
「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

のご協力をいただけることになり、

ありがとうございます。

12月の園だより
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２～６ 身体測定週間

６(金) ０歳児健診

９(月) 幼児体育指導

10(火) 避難訓練

13(金) もちつき

14(土) 大掃除

18(水) 調理保育(ことり・はな)

20(金) クリスマス会＆お誕生日会

24(火) こうさくやさん

25(水) 調理保育

26(木) にじいろワークショップ

　　　 ＊年間予定表より変更

＊お知らせ＊

29( 日 ) 休園日
30( 月 ) 年末保育
　　　※事前申し込み必要

６(月 ) 新年会＆お誕生日会

６～ 10 身体測定週間

８(水 ) 避難訓練

15( 水 ) 発表会リハーサル

17( 金 ) にじいろワークショップ

20( 月 ) 幼児体育指導

28( 火 ) 発表会リハーサル

12月の予定

1月の予定

●運動会保護者アンケート集計結果

 保護者の皆様、アンケートにご協力いただきありがとうございました。

◆1年でできることが増え、子どもの成長を感じられる内容で感動しました。
　練習の成果も出ていたので良かった。来年も楽しみです。毎年、衣装やグッ
　ズが凝っていて見ている方も本人も楽しそうですなどの意見を数多く頂戴
　しました。
◆運動会中、水分補給タイムがあり、大人も意識することができて良かった
　です。子どもの所にテントがあり日陰で待機したり、競技以外の所の配慮
　もあり安心して預けられた。保護者席側にもテントをもう少し欲しい。折
　りたたみテントを張っても良いゾーンを作っても良いのではというご意見
　もありました。
　　→次年度は、保育園で手配できるテント数を増やし、できる限り保護者
　　　席側にもテントを張れるよう検討をして参ります。折りたたみテント
　　　の設置は、安全面を考慮すると今のところ難しいのが現状です。
◆靴や衣装の用意など、もう少し早めにお知らせしていただけるとありがた
　い。
　　→お知らせ等の配布日などは、再度検討させていただきます。

災害時用ホームページのお知らせ

 緊急時における安否情報についてお知らせする「災害時用ホームペー

ジ」のアドレスをお気に入りなどへの登録をお願いします。

閲覧の際にはユーザー名・パスワードの入力が必要となり、ユーザー名・

パスワードともに「sun( 小文字 )」と入力ください。

http://saigai-aozora.sblo.jp
あおぞら保育園災害時用ＨＰ

「お気に入り」に未登録の方は、登録をお願いします。

●ひよこ
  散歩が楽しくなってきたひよこ組さん。 月齢の高い
お友だちは歩くのが好きで、 カートに乗せると 『ある
かせてよ』 とばかりに両手を挙げてアピールしていま
す。 順番に保育士と手を繋いで歩くとニコニコしてい
ます。 指さしや、 何やらおしゃべりをしたりと楽しそう
にしています。 嬉しい気持ちを大切に歩く経験をたく
さんしていきたいと思います。 ベビーカーに乗っている
だけだった月齢の低いお友だちも、 この頃はカートデ
ビューをしました。 カートがゆらゆらと揺れるのが心地
良いのかウトウトすることもあります。 また、 つかまり
立ちで景色が見えると嬉しそうに 『おぉ』 『あぁ』 と
大きな声を出しています。 これから寒くなりますが体
調を整えながらできる限り戸外に出て、 冬ならではの
体験をしていきたいと思います。

●ぺんぎん
 早いもので、 もう１２月。 ４月はまだ赤ちゃんっぽさが
残っていたみんなも、 お兄さんお姉さんらしくなって
きました。 おしゃべりが楽しくなってきた子どもたちは、
『きいてきいて』 と見つけたこと、 思ったことを教えて
くれるようになりました。 少しずつですがお友だちと
も、 『かして』 『いいよ』 などのやりとりも見られてい
ます。 様子を見守りながら友だちとの関係も深まる
よう、 フォローしていけたらと思います。
 ぺんぎん組は運動会以降、 踊ることがより楽しくなっ
たようで曲に合わせてダンスをしたり、 ピアノに合わ
せて動物や電車、 虫の真似っこをしているので、 遊
びの中で表現活動をたくさん取り入れている所です。  

●うさぎ
 １１月はたくさん散歩に出掛けました。 少しずつ歩ける
距離が長くなり、 初めての公園にも挑戦しました。
公園に着いてからも、 走ったり遊具で体を動かす姿が
見られ、 体力がついてきたことを実感しました。 最近
はごっこ遊びにも興味が出てきたようで、 ルールは自
由ながらも小集団でかくれんぼをしたり鬼ごっこを楽
しんでいます。
 初めての調理保育では、 先日芋掘りで穫れたさつま
いもを使い、 芋巾着を作りました。 マッシャーで潰し
たりラップで包んだ芋を丸める作業に張り切る子ども
たち。 自分たちで作った芋巾着を嬉しそうに食べてい
ました。
 １２月も散歩にたくさん出掛ける予定なので、 動きや
すい上着と水筒のご用意を引き続きよろしくお願いし
ます。 また、 少しずつ発表会に向けて劇遊びを取り
入れていきたいと思います。

