
●ひよこ
 ひよこ組も残すところあと２ヵ月となりました。
先月は体調を崩すお友だちもいて寂しい日もあ
りましたが、 お友だちがいないと首を振ったり、
「な～い」 と教えてくれるようになりました。 最
近は、 お友だち同士指差しをして見つけて笑っ
たり、 頭をなでなでするなど思わずほっこりする
姿も見られます。 寒い日もありますが、 陽が出
ているときはお散歩に行き、 コンビネーション遊
具で楽しんでいます。 散歩先までの行き帰りに
手を繋いで歩くのも楽しいようで、 歩く距離も
伸びてきました。
 いよいよ今月は初めての発表会がありますね。
泣いても笑っても可愛らしいひよこ組の姿をお見
せできたらと思います。

●ぺんぎん
 寒い日が続いていますが、 やっぱり外で遊んだ
り散歩が大好きなぺんぎん組さん。 少しずつ体
力も脚力も付き、 「○○こうえんがいい～！」 と
公園をリクエストするようにもなりました。 遠くの
公園まで歩いても遊ぶ体力が有り余るほど元気
で、 自分から意欲的に遊具に挑戦したり、 お友
だちと少しずつやり取りをしながら一緒に遊ぶ姿
も見られるようになってきました。
 そして、 もうすぐ発表会。 みんなの大好きな絵
本が題材なのでみんなノリノリです。 日々の生
活の中で、 掛け声をすると合いの手のようにセ
リフを大きな声で言えるようになりました。 当日
は大きな舞台とたくさんのお客さんに緊張してし
まうと思いますが、 可愛い姿をお見せできたら
と思いますので、 温かく見守っていただけたら嬉
しいです。

●うさぎ
 先月は新年会があり獅子舞の登場に泣いてし
まったお友だちが多かったうさぎ組さん。 今月は
節分があるので、 鬼の被り物と豆入れの用意を
して、 戦闘の準備を整えています。 みんな自分
で作った鬼はとても気に入っているようなので、
当日も被ったら頑張れる気がします。 発表会に
向けての練習も順調です。 自分の色、 グループ、
並び方やセリフ、 いろいろと覚えることがありま
すが、 日に日に上手になり褒めて貰えるとさらに
がんばっています。 当日もいつものみんなの姿
を見ていただけたら嬉しいです。 体調の優れな
い子が増えてきたので、 今月は元気に過ごして
いきたいと思います。

●ことり
 発表会も間近になり、 子どもたちは日々の遊び
の中でも自分のセリフを言っていたり、 歌を口ず
さんだりと気持ちも高まっているようです。 緊張
しつつも自分の役を 「やるぞ」 の気持ちで頑張
る姿に成長を感じています。 本番での子どもた
ちの様子が今から楽しみです。
 年末に種まきをしたほうれん草がすくすく伸びて
きました。 今回はグループごとに場所を決めて種
を撒いたので、 なかなか出てこないグループも
あり心配をしていた子どもたちでしたが、 無事全
グループ発芽しました。 大きくなったらどうやっ
て食べようか相談する姿がかわいいです。 オス
スメの食べ方を募集中です。 ことり組での生活
が残りわずかとなり、 次ははな組になると意識
する声が聞かれます。 残り 2 か月、 たくさん自
信をつけて進級できるよう見守っていきます。

●はな
 １月は発表会の練習を行ったり、 外でマラソンや
縄跳びなどでたくさん遊びました。 発表会の練
習では、 セリフが大きな声で言えるようになった
りゆっくり話すことを意識したりと自信とやる気
が出てきました。 そして、 発表会の最後に全員
で大繩を行います。 １月から毎日練習し、 自由
時間も大繩やりたいと意欲的な子どもたちです。
初めは縄の中に入るだけでも緊張していた子も
練習を重ねるごとに自信がついてきていました。
できたときは担任以上に応援していた子どもたち
が 「やった！！すごいね！！」 と一緒に喜びを共有し
ている姿を見ると心が温かくなります。 本番では
緊張している子もいると思いますが、 はな組らし
く最後まで楽しく頑張りたいと思います。

