
  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？おじいちゃんおばあちゃ

ん に お 会 い に な れ た 方 も い

らっしゃるでしょうか？

 子どもたちの元気な声と楽し

いおしゃべりと共に 2023 年

がスタートしました。今年度も

残すところ３ヶ月となりまし

たが、子どもたちは日々の生活

の中で、お友だちと一緒に数々の経験を積み重ね、たく

さんの『できないこと』を『できること』に変えて着実に

成長しています。子どもたち一人ひとり本当に頑張っ

ています。失敗しても諦めることなく、何度でも挑戦し

続ける事でできた喜びを知り、自信へと繋がっている

ように思います。この限りない力を信じ、できた事を

しっかり褒め、更なるステップアップができる環境づ

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。

1月の予定

2月の予定

６(金) 新年会＆お誕生日会

10(火) ０歳児健診

10～13 身体測定週間

12(木) 避難訓練

13(金) にじいろワークショップ

18(水) 発表会リハ

23(月) 幼児体育指導

27(金) 発表会リハ

１(水) 発表会リハ

２(木) 豆まき集会

４(土) 発表会

６～10 身体測定週間

７(火) こうさくやさん

８(水) 調理保育(ことり)

９(木) 保健指導(つき)

10(金) お誕生日会

13(月) 保健指導(はな)

14(火) 幼児体育指導

15(水) にじいろワークショップ

16(木) 人形飾り

17(金) お別れ遠足

20(月) 保健指導(ことり)

21(火) 調理保育(つき)

24(金) お別れ遠足(予備日)

25(土) 新入園児面談

●ひよこ
 あけましておめでとうございます。 今年もたくさんの

笑顔がみられる年にしたいと思います。 どうぞよろし

くお願いします。

 １２月に、 はじめて鈴とタンバリンに触れてみました。

楽器を見せるとすぐにキラキラした顔を見せてくれる子

ども達。 すぐに音の鳴らし方を覚え、 いろいろな歌に

合わせて楽器を鳴らして楽しみました。 また、 前よりさ

らにお友だちに興味を持ち、 「○○ちゃんどこ？」 と

聞くと指さしをして教えてくれます。 ことばが出てくる

お友だちも増えたので 「どうぞ」 や 「ばいばい」 な

どやりとりする姿も見られるようになり、 とても可愛ら

しいです。 まだまだ寒さが続きますが体調に気を付け

ながらのびのびと過ごしていきたいと思います。

●ぺんぎん

 あけましておめでとうございます。 今年も元気いっぱ

いぺんぎん組らしく、 楽しく過ごしていきたいと思いま

すので、 どうぞよろしくお願いいたします。 先月はクリ

スマスの製作をしたり、 歌を歌ったりして過ごしました。

そんな中、散歩中にクリスマスの装飾を見つけると 「サ

ンタさんだー！！」 とすっかりクリスマスモードでした。 そし

て、 寒くても外遊びが大好きなみんなは、 公園に着く

とお気に入りの遊具で遊んだり、 ひたすら走ってみた

りしています。 また、 少しずつお友だちや担任とごっ

こ遊びを楽しむ姿も見られるようになりました。 今月

は発表会の練習も始まります。 みんなが大好きな絵

本にちなんだ内容なので、 遊びの中で楽しく取り組ん

でいけたらと思います。

●うさぎ

 あけましておめでとうございます。 今年もよろしくお

願いいたします。 今年はうさぎ組と同じうさぎ年です

ね。 クラスで過ごすのも残り 3 か月となりましたが、

みんなが素敵なことり組さんへジャンプできるように

お手伝いしていきたいと思います。

 先月はもちつきやクリスマス会など様々な行事があり

ました。 子どもたちはどの行事にも興味津々で、 『こ

れなに？』 『またやりたい！』 などの声がたくさん聞こえ

てきました。 クリスマス会ではサンタさんに会うことが

でき、 喜ぶ子や怖がっている子もいましたがプレゼント

をもらうと嬉しそうにしていて、 全員が 『ありがとう』

とサンタさんに伝えることができました。 きちんとあい

さつができるのは素敵なことだと感じています。 発表

会の練習も始まりました。 それぞれの役になりきりな

がら一生懸命セリフとリトミックを練習しています。 子

どもたちは日中の遊びや、 活動でもセリフを言うと真

似っこするようになりました。 今から当日が楽しみで

す。

●ことり
　あけましておめでとうございます。 今年も元気に楽

しい一年にしていきたいと思います。 どうぞよろしくお

願いします。

 先月より、 発表会に向けて練習がスタートしました。

役決めでは 3 人 1 組で、 子どもたちが主体となり相

談をして決定しました。 自分たちで決めたからか、 役

への思いが強くセリフ練習では役になりきって楽しみな

がら行っています。 衣装や大道具が出来上がる度に

「うわぁ」 「○○役が使うんだよね」 と興味津々な様

子です。 少しずつ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頑張っ

ています。 縄跳びへの興味が出てきた様で少しずつ

前跳びの形になってきました。 やってみようの気持ち

を大切に、 励ましながら練習を続けていきたいと思い

ます。

●はな
 あけましておめでとうございます。 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ていました。 子

どもたちも保育士に負けじと力強く頑張っていました。

クッキー作りではたくさん食べたいという子が多く、 生

地を薄くのばして大きい型や小さい型を上手に使って

作っていました。 中には数を数えながら作っている子

もいました。

そして、 発表会の練習が本格的に始まってきます。 役

も決まり、 セリフも一人一つ紙に書いて渡すと自由時

間の間にお友だちと一緒に練習したり、 見ないで練

習している子もいて成長を感じました。 これからどんど

ん上手になっていく子どもたちの姿がとても楽しみで

す。 はな組らしく楽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。 今年もどうぞよろ

しくお願いいたします。

 久しぶりに、 元気いっぱいのつき組さんに会えて嬉し

い半面、 年が明け保育園生活も残り３ヵ月だと思うと

急に寂しくなってきたりします。

 今月からは、 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ります。 今年のつき組はライオン

キングの劇に挑戦します。 長いセリフを覚え、 大きな

声で言うことにみんな苦労しています。 少しずつ、 動

きや踊りも入るのでこれからもっと大変になりそうで

す。 そんな中でも、 子どもたちは 『今日は、 練習しな

いの？』 『先生～セリフ全部覚えたよ！！』 とやる気ＭＡＸ

です。 つき組全員で最後の行事に向けて心を一つに

頑張りますので、 楽しみにしていてください。

　１月中旬からはお昼寝もなくなり、 活動する時間も増

えます。 午後に散歩へ行く等して思いっきり遊ぶ時間

も作りながら、 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。

新クラス説明会

３月７日(火)…新つき組

  　 ８日(水)…新はな組

　　　９日(木)…新ことり組

  　１０日(金)…新うさぎ組

　　１3日(月)…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10回　発表会

日付：2023年２月４日(土)

場所：羽村市生涯学習センター

　　　　　『プリモホールゆとろぎ大ホール』

 今年度は全クラス合同での開催を予定しております。新
型コロナウィルス感染対策として、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
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