●ことり
 だんだんと寒くなり、 冬の訪れを感じるようになりま
したね。早いもので今年も残すところあと１ヶ月となり、
サンタさんが来ることを心待ちにしている子どもたち
です。
 １１月は芋煮会の他にもクラスでミニ調理保育をたくさ
ん行いました。 芋掘りで掘ったお芋でスイートポテト作
りに挑戦しました。 子どもたち同士で話し合い、 材料

を入れる順番や混ぜる順番を決めたりする姿もあり、
成長を感じました。 ホットプレートに生地を乗せて、 フ
ライ返しでひっくり返すことも上手になりました。 また、
毎朝順番でお当番さんが水やりをしていた小松菜も
とても大きくなり収穫をしました。たくさん穫れたので、
チヂミとナムルにして、 みんなで美味しくいただきま
した。 ことり組になり、 作ることも、 食べることも大
好きになりました。 来月も調理保育を予定しているの
で、 お楽しみに。
 そして、 発表会の練習も少しずつ始まってきました。
今年は幼児合唱にも参加するので、 今から張り切っ
て歌を覚えようとがんばっています。 風邪を引きやす
時期ですが、 手洗い ・ うがいをしっかりして、 元気に
過ごしていきたいと思います。

●はな
 11 月は芋掘りの芋を使った調理保育がありました。
今年は芋まんじゅうに挑戦。 ふかした芋を潰して芋餡
を作り、 包む生地も一から作りました。 パクッと味見
をする子もいたほど芋餡からは甘い匂いがしていて、
蒸している間 『まだかな～まだかな～』 と目をキラキ
ラさせていた子どもたち。 やっと完成した芋まんじゅ
うはとても甘く美味しくできました。
 菜園活動では、 ミニ大根を植えました。 思っていた
より種が小さく 『ゴマみたいだね 『こんなに小さいと
思わなかった』と新しい発見があったようです。 グルー
プで大根に名前をつけてもらったのですが 『にっくん』
『ユニクロちゃん』 などユニークな名前もあって、 子
どもたちの感性は面白いなと改めて実感しました。
 そして、 少しずつ発表会に向けてみんなで話し合い
を始めました。 楽しんでいる遊びや活動などを取り入
れながら、 みんなで一緒に作り上げていきたいと思
います。 12 月は寒くなってきますので、 体調管理に
気をつけながら寒さに負けず元気に過ごしていきたい
と思います。

●つき
 11 月は芋煮会の材料を買うために、 西友に行きま
した。 グループごとに買うものが書いてある紙を見な
がら分担して買い物をしました。 普段からお家の人と
の買い物をよく見ているようで、 『こっちの方が大き
いよ』 『これは高すぎる！』 など言いながらみんなで
相談して買う姿が微笑ましかったです。 芋煮会当日
は包丁でたくさんの食材を切ったり、 園庭で大きなお
鍋に入れるお手伝いをしました。 食べるときには、 『こ
の大きいのはぼくが切ったやつかも』 とよく見て、 味
わい、 みんなで作ったさつま汁はいつもの何倍も美
味しかったようです。
 そして、 発表会の役を決めました。 やりたかった役が
できなくて譲ってあげる子もいましたが 『ありがとう』
の言葉だけでなく、 他の子も自然に 『譲ってあげて
優しいね』 『その役も似合ってるよ！』 と声を掛け合い、
良い雰囲気の中で決めることができました。 みんな
やる気満々なので、 12 月から練習をスタートしていき
ます。 今年も残りわずかですが、 元気に楽しく過ご
せるようにしていきたいと思います。

１３日は
　　　『おもちつき』

12/14( 土 ) は保育園内
の大掃除を行います。 当
日は何かとご迷惑をおか
けすると思いますが、 ご
理解 ・ ご協力の程よろし
くお願いします。

大掃除

 冬は訪れるの？という天候が続きましたが、ここに来て朝、晩

と寒さを感じるようになってきました。気温差があると体調を

崩しやすくなりますので、十分気をつけていきたいものですね。

 早いもので今年も残すところ 1 ヶ月となりました。振り返って

みると『災害』という二文字を日々見たり、聞いたりすること

が多かったように思います。いつ、どのような災害が身近に起

こるかわかりませんが、もしもの時のことはご家族で話し合っ

ておくことも大事ですね。

 さて、子どもたちは数々の経験、お友だちのとの関わり、行事

を通じてそれぞれ一回り大きくなってきたように思います。ど

んなことにも『やってみたい』『〇〇ができたよ』と胸を張って、

言えるようになってきた子どもたちを逞しく感じます。子ども

たちの育ちつつある小さな芽を大切にしていきたいと思いま

す。

 この一年、保護者の皆様には、ご理解、ご協力をいただき心よ

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まいりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。


