
1月の予定

2月の予定

４～７ 身体測定週間

６(木) 避難訓練

７(金) 新年会＆お誕生日会

13(木) にじいろワークショップ

17(月) ０歳児健診

19(水) 発表会リハーサル

24(月) 幼児体育指導

28(金) 発表会リハーサル

１～４ 身体測定週間

２(水) 発表会リハーサル

３(木) 豆まき集会

５(土) 発表会

８(火) こうさくやさん

９(水) 調理保育(ことり)

14(月) 保健指導(ことり)

15(火) 幼児体育指導

16(水) 調理保育(つき)

　　　 保健指導(はな)

17(木) 人形飾り

18(金) お別れ遠足

21(月) 保健指導(つき)

22(火) お誕生日会

24(木) にじいろワークショップ

25(金) お別れ遠足(予備日）

26(土) 新入園児面談

新クラス説明会

３月４日(金)…新つき組

  　 ８日(火)…新はな組

　　　９日(水)…新ことり組

  　１０日(木)…新うさぎ組

　　 １１日(金)…新ぺんぎん組

★開催方法等の詳細は、後　

　　日お知らせいたします。

第9回　発表会

日付：2022年２月５日(土)

場所：羽村市生涯学習センター『ゆとろぎ大ホール』

 今年度は新型コロナウイルス感染拡大予防のため
、乳児・幼児の入れ替え制を予定しております。ま
た、参加される方全員の健康チェックシートを事前
にご用意し、当日ご持参いただく等の対策も予定し
ております。プログラムの内容、園児集合時間、場
所等の詳細は、後日、改めてお知らせいたします。

1月の園だより

あおぞら保育園　2022年1月号

あけましておめでとう
　　　　　　ございます

●ひよこ

　あけましておめでとうございます。 本年もよろし
くお願いいたします。
　新しい年も元気いっぱい、 寒さに負けずに楽しく
過ごしていきたいと思います。
　最近のひよこ組さんは、 絵本がだ～いすきです。
棚から絵本を出してきては、 『よんで』 と手渡して
きます。 絵本を読み始めると、 言葉と同じ動きを
したり、 一緒に単語を口に出す姿がなんとも可愛
らしいです。 読み終わると 『もういっかい！』 とお
ねだりする姿もこれまた可愛らしいです。 また、
一人で絵本を上手にめくり、 じーっと見て読んで
いたり、 単語を自ら発したりする子もいます。 そん
な絵本が大好きなひよこ組は、 発表会も絵本を
テーマにしています。 楽しみにしていてください。

●ぺんぎん

　2022 年あけましておめでとうございます。 今年
も元気に楽しいぺんぎん組にしていきたいと思いま
す。 どうぞよろしくお願いいたします。
　寒くても外遊びが楽しいぺんぎん組さん。 散歩
先では鉄棒にぶら下がってみたり、 コンビネーショ
ン遊具に上って『見てみて』とアピールをしています。
できる事が増えて嬉しくて仕方ないようすです。
　先月より少しづつ発表会に向けて練習をして気分
を盛り上げています。 楽しみにしていてください。
そのためにも当日みんなで参加できるよう、 体調
管理に気を付けていきたいですね。

●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。 　
　空気も乾燥し、 本格的に冷え込んできましたね。
先月は手洗い指導を受け、 うがいの練習もしまし
た。 手洗いの歌を口ずさみ意識して手を洗う姿は
とてもかわいく、 改めてしっかり手を洗おうと思わ
せてくれます。 また、 自分たちで決めたマークが
嬉しいのか、 コップの裏に描かれたマークを見ると
笑顔を浮かべ、 鏡を見ながらうがいをがんばって
います。 一人ひとり給食の前にうがいをする時間
を作り担任が見守ることで、 少しずつ 『給食の前
にぶくぶくうがいをする』 という生活のリズムに慣
れてきました。
　戸外遊びでは寒さからか縮まって遊ぶ姿が増え
たこともあり、 怪我防止のためにも体操 ・ マラソ
ンをして身体を温めてから遊んでいます。 マラソン
では子どもたちが好きな音楽をかけることで曲が
終わるまであきらめず、楽しみながら走っています。
幼児クラスとの散歩を重ねたことで歩くのも上手
になり、 また体力がついてきたのか少し遠い公園
でもがんばれるようになってきました。 1 月も寒さ
に負けず、 楽しみながら丈夫な身体づくりをして
いきたいと思います。

