひきやすい時期ですが、手洗いうがいを
しっかりして 12 月も元気に過ごしていきたいと
思います。

●はな
 先月は、お忙しい中保育参加・懇談会に出席し
て頂きありがとうございました。キャタピラ競争、
クリスマスリース作り…子どもたちの嬉しそうな
表情が印象的でした。
 12 月も調理保育、おもちつき、クリスマス会等々 
楽しい行事が続きます。元気に過ごせる様、体調
管理に気をつけ、寒さに負けない体づくりをして
いきたいと思います。
 そして 2月の発表会に向けての取り組みも始ま
ります。先月より取り組んでいる楽器遊び、日々
楽しんでいる様々な遊びや活動を盛り込んだ作品
を子どもたちと一緒に作り上げていきます。どん
な仕上がりになるのだろうと担任も楽しみです。

●つき
 先日は保育参加・懇談会に、お忙しい中参加い
ただき、ありがとうございました。保育園最後の
保育参加ということで、親子で楽しく過ごせるよ
うにうどん作りを計画しました。グループごとに
親子で協力して生地を作り、音楽に合わせて生地
を踏む工程は子どもたちもとても楽しそうでした
ね。コシのある美味しいうどんが出来ました。
 10 月から取り組んでいる卒園証書作りでは、つ
いに紙すきの作業が終わりました。作業の途中で
紙が破れてしまったり、薄くなってしまうことが
あり、「紙を作るのって大変なんだね～。」と、紙
の大切さを改めて感じることができました。
 そして、12 月の保育展オープニングセレモニー
に向けて運動会よりパワーアップした姿をお見せ
できるように、踊りの練習もしています。お家の
人やお客さんにかっこいい姿を見せたいという気
持ちで、子どもたちも頑張っています。今年も残
すところあと一か月になりましたが、体調管理に
気を付け、元気に楽しく過ごしていきたいと思い
ます。

第 22 回　はむら保育展
日時 :12 月 3 日 ( 土 ) 10:00 ～ 16:00

会場 ： 羽村市生涯学習センター 『ゆとろぎ』

 保育展は、羽村市内にある公立・私立の認可保育園が、普段の
保育園の様子を広く皆様に紹介するイベントです。今年度のあお
ぞら保育園・保育展担当は、ぺんぎん組の氏井亜湖保育士。園紹
介担当は、山内涼子保育士です。13:45 より大ホールにて開会式
＆わくわく親子コンサートを行います。そのオープニングセレモ
ニーにはつき組さんが登場します。運動会の時より、踊りも衣装
もバージョンアップして??披露する予定です。ぜひ、お楽しみに!!
そして、ホップの会による劇やコンサート、各保育園の園長先生
たちによる歌などもあります。模擬店は、大人気メニューの
『ジャージャー麺』を太陽の子保育園と出品します。その他にも
保健の部屋・栄養士会の部屋などがあり、どの部屋も楽しく遊び
ながら子育てに役立つ情報が得られるようになっています。ご家
族皆様のご来場を心よりお待ちしています !!

クリスマスの風習

 常緑のもみの木は、ヨーロッパでは、
生命力の象徴とされ、尊ばれていま
した。ツリーの飾りは、すべてキリ
ストにまつわるものとされます。例
えば、一番上に飾る星はキリスト誕
生の際に輝いた星。キャンドルは世
の光 (キリスト）、リンゴや玉飾りは
知恵の樹になる実を現し、ベルには
迷える羊を導き、良い知らせを告げ
る意味があるといわれます。

年末年始も規則正しい生活をしましょう

・早寝早起き、朝昼晩の食事・おやつ・テレビを見る

時間などは、きちんと決めておきましょう。

・年末年始に限らず、ふだんから生活のリズムが大人

中心になりがちです。子どもたちのリズムを大切に

しましょう。

・暖房のついている部屋に閉じこもらないで、戸外で

も遊びましょう。

 クリスマスによく使われる色にも意

味があるといわれます。
緑･･･常緑樹の緑、命の象徴、永遠の   
     命。
赤･･･キリストの流した血の象徴、愛、  
     贈り物。
白･･･雪を象徴、純潔、清らかさ。
金･銀･･･ベツレヘムの星を象徴、富、
     　 栄光。

クリスマスツリー

クリスマスカラーの意味は ?

　冷たい風が吹き、思わず背中を丸めてしまいそうになり

ますが、子どもたちは寒さを吹き飛ばす勢いで、鬼ごっこ

にマラソン、そして大人気のなわとび、ボール投げと元気

いっぱいです。

  保育参加、懇談会では、お忙しい中ご参加いただきありが

とうございました。たくさんの人に意識してしまう子、嬉

しさのあまりテンションが上がってしまう子と様々でした

が、保護者の方と向き合っている時の子どもたちの顔は本

当に幸せそうでいい表情でした。お父さん、お母さんの力

は偉大だと改めて感じました。

　今年も残すところあとわずかになりました。年末に向け

て益々お忙しくなることと思いますが、体調に気を付けて

元気に新年を迎えたいものですね。園でも子どもたちが健

康で安全に過ごせるようしっかり見守ってまいります。




