
●ひよこ
 あけましておめでとうございます。 年が明け、 ひよ
こ組での生活も残すところ三ヶ月弱となりました。 子
どもたちもぐっと成長し、 お話しをしてくれたり身振り
手振りなどのジェスチャーで気持ちを伝えてくれるよ
うになりました。 保育士の話すことばに、 笑顔で応え
てくれたり、 うんうんと頷いてくれたりと通じ合ってい
ると感じ嬉しくなります。 他にも、 名前を呼ぶと 「はー
い」 とお返事してくれたり、 手をあげて応えることも
できるようになってきました。
 また、 全員が歩けるようになり戸外での遊び方もよ
り活発になりつつあります。 お気に入りの砂場の玩具
があり、 毎日使うことを楽しみにする子、 周りへの興
味が広がり、 遊具に挑戦する子。 園ではじめて外に
出た際泣いていたことが嘘のよう。 みんな笑顔で楽し
んでいます。
 もうすぐ発表会。 こどもたちが大好きな絵本をつかっ
た真似っこ遊びをする予定です。 楽しみにしていてく
ださい。

●ぺんぎん
 あけましておめでとうございます。
 楽しく新しい年を迎えられたでしょうか？
 おしゃべりが上手になってきたみんな。 クラスがとて
もにぎやかになってきました。 「おはよう」 から始まっ
て 「あそぼうよ。」 「〇〇ちゃん」 「〇〇したい」 など
など。 また、 歌も好きでお散歩中はいろんな歌のオン
パレードです。 来月は発表会が待っています。 かわい
い美声を披露できると思いますので楽しみにしていて
ください。
 寒さも厳しくなってきましたが、 そんなことは気にせ
ず元気いっぱいにかくれんぼもどきや、 追いかけっこ
をしているぺんぎん組さんに負けないよう担任一同が
んばります。 今年もよろしくお願いします。

●うさぎ
 あけましておめでとうございます。 今年もよろしくお
願いいたします。
 寒い日が続きますが、 毎日 「きょうおさんぽどこい
く？」 と目をキラキラさせる子どもたち。 外で遊びたい
という気持ちが強く、 帽子やジャンパーなどのお散
歩の準備も驚くほど速くなりました。
 １２月は初めてミニ調理保育をやりました。 みんなで収
穫したさつまいもを甘く味付けして、 餃子の皮に包む
作業に大はしゃぎ。 「プリキュアみたいでしょ」 「しんか
んせんのかたち～」 と楽しんで行っていました。 試食
では美味しかったようですぐに完食。 お友だち同士で
作りたい物などを言い合って次の調理保育を楽しみに
しているようです。
 そして少しずつ発表会の練習も始まりました。 今回は
みんなが大好きな絵本を劇にしました。 歌ったり踊っ
たり楽しみながら練習していこうと思います。

●ことり
 あけましておめでとうございます。 今年もよろしくお
願いいたします。
 寒い日が続いていますが、 外に遊びに行こうと声を
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かけると「やったー！」と張り切って準備する子どもたち。
遊んでいる途中で 「暑いからジャンパー脱いでいい？」
という声が上がるほど体をたくさん動かして遊んでい
ます。
 そして、 12 月から発表会の練習がはじまりました。
役決めから子どもたちと一緒に行い、 自分のやりた
い役を譲ってあげたりする優しい姿もありました。 優し
い気持ちもたくさん成長している子どもたちです。 そ
して、 楽器を使うことに喜びを隠しきれない子どもた
ち、 練習を始めるときには 「コンサートだ－！」 という
声を合図にセリフや演奏を役ごとに順番で行ったり、
お客さん役は歌を歌って応援したりして毎回賑やかな
コンサートが開催されます。 とても賑やかなコンサート、
開催しながら自信につなげていきたいと思います。

