
●ひよこ
 今年も残りわずかとなりました。 朝晩はすっか
り冷え込み冬本番。 先月のおたよりをご覧いた
だいたようで、 薄着で過ごし元気に遊んでいま
す。 ご協力ありがとうございます。 朝のおやつ
の時間に手遊びや歌、 絵本の読み聞かせを行
うことが日課となりました。 みんなキラキラと目
を輝かせ、 まねっこをしている姿が可愛らしいで
す。 同時にことばも覚え、 昨日まで言えなかっ
た単語が言えるようになると、 担任の拍手につ
られて、 子どもたちも手をたたいてみんなで喜ん
でいます。
 今月も風邪などひかずに元気に過ごしていきた
いと思います。

●ぺんぎん
 寒くなり、 鼻水が出たり咳をするなど体調管理
が難しい気候となりました。 そんな中、 ぺんぎ
ん組のお友だちは鼻水が出ると自分でティッ
シュで拭いたり、 「はなでた」 と拭いてもらいに
来るようになってきました。 手洗いの習慣もつ
いてきたので、 これから感染症の流行る季節に
向けて予防ができればと思います。 天気の良い
日には遠くの公園に行く機会も増えてきました。
初めての遊具に 「こわい」 と言っていても、 帰
りには 「たのしかったね」 「またいこうね」 にな
ります。 初めてのことや難しいことにもチャレン
ジをして楽しめる姿が見られるようになりました。     
 これからの季節、 天候によっては外遊びができ
ない日もありますが、 ホールのバランス遊具や
マット運動など全身を使って遊べるようにしたい
と思います。

●うさぎ
　少し肌寒くなり初冬らしい気温になってきまし
た。 先月はたくさん散歩へ行きました。 前を歩
く子との距離ができると自分たちで気がついて
声を掛け合い、 間隔を詰めようとする姿も見ら
れました。 体力がついてきたので、 少し距離の
ある公園にも挑戦していますが、 元気いっぱい
で、 帰り道も 「またいこうね」 の声が聞こえる
程です。
　また、 最近のうさぎ組ではパズルがとても流
行っています。 ピースが小さくても一人でコツコ
ツ頑張ってみたり、 お友だちと協力して完成さ
せて一緒に喜ぶ姿も見られます。 難しくても 「好
きなキャラクターだがら頑張る」 とやる気いっぱ
いで集中して遊んでいます。
　12 月は発表会に向けて、 歌やリトミックも多く
取り入れていこうと思います。 4 月から行ってい
る音に合わせて歩く、 走る、 止まるなどの基本
的な動きに対しての子どもたちのアレンジがとて
も可愛いので、 ぜひ楽しみにしていてください。

●ことり
 園外保育では、 お弁当のご準備ありがとうご
ざいました。 作っていただいたお弁当を見た瞬
間みんなの顔が嬉しそうにキラキラと輝いていま
した。 縄跳びの練習が始まり、 外で遊んでいて
も 「なわとびやりたい」 と練習しています。 最
初はなかなか跳ぶタイミングがつかめなかったお
友だちも、 徐々に跳べるようになり 「みて～！」
と嬉しそうに教えてくれます。 また、芋ほりで掘っ
たさつまいもを使って 3 回調理保育を行いまし
た。 さつまいもを自分たちの手できれいに洗うと
ころから始まり、 芋煮会でさつま汁を作り、 つぶ
したさつまいもを丸めて自分たちで焼いてスイー
トポテトを作り、 お米を研いで中にお芋を入れて
芋ご飯を作りました。調理をした後はみんなで「お
いしい～！」 と素敵な笑顔が見られました。 12
月もさらに寒くなりますが今年最後の 1 か月を
元気に過ごしていきたいと思います。

●はな
 11 月はお散歩日和の日が続き、 たくさん公園
に出かけることができました。 体力もついてきた
ようで、 少し遠い公園の帰り道でもペースが落
ちず、 しっかりと歩くことができるようになりまし
た。 鬼ごっこやかくれんぼなど、 集団遊びをお
友だち同士で相談し、 楽しんで遊ぶ姿も見られ
るようになってきました。
　お芋を使ってのミニ調理保育では、 芋ご飯 ・
スイートポテトを作りました。 「ほっぺたが落ちちゃ
いそう～」 と、 とっても嬉しそうなはな組さん。
１２月にはクリスマスクッキー作りもあるので、 お
楽しみに。
　いよいよ冬本番。 体を動かす前にはしっかりと
準備体操を行い、 日々続けているマラソンをして、
丈夫な体作りをしていきたいと思います。

