
1月の園だより
あおぞら保育園　2020年1月号

発表会

●ひよこ

 あけましておめでとうございます。 本年もよろし
くお願いします。
 散歩中に犬に出会うと 『ワンワン』 と指さしで
伝えたり、 電車に向かって 『バイバイ』 と全身を
使い表現をしています。 月齢の低いお友だちも、
つかまり立ちをしてカートに乗ることができるよう
になり、 今までとは違う景色にキラキラと目を輝
かせています。 ひよこ組さんは身体を動かして遊
ぶことも好きなようです。 室内で過ごす日にマッ
トやトンネルを用意すると、 山になったマットを登っ
たり、 山型のトンネルを潜っています。 また、 お
友だち同士トンネルの中で 『ばぁっ』 と、 かくれ
んぼのようなことをして笑い合ったりと、 私たち
の予想を超えて楽しく遊ぶ姿が見られました。
 朝の歌や手遊びもさらに上達し、 担任の様子を
じーっと見て一生懸命に振りを真似る姿がとても
可愛らしいです。 今は、 ダンスにも興味が出て
きたようで、 曲などに合わせてノリノリで踊ってい
ます。 来月には、 発表会が控えています。 日々
の元気いっぱいで可愛い姿を見ていただきたい
と思います。

●ぺんぎん

 あけましておめでとうございます。 昨年もたく
さんのご協力をありがとうございました。 本年も
よろしくお願いいたします。
 おしゃべりはもちろんですが、 お友だちとのやり
とりが益々盛んになってきたこの冬。 気の合う
子と同じことがしたい、 同じ場所にいたいという
気持ちが出てきたように思います。 まだ上手く
伝えられないことがほとんどですが 『○○した
かったかな』 と気持ちを確認しながら、 ことばで
伝えようとするきっかけを作っていけたらと思い
ます。
 もうすぐ発表会。 子どもたちと遊びの中でやり
とりを楽しんでいる所です。 大好きな電車をモ
チーフにごっこ遊びができたらと思います。

●うさぎ

 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。
 寒さが一段と身にしみるこの季節。 吐く息も白
く、 この時期ならではの周りの景色にも目が向
けられています。 そしてキリッと冷たい空気にも
負けず元気に走り回る子どもたち。 ほっぺが赤
くなるところも可愛いです。
 部屋では 『いれて』 『かして』 『いいよ』 と自分
の気持ちをことばで伝える姿が増え、 ことばで
のやりとりも盛んです。 来月には、 そのやりとり
も見られるような劇を見せられるのではないかと
思います。 ぜひ、 楽しみにしていてください。

●ことり

 あけましておめでとうございます。 本年もどう
ぞよろしくお願いいたします。
12 月からいよいよ発表会の練習が始まりまし
た。 劇は子どもたちが大好きな絵本をことり組
バージョンにアレンジしました。 役決めでは、 や
りたい役を自分で選び、 みんなで話し合いなが
ら、 一人ひとりが楽しんで参加できる役になりま
した。 まだまだセリフを言うことは恥ずかしいよ
うですが、 みんなで笑い合いながら楽しく練習
をしています。 そして今年は初めて幼児合唱にも
参加します。 つき組さん ・ はな組さんと一緒に
歌の練習をしていくと、 手話や振り付けを少しず
つ覚えてきて、 元気よく歌うことも上手になって
きました。 また、今月は本番と同じゆとろぎ大ホー
ルでのリハーサルもあり、 発表会に向けての活動
もさらに増えてきます。 手洗い ・ うがいをしっか
り行い、 健康的に過ごし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。
 12 月はもちつき ・ クッキー作り ・ クリスマス会な
どのイベントが盛りだくさんでしたね。 はな組は
一時期体調を崩して人数がぐっと減った日もあり
ましたが、 復活するとみんなパワーアップして元
気いっぱい走り回り笑顔が止まらない子どもた
ちでした。
 発表会の練習も少しずつ始まり、 今回はセリフ
も動きも子どもたちと相談しながら練習を進めて
います。『こういう風にしたら面白いんじゃない？』
『ここのセリフは○○がいいと思う』 など、 子ど
もたちが真剣に意見を出し合う姿がみられ成長
を感じる日々です。 1 月から本格的に練習が始
まるので、 はな組らしい発表会になるよう、 楽し
く練習していきたいと思います。

