
７(土 ) 運動会
11( 水 ) 避難訓練
12( 木 ) にじいろワークショップ
　　　  秋の健康診断 (全園児 )
16( 月 ) 保健指導 (ことり )
16 ～ 20 職場体験（羽一 )
16 ～ 20 身体測定週間
18( 水 ) 保健指導 (はな )
19( 木 ) 保健指導 (つき )
20( 金 ) 園外保育
23( 月 ) 視力検査 (はな )
23 ～ 27 職場体験 (羽三 )
24( 火 ) 視力検査 (つき )
25( 水 ) お誕生日会
26( 木 ) 幼児体育指導
27( 金 ) 芋掘り
31( 火 ) 保護者懇談会 (ひよこ )

１(水 ) にじいろワークショップ
２(木 ) 芋煮会
13( 月 ) 保健指導 (ことり )
14( 火 ) 保健指導 (はな )
15( 水 ) 幼児体育指導
16( 木 ) 保健指導 (つき )
　　　  避難訓練
17( 金 ) 誕生日会
20 ～ 24 身体測定週間

10 月の園だより
あおぞら保育園 平成 29 年度 10 月号

●ひよこ

 プール三昧の夏も終わり涼しい秋。先月は夏の

疲れからか、体調を崩してしまうお友だちが多

かったひよこ組さんでした。今月は元気に過ごせ

るといいですね。最近は言葉らしい事を言いなが

らコミュニケーションがとれるようになり、「あ

れしたいよ～」や「これほしいよ～」と伝えてく

れる姿がかわいいです。また、歌も大好きで、手

拍子をしたり、身体を揺らしたりとしています。

絵本もよく見てまねっこしてみたりと、毎日保育

園が楽しそうで担任も嬉しいです。お散歩ができ

る季節になってきました。たくさんおでかけして、

たくさん食べてたくさん寝て。いろいろな秋を満

喫したいと思います。

●ぺんぎん
 9 月は運動会に向けて、おさるさんになりきって

踊ったり、楽しくリズムをとったりしています。

歌も好きになり、ちょっと恥ずかしそうに小声で

口ずさむぺんぎん組さん。衣装も着てみて、「か

わいいでしょ？」「似合う～？」と、ニコニコし

ています。本番はたくさんのお客さんに囲まれて

ドキドキしてしまうかもしれません。どんな姿を

見せてくれるでしょうか？また、親子競技ではお

家の人と一緒におさるさんに変身！スキンシップ

を取ったり、抱っこをしてもらいながら、楽しく

参加して頂ければと思います。

 10 月はお散歩で公園に行き、どんぐり集めなど

をして秋の自然にも触れていきたいと思います。

また、初めての園外保育を予定しています。思いっ

きり遊び、お家の人に作って頂いたお弁当を食べ、

楽しい思い出を作っていきたいと思います。

 涼しい風も感じられる季節となりましたが、元気

に動くとまだまだ暑いことも多いようです。衣服

の調節ができるように半袖、長袖両方と浴用タオ

ルをロッカーに一枚入れて頂けるようお願いしま

す。

●うさぎ
 9 月は水風船や、散歩を楽しみました。公園には

すでにたくさんのどんぐりなどの木の実が落ちて

いて、見つけるとすぐに目をキラキラさせて「袋

ちょうだい！」「こんなに拾ったよ～」と木の実

集めに夢中になっています。

 そして、もうすぐ運動会ですね。今回はハワイア

ンな衣装に変身します。披露する曲に合わせてお

尻をふりふりしたりする動きがとてもかわいらし

いです。当日はたくさんのお客さんに少し緊張し

てしまう子がいるかもしれませんが、どんなかわ

いい姿が見せてくれるのか楽しみにしていてくだ

さいね。

 秋と言えば食欲の秋。最近「おかわりちょうだ

い！」と、とても食欲旺盛な子どもたちなので、

10 月もたくさん公園に行って、いっぱい体を動

かし、ご飯をもりもり食べて元気に過ごしていき

たいと思います。

●ことり
 9 月はお散歩に出かけたり、敬老会がありまし

た。敬老会当日、大勢のお客さんを前に緊張した

のか、歌詞をとばしてしまうかわいらしいハプニ

ングもありましたが、子どもたちにとって良い経

験となりました。

 運動会に向けての練習も始まり、日々上達する子

どもたち。練習を重ねるごとに「できた！」が増

え、自信を持って意欲的に取り組んでいます。先

日の体育指導で長屋先生に褒めていただき、更に

やる気 UP。当日は保護者の方と離れるところか

ら始まり、大勢の人を前にドキドキしてしまう子