●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。
　先月より、 発表会に向けての取り組みがスタート
しました。 子どもたちも、 『この役がやりたい』 と
いう思いがあり、 クラスで相談しながら配役を決
定し、 役ごとにセリフを覚える練習が始まりました。
衣装や小道具ができ上がるたびに 『うわぁ』 『○
○役が使うんだよね』 と興味津々な様子です。
今月からは全体での練習もはじめていこうと思い
ます。 お家で劇のお話があったらどんな様子か聞
いてみてください。
　寒い日が続きますが、 引き続き運動あそびをが
んばるみんなです。 最近は、 縄跳びへの興味が
出てきた様子です。 少しづつ前跳びの形になって
きました。 やってみようの気持ちを認め、 励ましな
がら行っています。

●はな

　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 月はイベントが盛りだくさんでした。 おもちつ
きでは、 『よいしょー』 と張り切って応援し、 つく
のも去年より力強くたくましかったです。 クッキー
作りではたくさん食べたいという子が多く、 小さ
い型を選び大きい型は 『これ大きいからいらない
よ』 と言ったり、 うすーく伸ばしたりと、 ただ作る
のではなく数を気にして知恵を使う子どもたちに
成長を感じました。
　いよいよ発表会の練習が本格的に始まってきま
す。 役も決まり、 セリフも一人ずつ紙に書いて渡し
てあげると、 自由遊びでも練習していたりと意欲
的な子どもたち。 これからどんどん上手になり、
完成していくのが楽しみです。 みんなのアイディア
をもらいながら楽しく、 はな組らしい劇にしていき
たいと思います。

●つき

　あけましておめでとうございます。 本年もどうぞ
よろしくお願いいたします。
　保育園生活最後の発表会に向けての練習が本
格的に始まってきました。 今年はシンデレラの劇に
挑戦します。 セリフを言うことや役になりきること
の恥ずかしさも出てきたようですが、 勇気を出して
役に向き合い、 取り組んでいます。 練習する中で、
日々子どもたちなりの 『～ってやってみたい！』 と
いう発言があり、 たくさんの成長を感じます。 そし
て、 今年は運動会でも力を入れてきた踊り
『Festivo』 を発表会バージョンでお届けします。
立ち位置も変わり、 順番で踊る場面が増えました。
つき組全員心を一つに、 がんばっています。
　一月中旬からは昼寝もなくなり、 活動する時間
も増えます。 思いっきり遊ぶ時間も作っていきな
がら、 卒園に向けて楽しい思い出を残していきた
いと思います。

　明けましておめでとうござい

ます。お正月はご家族みなさんで

ゆっくりと過ごせましたか？良

い初夢を見られましたか？

お休みの出来事を我先にと笑顔

で話す子どもたちの姿が、園のあ

ちらこちらで見られそうです。

　新型コロナウィルス感染症の

ニュースを耳にしてからまる 2

年が経ちました。昨年も刻々と変

わる状況に追われる一年でした

が、保護者の皆様のご協力のもと無事に新年を迎えられ

ました。今年こそは世の中の状況が好転することを願う

ばかりです。

　今年度も残すところ３か月、それぞれ進級に向けて子

どもたちは日々頑張っています。

「できないこと」よりも「できること」をひとつずつ増や

し、目標に向かって前に進んでいます。子どもたちが胸を

張って前進できるよう、できたことをしっかり褒め自信

につなげ安心して活動できるよう見守って参ります。昨

年同様、保護者の皆様にはご理解、ご協力をいただけまよ

うよろしくお願いいたします。そして、新しい一年がお子

様と保護者の皆様にとって笑顔あふれる年になりますよ

うお祈り申し上げます。

2022


