
●ことり
 １月は、 新年会でコマ回しを見たからなのか、 コマ回

しブームがやってきました。 「紐が上手に巻けないよー」

「すぐ止まっちゃう」 などと苦戦しながらも少しずつ回

せるようになり、 「見てみて！回った！」 と嬉しそうな顔

がたくさん見られました。 外遊びでは、 ルールのある

遊び、 おにごっこやかくれんぼなどが大人気です。

かくれんぼなのに顔をひょっこり出してしまうなどまだ

まだ上手に隠れきれないこともありますが、 見つかっ

てしまってもとても楽しそうな子どもたちです。

　いよいよ発表会本番ですね。 ゆとろぎのリハーサル

ではとても緊張していた子どもたち。 保育園に帰って

きて、 「舞台の上はドキドキするから、 お友だちを歌で

助けてあげようか」 とお話しをしました。 少しずつ、

応援の声が届いてきているように感じます。 当日はた

くさんのお客さんの前ですが、 ことり組みんなで頑張

りますので大きな拍手をよろしくお願いいたします。

●はな
 もうすぐ発表会ですね。 台詞や道具の扱い、 立ち位

置と、 一生懸命練習を重ねて覚えてきました。 その集

中力と緊張感の保ち方がとてもステキです。 劇の練

習をしていて面白いなと感じるのは、 保育園で練習を

しているときは、 シャキッとかっこいい感じのさるかに

合戦なのですが、 ゆとろぎでのリハーサルでは、 いつ

もと違う場所が物珍しくて緊張と楽しさからか、 ふん

わりした感じのお芝居に。 リハーサル後の子どもたち

は 「楽しかった。 上手にできた」 ととてもうれしそうに

しています。 当日はどんなさるかに合戦になるのか楽

しみです。 今までの練習と、 当日の頑張りにあたたか

い拍手をよろしくお願いいたします。

●つき
　いよいよ発表会ですね。 年明けに練習を再開し、 劇

でのセリフや動きを覚えていたりと、 発表会に対する

子どもたちのやる気を大きく感じました。 「役になりき

ること」、 「大きな声でセリフを言うこと」 を目標にして

きました。 また、 初めて司会のことばにも挑戦したり、

幼児合唱では保育園で一番大きなお兄さん ・ お姉さ

んとして、 張り切っています。 保育園最後の発表会。

今までがんばってきた姿を温かく見守っていただける

と嬉しいです。

　また、 つきぐみになってから初めての調理保育で作っ

た味噌が完成し、 子どもたちから 「みんなにも食べさ

せてあげたい！」 という、 優しい声が。 グループ毎に

二階のクラスに味噌ときゅうりを持って届けに行き、

一緒に給食も食べました。 「どうやって作ったの～」

と聞かれると得意気に答えていたり、 給食の片付けも

手伝ってくれました。 そして、 2 月はずっと憧れていた

『つきぐみレストラン』 が開店します。 お別れ遠足で昭

和記念公園に行ったり、 小学校に向けての集まりに参

加したりと、 行事が盛りたくさんとなっています。 寒

い日が続きますが、 楽しい思い出がたくさん作れるよ

うに元気に過ごしていきたいと思います。

●ひよこ
 いよいよ発表会ですね。 リハーサルでは、 １２０点！とい

うくらい、 いつも通りの姿を見せてくれた子どもたち。

当日は、 たくさんのお客さんを見て泣いてしまうのか、

ニコニコ笑顔で参加できるのか。 どんな姿を見せてく

れるのでしょうね。

　日中は歩いて園の周りをお散歩に出る機会が増えま

した。 電車にバイバイすることが日課になっているひ

よこ組さん。 外遊びでは園の外階段にも挑戦し、 ハイ

ハイや手すりにつかまって上まで上がれるようになりま

した。 そして、 外遊び後は脱いだ服を自分の汚れ物を

入れる袋に入れようとする姿も見られます。 色々わか

るようになり、自分でやってみたいが増える時期になっ

てきたことを嬉しく思います。

 ひよこ組も残り２ヶ月。 たくさんの経験を一緒にでき

たらと思います。

●ぺんぎん
 寒くても外で遊びたいぺんぎんさん。 お友だちや、

先生とマラソンのような追いかけっこをしたり、 「もー

いいかい？」 「まーだだよ」 の声に合わせてかくれてみ

たり出てきたり。 まねっこ遊びをしながら外遊びを楽し

んでいます。 その様子を、 発表会の出し物にも少しで

すが取り入れています。 そんな所も見ていただけると

嬉しいです。

 毎日たくさん遊ぶからなのか、 お腹もすくようで給

食はおかわりの嵐。 スプーンやフォークの使い方も上

手になってきたのもあるのでしょうね。 今まで以上に

給食の減り具合が早いです。 よく遊びよく食べた後

は、 たっぷりお昼寝もしています。 体力を蓄えてあと

少しの寒い日も楽しく過ごしていきたいと思います。