●つき
 いよいよ保育園最後の発表会です。 練習の中
で気持ちを込めて長いセリフを覚え、 動きや踊り
も入り、 役になりきれるよう工夫をしていました。
また、 役以外でも舞台に出るタイミング等、 細
かい動きも一つひとつ覚えて、 毎日上手になり
逞しい姿から成長を感じる場面も多くありまし
た。 「早くやりたい！」 と、 子どもたちも本番を楽
しみにしています。 クラスみんなで力を合わせて、
一生懸命取り組む姿を注目して見てください。
当日まで応援よろしくお願いします。
 発表会が終わった後は午後散歩に行ったり、 楽
しみにいているお別れ遠足もあります。 発表会
が終わった後も寒い冬を元気に過ごせるように
お家でも早寝 ・ 早起きを心掛けていただき、 保
育園では思いっきり体を動かす活動もたくさん取
り入れていきたいと思います。

3月の予定

2月の予定2 月の園だより

あおぞら保育園 2023 年 2 月号

保育所児童保育要録の送付を実施します

 小学校などに就学する保育園児童に対する 「保育所児童

保育要録」の作成が義務付けられ、 小学校などへ送付する

ことになりました。これは、 ２０0９年 4 月から施行された 「保

育所保育指針」 に基づき、 子どもの育ちを支える資料とし

て保育園が作成するものです。対象は、 今年 4 月に小学校

などへ就学する保育園児童全員で、 保育園から就学先の

小学校などにお渡しする予定です。

１(水) 発表会リハーサル
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)
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
　　　 ０歳児健診
17(金) お別れ遠足
20(月) 保健指導(ことり)
       富士見小交流会(つき)
    　 →年間予定より追加
21(火) 羽村市年長児交流会
    　 →年間予定より追加
24(金) お別れ遠足(予備日)
25(土) 新入園児面談
※避難訓練…予告なし

３(金) ひなまつり会
       お誕生日会
４(土) 新入園児面談
６(月) 幼児体育指導
６～10 身体測定週間
８(水) 調理保育(はな)
14(火) 調理保育(つき)
　　　 →年間予定より変更
25(土) 卒園式
27(月) 新クラススタート

 寒さが厳しくなってきました。 発表会を目前に新型コロナ

ウイルス感染症が流行り出し、 感染力の強さに改めて驚

いています。 これ以上感染拡大しないよう引き続きしっかり

と対策をして参りますが、 ウイルスは保育園だけでは防ぎ

きれませんので、 保護者の皆様にもご協力いただき、 何

としてでもこの状態を乗り切り、 元気になった子どもたちと

共に、 本番を迎えたいと思います。

子どもたちはこの日を目指して日々練習に励んできました。

難しいセリフも言えるまで諦めずに挑戦し、 言えるように

なった時の誇らしげな顔はキラキラ輝いて見えました。 そ

んな、 素敵な子どもたちの成長した姿を当日ご覧いただ

けるよう、 全職員で見守って参りますので、 どうぞよろしく

お願いいたします。

※新クラスのお部屋にてクラス説明会
　を行います。

新クラス説明会

３
月

時間17 ： 00～ 18 ： 00
７( 火 ) 新つき組
８( 水 ) 新はな組
９( 木 ) 新ことり組
10( 金 ) 新うさぎ組
13( 月 ) 新ぺんぎん組

時間10:00～１１:00
30( 木 ) 新ひよこ

 前年の邪気を払い、新しい年を迎え、春を呼ぶ行事

といわれてます。みんなの心の中から、「怒りんぼ鬼」

や「泣き虫鬼」を追い出して元気一杯の明るい春がや

ってくると良いですね。子ども達の笑顔とともに一年

の無病息災を祈りたいと思います。2023 年節分の恵

方は、南南東（細かくいうと南南東微南）です。恵方と

は、その年の福徳を司る歳徳神（としとくじん。年神

様の別称）のいる方角で、その方角に向かって事を行

えば何事も吉とされています。吉方、明きの方ともい

います。

節分

◎換気をしましょう

 部屋を閉め切って遊んでいると空気が汚れ、頭がぼんやりす
る、気分が悪くなる、ふらふらするなどの症状が出てきます。
空気が汚れる原因は、人の吐く息や細菌・ウィルス、ほこりな
どです。
 新型コロナウイルスをはじめ、インフルエンザ・感染性胃腸
炎などが流行する時期です。１時間に１回は窓を開けて風の流
れを作り、部屋に新鮮な空気を取り入れましょう。