●つき

 あけましておめでとうございます。 保育園生活
も残り３ヶ月となりましたね。 お昼寝がなくなり、
他のクラスの子の寝かしつけを手伝ってくれたり
と頼もしくなった子どもたちに成長を感じる一方
で、 もうすぐ卒園なんだなぁと少しさみしくなる
時も増えてきた担任です。 楽しい思い出をみん
なでたくさんつくり、 充実した毎日にしていきた
いと思います。 本年もよろしくお願いします。
 そして、 いよいよ発表会の練習がスタートしまし
た。 子ども用の台本を見ながら友だち同士でセ
リフの練習をしている姿がとっても可愛いです。
みんなのアイディアをたくさん詰め込みながら、
つき組らしい 『アラジン』 にしていきたいと思い
ます。

1月の予定

2月の予定

６(月) 新年会＆お誕生日会

６～10 身体測定週間

８(水) 避難訓練

９(木) ０歳児健診

15(水) 発表会リハーサル

17(金) にじいろワークショップ

23(木) 幼児体育指導

28(火) 発表会リハーサル

３(月) 豆まき

３～７ 身体測定週間

５(水) 発表会リハーサル

８(土) 発表会

12(水) こうさくやさん

14(金) お誕生日会

17(月) にじいろワークショップ

18(火) 調理保育(つき)

       ★年間予定より変更

19(水) 人形飾り

20(木) 調理保育(ことり)

    　 富士見小交流会(つき)

21(金) おわかれ遠足(つき)

25(火) 保健指導(つき)

26(水) 幼児体育指導

　　　 ★年間予定より変更

   　  保健指導(はな)

27(木) 保健指導(ことり)

28(金) おわかれ遠足(予備日)

29(土) 新入園児面談

新クラス説明会

３月６日(金)…新つき組

  　 ９日(月)…新はな組

  10日(火)…新ことり組

  11日(水)…新うさぎ組

  12日(木)…新ぺんぎん組

★17時より新クラスにて説明

　　会を行います。

２０20年

 あけまして
　　　おめでとうございます。
 子どもたちの『あけましておめ

でとう』と元気な声で令和 2 年

がスタートします。年明けと共に

今年度も残すところ 3 ヶ月とな

りました。日々の生活の中で、

数々の経験を積み重ねたくさん

の『できないこと』が『できるこ

と』に変わり、子どもたちは自信をつけ成長してきました。

失敗してはどうしたら成功するのかと一生懸命考えます。

それが一人ひとりの力の源となり、ステップアップへと繋

がったように思います。『できること』を胸にどの子も安心

して進級できるような環境づくりを心がけ保育して参り

ます。

 昨年同様保護者の皆様にはご理解、ご協力をいただきま

すようよろしくお願いいたします。そして、新しい一年が

保護者の皆様とお子さまにとって笑顔溢れる年になりま

すようお祈り申し上げます。

日付：2020年２月８日(土)
時間：午前９時45分開演
場所：羽村市生涯学習センター『ゆとろぎ大ホール』
園児集合時間：午前９時30分
園児集合場所：
　　ひよこ・ぺんぎん・うさぎ→ゆとろぎロビー
    ことり・はな・つき   →大ホール内の園児席

 午前９時15分に大ホールを開場させていただきますので、そ
れぞれ席を確保していただきますようお願いします。また、
集合のお時間になりましたら、各クラス担任がプラカードを
持ち待機しておりますので、各クラスの集合場所までお子さ
んをお連れください。その際、上着等は脱いでお集まりくだ
さい。
 ゆとろぎは、他の利用者様もご利用なさいますので、ロビー
等ではご迷惑にならないようご協力をお願いいたします。 