もいると思いますが、一生懸命な姿をぜひご覧い

ただけたらと思います。

 10 月は、体力作りも兼ねてマラソンやお散歩を

たくさんしていき、元気いっぱい過ごせたらと思

います。

●はな
 9 月は本格的に運動会の練習が始まりました。

練習すればするほど上手になっている子どもた

ち。お友だちと顔を見合わせて息を合わせて行っ

ている姿から、「もっとかっこよく見せたい！」

とやる気が伝わってきました。他のクラスの競技

を見ることも好きで、「がんばれ～」「かわいい

ね！」など話をしている姿が微笑ましかったです。

本番はきっとかっこいい姿がみられると思います

ので応援よろしくお願いします。

 今月は園外保育に向けて一人ひとり無理のないよ

うに体力づくりをしていき、初めての公園にチャ

レンジしていきたいと思います。

●つき
 いよいよ 今週末は運動会。保育園最後の運動会

に向けて子どもたちは全力で取り組んでます。難

しい振り付けや技に取り組む中で、くじけそうに

なったり思うように行かず、悔しい思いをする子

もいましたが、それを乗り越えてたくましくなっ

ていく姿に日々感動です。熱い声援をよろしくお

願いします。

 運動会が終わると次は園外保育があります。年長

児は、毎年恒例の浅間山へ。思いっきり楽しんで

思い出作りをしたいと思います。

　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…

保育参加　懇談会日程

●ひよこ組　…10/31(火)

●ぺんぎん組…11/１(水)

保護者懇談会

●うさぎ組　…７(火)

●ことり組　…８(水)

●はな組　　…９(木)

●つき組　　…10(金)

保育参加・保護者懇談会

 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25日(土)　
羽村市保育園協議会主催

羽村市共催

はむら保育展

 涼しい秋風に高く澄んだ空、 大きく深呼吸したくなるような気持のよい季

節ですね。 この澄んだ空が運動会まで続きますようにと強く願うばかりです。

 園内は踊りのかわいい曲、 かっこいい曲が流れたかと思うと 『ピピー』

と緊張感漂うホイッスルの音が響き、 運動会一色です。 子どもたちは汗を

流しながら一生懸命練習に励んでいます。 中でも年長組は特に気合が

入っており、 子どもも先生も真剣そのものです。 できなかったことを繰り返し

練習しあきらめない !! できるまでやる気持ちの強さ、 保育園で一番大きい

お兄さん、 お姉さんとしてのプレッシャーを感じながらも頑張る姿は、 とて

もステキです。 もちろん、 どのクラスの子どもたちも当日家族みんなにかっ

こいい姿を見てもらいたいという思いから、 本当に頑張っています。 本番

は緊張から体が動かなくなるかもしれませんが、 子どもたちの思いを感じて

いただき、 たくさんの拍手を頂けると嬉しいです。 温かい拍手とご家族か

らの 『がんばったね』 の誉め言葉があれば、 子どもたちはまたひとつ大き

く成長することと思います。 ひとりひとりが最後まで挑戦し、 自分の力を

出し切れるよう職員もしっかり見守っていきますので、 どうぞよろしくお願い

いたします。

＊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。

10月７日(土)

親子運動会

 ご近所の方に育てていただ
いた『サツマイモ』を収穫
しに行きます。
●汚れてもいい洋服
●長靴
のご用意をお願いします。

●楽しむことを最優先に ●感想などを
　　きかないようにしましょう

 １０月２７日～１１月９日は「読書週間」で、初日の２７日を「文字・活

字文化の日」といいます。園にはたくさんの絵本があり、毎日読み聞かせ

をしています。図書館に出かけたり、いろいろな絵本にふれたりして、親

子でも楽しんでみましょう。絵本が大好きな子どもたちに育ってほしいで

すね。

 「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。

 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。

読書週間