●つき
　11 月は芋煮会の材料を買いに行くために、 グ
ループに分かれて西友に買い物に行きました。
買うものが書いてあるメモを見ながら、 「あっち
にあるかも！」 「これ食べたいな～」 「高いのにし
ちゃおう」 と和気あいあいと買い物をする姿が
微笑ましかったです。 芋煮会当日は、 買ってき
た材料をたくさん包丁で切ったり、 鍋に入れるお
手伝いをしました。 食べるときには 「いつもより
すごく美味しいね」 「みんなで頑張ったからだよ」
と話しながら何度もおかわりをし、 鍋が空っぽに
なるまで食べた子どもたちです。
　１２月は少しずつ発表会の練習を始めていきま
す。 歌や劇が好きなつき組なので、 今から 「○
○の役がいいな～」 「この歌うたいたい」 とや
る気満々です。 最後の発表会、 みんなで楽しく
取り組んでいけたらと思います。

12月の予定

４(金) もちつき

７(月) 幼児体育指導

７～11 身体測定週間

９(水) 避難訓練

12(土) 大掃除

14(月) 0歳児健診

17(木) 調理保育(ことり・はな)

18(金) クリスマス会＆誕生日会

23(水) こうさくやさん

24(木) 調理保育(つき)

25(金) にじいろワークショップ

＊お知らせ＊

29(火) 年末保育

30(水) 年末保育

　　　※事前申し込み必要

1月の予定

４～８ 身体測定週間

６(水) 新年会＆誕生日会

12(火) 発表会リハーサル

13(水) 幼児体育指導

15(金) 避難訓練

21(木) にじいろワークショップ

26(火) 発表会リハーサル

12月の園だより
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　冷たい風とともに枯れ葉が舞い、冬の訪れを感じるよ

うになりました。早いもので今年も残すところあと 1ヶ

月、この一年はとても慌ただしく過ぎてしまいました。

これから寒さが激しくなり、様々な感染症が流行し始め

ますが、今年は新型コロナウィルス感染症への対策も怠

ることができません。何事もなく無事に日常を過ごせる

ことを祈るばかりですが、どれだけ対策をしていても絶

対に大丈夫とは言い切れない状況です。保護者の皆様に

は、万が一保育園が臨時休園となった際の対応につきま

して準備いただきますよう、改めてお願いいたします。

　さて、子どもたちはというと何一つ変わることなく日々

の生活を楽しみ、次の行事を目指して頑張っています。

その姿を見ていると何も起きていないかのように思え、

かわいらしい笑顔に心が癒され励まされます。子どもた

ちに負けないよう職員一同健康管理に気を付けしっかり

とサポートして参ります。そして、新しい年を皆様が笑

顔で迎えられますよう心からお祈り申し上げます。

●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。

◆日々の成長を見ることができて良かった。子どもたちの自信にもつ

　ながったのではないかと思う。他のクラスの競技を自分の子どもに

　も当てはめ成長を感じられる内容でした。とても楽しそうな笑顔が

　たくさん見られて良かった。などの意見を数多く頂戴しました。

◆親子競技は、コロナのため見られなかった、やれなかったのが残念。

　リレーだけでも見られて良かった。コロナ禍での開催でしたが適切

　な対応だった。コロナが落ち着いたら復活して欲しい。

　　→感染状況に応じて来年度は内容を検討させていただきます。

◆コロナで大変な中、運動会を開催していただきありがとうございま

　した。入り口での検温・除菌・お手拭き配布・家庭毎の待機場所の

　確保、人数制限など対策がよく取れていた。普段より種目数が少な

　かったが、その分一つ一つの種目をじっくり観ることができた。　

　いつもと違う運動会だったがすごく楽しかった。

12/12( 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
しますが、 ご理解 ・
ご協力の程よろしく
お願いします。

大掃除

●新型コロナウイルス感染症対策

 保育園内での対応についての詳細は、あおぞら保育園ホームページの
トップページにあります『新型コロナウィルス関連』内をご確認くだ
さい。保育園からのお知らせ、配布させていただいたお手紙、行政か
らの連絡・通知等を掲載しています。また、新しい情報等、随時更新
させていただきますので、定期的にご確認をお願いいたします。

お願い

　ご家庭で不要になった、古
いタオル・古布がありました
ら、保育園までお持ちくださ
い。ご協力お願いいたします。


