
●ひよこ
 懇談会のご参加ありがとうございました。 先月はお
熱がでたり、 下痢になったりと体調を崩してお休みす
るお友だちが多かったひよこ組さん。 朝の会でお名
前を呼んだ時にお友だちがいないと、 『いなぁ～い』
と小さいながらにわかっているようで、 寂しい様子で
した。 今月は楽しいクリスマスや大晦日、 行事がたく
さんありますので、 みんなで元気に過ごしていきたい
です。
 また最近は手遊びが上手になってきて、 お歌に合わ
せて手を叩いたり机を叩いたり他にも体を左右に揺ら
したり顔に手を当てるなど可愛い仕草もできるように
なってきました。 なんとなく 「あぁ～」 と言っているの
は歌っているのかな ? 真似しようと頑張っています。
お散歩では、 歩けるお友だちは先生と順番に手を繋
いで歩くようになりました。 カートのお友だちも、 以
前よりしっかりと座りつかまり立ちしたりと、 日々の成
長が楽しい毎日です。 まだまだ寒さはこれからですが、
少しずつお外の空気に慣れながらこの時期ならでは
の遊びを楽しみたいと思います。

●ぺんぎん
 先月はお忙しい中、 懇談会にご参加頂きありがとう
ございました。 保護者の方から子どもの頃の写真の
ご協力も頂き、 そっくりな姿とお話が伺えてとても楽
しい時間を過ごすことができました。
 ぺんぎん組では、 たくさん製作をして芸術の秋を続行
中です。 絵の具で 「はじき絵」 綿棒を使っての 「タン
ポ遊び」、 クレヨンで 「自由画」、 中でも大好きなの
はシール貼り。 ペットボトルにシールを貼り、 どんぐりポ
シェットを作りました。 公園に散歩に行き、 「ちびっちゃ
どんぐりだぁ～」 「こっちはでぶっちょ！」 とお話ししな
がらどんぐり拾いを楽しみ、 落ち葉の上に乗ったり、
集めて落ち葉のシャワーをしたりと、 思いっきり体を動
かして遊びました。
　風邪をひきやすい季節になってきたので、 休息も取
りながら、 寒さに負けずに元気よく遊んでいきたいと
思います。

●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。 初めての保育参加は、
お家の方と一緒でとても嬉しそうな子どもたちの笑顔
が印象的でした。 普段頑張っている姿もお見せするこ
とができたのではないかと思います。 また懇談会では
保護者の方お気持ちを伺え、 あたたかいお言葉をい
ただき私たち担任もとても嬉しかったです。 ありがと
うございました。
　うさぎ組さんでは今、お散歩をとても頑張っています。
前のお友だちと離れないように一生懸命歩き、 お友
だち同士で｢まえ、 あいてるよー！｣と教え合っている姿
も見られます。 どんどん上手になっていく子どもたち
なので、 思い切ってうさぎ組さんだけであさひ公園に
も挑戦しました。｢どんな公園？｣などとウキウキで歩い
て行き、 なんと予定よりも早く到着。 たくさん遊ぶ時
間ができました。 帰りは遊び疲れてしまい｢つかれたー

｣と言う声も聞かれましたが、 頑張って保育園まで歩
けた子どもたちです。
　12 月はますます寒くなりますが、 お散歩にもたくさ
ん出かけ元気に身体を動かし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。 今回は親子でクッキー
作りとリトミックをしました。 数日前からとても楽しみに
していた子どもたち。 当日は保護者の方と一緒と言
うことで、 ちょっぴり甘えてみたり ・ ・ ・ とにかく嬉し
そうに過ごす子どもたちの笑顔が印象的でした。
 １ １月は体をたくさん動かして過ごしました！体育指導で
行っている縄跳びも、 日々取り組むことで少しずつ上
達していることに手応えを感じている子どもたちです。
散歩先では大の鬼ごっこブーム！時々ルールがあれれ？
と思う場面がありながらも、 速く走れるようになって
きた子どもたちなので、 担任も大人げなく本気で走っ
ています。
 体調管理に気をつけながら、 １２月は発表会に向けて、
楽器遊びや劇遊びに取り組んでいきたいと思います。

●はな
　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。 保護者の方とたくさ
ん体を動かしてゲームができ、 子どもたちもとっても楽
しそうな表情が印象的でした。 保育参加をきっかけに、
フラフープのブームがきているはな組です。
　11 月はロッカーの中を子どもたちで整理整頓しまし
た。 ひとつひとつ洋服の部屋を作ってあげ、 きれいに
すると嬉しそうな子どもたち。 その後から 「きれいに
しよう！」 「ここにお部屋作ったらわかりやすいかな～？」
と考えている姿に成長を感じました。 きれいなロッカー
が続くと良いです。
　12 月は発表会に向けて少しずつイメージを膨らまし、
子どもたちが楽しんでいる遊びや活動を取り入れ、 み
んなで一緒に作品を作り上げていきたいと思います。
また、 寒くなってきますので体調管理に気をつけ、 寒
さに負けないよう元気に過ごしていきたいと思います。