●はな
 あけましておめでとうございます。 今年もよろしくお
願いいたします。
　菜園活動では、 春菊を２株残して育て続けるとどう
なるか観察しています。 「春菊には、 どんな花が咲く
でしょう？」 とクイズを出すと 「チューリップ」 など可
愛い答えがたくさん出ました。 「名前の中に花の名前
があります」 とヒントを出すと 「菊！」。 次に、 何色の
花が咲くか聞いてみるとピンク、 紫、 青、 などなど。
最後に 「にじいろ！」。 にじいろ、 ステキです。 「咲いた
ら食べるの？」 と質問も出たので栄養士に尋ねてみる
と、 「食べられるけど、 でもちょっと苦いみたい」 との
こと。 それでも食べてみたいとのことなので、 咲いた
ら味見する予定です。 また、 先月お知らせした謎の
野菜の正体は、 大根ではなくどうやらジャガイモのよ
うです。 どうなるのかこちらも観察していきます。
 発表会の劇は１人の台詞があり、 楽しみながら練習し
ています。 応援よろしくお願いいたします。
※当日は黒 ( 又は、 紺 ) のズボンを衣装で使います。
お持ちいただくようお願いいたします。

●つき
 あけましておめでとうございます。 本年もよろしくお
願いいたします。
 １２月は菜園活動で大切に育てているほうれんそうを
収穫し、 お味噌汁やナムルに入れて食べました。 「お
いしい！」 とたくさん食べていたので、 あっという間に
完食。 また今度第二弾を収穫し、 みんなでおいしく
いただきたいと思います。
　そして、 発表会に向けての練習も始まりました。 今
年は「そんごくう」に挑戦します。紙芝居や絵本を見て、
大好きになったお話です。 役は一人ひとりががんばれ
る役を自分で選びました。 登場人物になりきるために、
みんなに聞こえる声でセリフを言うことを目標にしてい
ます。 セリフを言いながら、 子どもたちと動きを考え
たり、 劇中の歌を元気よく歌っていたりと、 楽しんで
練習に励んでいます。 更にパワーアップしていけるよ
うにがんばっているので、 応援よろしくお願いします。
 保育園生活も残すところあと３ヶ月となりました。 担
任としては寂しい気持ちもありますが、 子どもたちと
楽しい思い出をたくさん作って行きたいと思います。
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考え悩み、成長してきたと思います。子どもたち一人ひ

とりが『これはできる』という自信を胸に安心して進級

できるようしっかりと見守ってまいります。

　昨年同様、保護者の皆様にはご理解、ご協力いただけ
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年がお子様にとって、保護者の皆様にとって笑顔がたく
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発表会

　発表会のご案内でもお知らせさせていただきしましたが、今年度はゆとろ

ぎ小ホールでの発表となります。そのため、乳児、幼児を分けた2部制とし、

入れ替えを導入させていただきます。なお、今年度は優先席・ビデオ席のご

用意はありませんので、各自座席からの撮影をよろしくお願いいたします。

また、Ⅰ部・Ⅱ部の入場をする際には、各ご家庭事前にお申し込みをいただ

いた人数分のカードをお渡ししますので、そのカードを小ホール出入り口に

て提示していただきます。その他詳細は、後日おたよりを配布させていただ

きます。

日付：2019 年２月２日 (土 )
場所：羽村市生涯学習センター『ゆとろぎ小ホール』
時間：第Ⅰ部 ９時 20 分開演
    ( ひよこ・ぺんぎん・うさぎ・つき )
   　 第Ⅱ部 10 時 45 分開演予定
    ( ことり・はな・つき )

獅子舞が

頭を噛むのは何故？

 それは獅子舞が人の頭を噛むことによって、その人についた邪気を食べて
くれるからです。悪魔払いや疾病退治の意味があるため、 悪いことから
守ってくれ、ご利益があると考えられています。子どもの場合は、厄除けの
効果が強くなるとも言われており、 学力向上や無病息災、 健やかな成長
にご利益があるといわれています。そして、 初詣で獅子舞に頭を噛まれる
と、魔除けになり、一年をよりよく過ごすことができると信じられています。
また、 語呂合わせで『獅子が噛みつくと神が付く』という縁起担ぎの意味
もあるということです。