●うさぎ
 １月は新しいことを２つ始めました。 1 つ目は、 幼児ク

ラスの朝礼に参加。 静かにお話を聞いたり、 一緒に

体操をしたりとお兄さんお姉さんの様子をじっと見て

真似をしていました。 もう一つはうがいに挑戦。 ぶく

ぶくうがいは上手にできるようになりました。 まだガラ

ガラうがいは難しいようで苦戦している子もいますが、

「きょうもうがいする～」 と毎日意欲的に練習してい

ます。 少しずつ色々なことができるようになり、 みん

な嬉しそうです。

 もうすぐ発表会。 大好きな絵本を劇にしたので、 練

習中も歌をうたったりしながら楽しんでいた子どもた

ち。 今回は初めてセリフにも挑戦し、 大きな声で言え

るように頑張って練習してきました。 当日は緊張して

固まってしまう子もいるかもしれませんが、 かわいい

姿をお見せできたらと思います。 あたたかく見守って

いただけたら嬉しいです。

２(土) 発表会
５(火) 調理保育(ことり)
　　　 ０歳児健診
７(木) 保健指導(はな)
８(金) 保健指導(ことり)
12～15 身体測定週間
13(水) 調理保育(つき)
14(木) お誕生日会
15(金) お別れ遠足
18(月) 幼児体育指導
19(火) 富士見小交流会(つき)
20(水) にじいろワークショップ
21(木) 人形飾り
22(金) お別れ遠足(予備日)
23(土) 新入園児面談
25(月) こうさくやさん
26(火) 羽村市年長組交流会
27(水) 保健指導(つき)
★予告なし避難訓練

１(金) ひなまつり会
       お誕生日会
２(土) 新入園児面談
４～８ 身体測定週間
５(火) 人形仕舞
６(水) ドッチボール大会(つき)
11(月) 幼児体育指導
14(木) 保健指導(つき)
23(土) 卒園式
25(月) 新クラススタート

2月の予定

3月の予定

17 ： 00～ 18 ： 00

４( 月 ) 新つき組
５( 火 ) 新はな組
６( 水 ) 新ことり組
７( 木 ) 新うさぎ組
８( 金 ) 新ぺんぎん組

３
月

※新クラスのお部屋にてクラス説明会
　を行います。

新クラス説明会

2 月の園だより

あおぞら保育園 平成 31 年 2 月号

保育所児童保育要録の送付を実施します

 小学校などに就学する保育園児童に対する 「保育所児童

保育要録」の作成が義務付けられ、 小学校などへ送付する

ことになりました。これは、 ２０0９年 4 月から施行された 「保

育所保育指針」 に基づき、 子どもの育ちを支える資料とし

て保育園が作成するものです。対象は、 今年 4 月に小学校

などへ就学する保育園児童全員で保育園から就学先の小

学校などにお渡しする予定です。

 保育士の福田直也が、病気療養中のため長期でお休みをいただいて

おります。現在、回復に向かっておりますが、復帰までには今しばらくお

時間をいただくことになると思われます。皆様にはご心配をいただい

ておりますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

  寒さの中にも早春の息吹が少しずつ感じられるようになって
まいりました。 いよいよ発表会間近となり、 園内には大きな
声で劇のセリフを言う子どもたちの声が響き渡っています。 今
回は皆様もご存じの通り、 大ホールではなく小ホールとなっ
てしまい、保護者の皆様には色々とご協力いただくこととなり、
大変申し訳なく思っております。 ただ、 子どもたちにとっては
場所の大きさは関係なく、 大好きなご家族に自分の一番ス
テキな姿を見てもらうことが何よりのようです。 日々練習をする
中で 『今日はどうだった？』 と必ず聞いてくる子どもたちに 『と
ても上手だったよ』 と応えると 『やったー』 ととても嬉しそうに
してくれます。 自分のがんばりを褒めてもらいたい、 認めても
らいたいと本当に一生懸命です。 本番は緊張から普段の力
を出し切れないかもしれません。 ですが、 その日の結果では
なく毎日頑張って積み重ねた努力にたくさんの拍手をいただ
けたら、 子どもたちにとってとても大きな自信へとつながること
と思います。
 さて、 今年度も残すところ 2 ヶ月を切りました。 子どもたちが
胸を張って、 就学 ・ 進級ができるよう一日一日を大切に保育
してまいりますので、 どうぞよろしくお願いいたします。

◎換気をしましょう

 部屋を閉め切って遊んでいると空気が汚れ、頭がぼんやりする、
気分が悪くなる、ふらふらするなどの症状が出てきます。空気が
汚れる原因は、人の吐く息や細菌・ウィルス、ほこりなどです。
１時間に１回は窓を開けて風の流れを作り、部屋に新鮮な空気を
取り入れましょう。