●つき 
 先月は、 お忙しい中、 保育参加 ・ 懇談会にご出席
いただきありがとうございました。 保護者の方々と笑
顔で触れ合う子どもたちの嬉しそうな姿が印象的でし
た。 保護者の皆様には、 今回も盛り上げて頂き、 温
かいお心遣いに心から感謝しています。
　今月からは、 最後の発表会に向けて少しずつ取り組
んでいきます。 今年度は 「ピーターパン」 をやります !!
　子どもたちは、 何の役を選ぶのかな？と楽しみにして
いる担任です。
 そ して、 午睡も少しずつ減り、 遊びや活動の時間が
増えて嬉しそうな子どもたち。 午前中活動 （製作や
発表会の練習など） をした日は、 午後散歩に出かけ
たり、 徐々にリズムを作っていけたらいいなと思ってい
ます。 １２月はもちつきやクリスマス会、 調理保育など
行事が目白押しです。 今年も残りわずかですが楽しく
過ごしていきたいと思います。

５(火 ) にじいろワークショップ

７(木 ) 避難訓練

８(金 ) おもちつき

11 ～ 15 身体測定週間

13( 水 ) 幼児体育指導

15( 金 ) 誕生日会・クリスマス会

16( 土 ) 大掃除

18( 月 ) 0 歳児健診

20( 水 ) 調理保育 (つき )

29・30 年末保育

　　　 ※要申し込み

９(火 ) 誕生日会・新年会

９～ 12 身体測定週間

11( 水 ) にじいろワークショップ

15( 月 ) 幼児体育指導

18( 木 ) 避難訓練

26( 金 ) 発表会リハーサル

31( 水 ) 発表会リハーサル

12月の園だより
あおぞら保育園　平成 29 年　12 月号

１２/３１～１/３は

年末年始でお休みです

保育所など社会福祉事業の事業者が提供す

るサービスの質を公正・中立な第三者の視

点で、専門的かつ客観的な立場において評価

を行うのが第三者評価です。

評価は都道府県ごとに認証された評価機関

が行います。また、実際に行う評価調査者は

評価機関に属しており、様々な資格をもち、

社会福祉や経営の仕事に深く関わってきた

ものが、複数のチームを組んで評価調査にあ

たります。

第三者評価・利用者調査への
ご協力をお願いします

配布日：平成29年12月4日予定

実施期間：12月11日～22日

換気をしよう

低温やけど

暖房を入れる機会が多くなりはじめました。部屋を閉めたまま
暖房を長時間つけておくと、顔がほてる、頭が痛くなる、めま
いがしたりイライラするといった症状が見られることがありま
す。これは室内の空気が汚れていたり、乾燥したりしているた
めです。乾燥した空気は細菌に対する抵抗力
を弱め、かぜをひきやすくさせます。１時間
に１度は窓をあけ、新鮮な空気と入れ換えま
しょう。

低温やけど…40度前後の暖房器具で、同じ場所に長時間触れてい

ることから起こるものです。じわじわと皮膚の深い所までやけど

をしてしまい、高温のやけどよりも治りづらいです。

・電気カーペットの上で眠らないようにしましょう。

・電気毛布は、寝床を温めたら電源を切りましょう。

・湯たんぽ・電気あんかを使用する場合は、タオルな

　どでくるみましょう。

・使い捨てカイロは、下着の上からはりましょう。

　また、長時間はらないようにしましょう。

あったか器具にご用心あったか器具にご用心

 舞い散る枯れ葉や冷たい風に本格的な冬の訪れを感じるこの頃、

今年も瞬く間に過ぎていき最後の月となりました。

 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。6月の時よりも一回りも二回りも成長したお

子さんの姿をご覧いただけたでしょうか？改めて我が子にこんな

ステキなところがあった!!一人であんなことができるんだ!!と、

いくつか我が子自慢を見つけていただけていたら嬉しいです。子

どもにとっては、誰よりもお父さんお母さんに認めてもらい、ほ

めてもらえることが成長の糧となると思います。

 さて、12 月と言えば忙しい年の瀬ですが、子どもたちにとって

は楽しいイベントが続きワクワクです。ただ、こんな時は思わぬ

事故が起きやすいものですので、十分に気をつけて笑顔で年明け

を迎えましょうね。

 この一年、保護者の皆様には色々とご協力いただき心より感謝

申し上げます。来年も大切なお子さんを安心してお預けいただけ

るよう、職員一同力を合わせて頑張って参りますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

8 日は 『おもちつき』

「よいしょ、 よいしょ！」と杵を手に、
力いっぱいおもちをつく子どもたち
の声が園内に響き渡り、 ほのぼのと
した雰囲気に包まれるおもちつき。
平日にも関わらず多数の保護者の
方のご協力を頂けることになり、 あ
りがとうございます。


