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平成 29 年 12 月 1 日発行
寒さが駆け足でやってきて、季節はすっかり冬を迎えましたね。
子どもたちは園外保育や散歩へ出かけ、色づいた葉っぱで遊んだり、どんぐりを拾ったり、公園でかけっこや
かくれんぼなどを楽しみながら、秋を満喫していました。
11 月後半より幼児クラスを中心にインフルエンザに感染したお子さんが増えてきました。当園で、11 月
にインフルエンザ感染の流行があったのは初めてです。この時期、予防接種を打ったお子さんも免疫がつくま
でに時間がかかり、今後、感染の拡大が予想せれます。今のところ、うがい、手洗い、換気などの方法でしか
感染予防対策がありませんので、職員一同でできることを確実に行い、全力で感染予防に努めて参りたいと思
っております。保護者のみなさまもお子さんに十分な栄養と睡眠をとっていただき、入室前の消毒やマスクの
着用をしていただくなどのご協力をお願い致します。
さて、22 日はクリスマス発表会があります。どのクラスも各年齢に合わせた音楽や言葉などの表現活動を
楽しんでいます。今年は、
「友だち」というテーマです。私たちは、子ども同士の関わりの中で、相手の思いに
気づくこと、お友だちの喜びや悲しみに共感すること、人とのコミュニケーションを深め信頼関係を築くこと
の大切さなどを保育の中で伝えております。この活動を通して、表現することの楽しさを味わうと同時に子ど
もたちの心の成長に繋がってほしいと思っております。
今年は、クリスマス会も合わせて行います。発表会当日、サンタさんは、子どもたちに親しんでほしい絵本
を選びプレゼントしてくださいます。絵本を読んでもらう時間は、親子の大切なコミュニケーションとなり、
お子さんも親御さんも幸せな気持ちになります。絵本は、たくさんの言葉に出合い、想像力を豊かにしてくれ、
好奇心を広げてくれるなど子どもにとっては良いことがたくさんあります。スマホやテレビ、パソコンなどの
電子メディアに貴重な親子の時間を奪われず、静かな環境の中でお母さん、お父さんが 1 対 1 でお子さんに
絵本の読み聞かせの時間を作っていただけたらと思います。
早いもので、今年もあと 1 ヵ月となりました。今年 1 年の保護者の皆様のご理解・ご協力に職員一同、
心より感謝申し上げます。
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ももぐみ（0 歳児）
養護・・・室温、湿度の調節に気を配り、感染症予防に努め、健康的に過ごせるようにする。
教育・・・友だちや保育者と関わりながら音楽に合わせて身体を動かすことを楽しむ。
11 月は園外保育やお散歩と外にたくさん出かけることができました。
初めての園外保育では、シートの上に座り自然に囲まれながらおいしそうにおやつを
食べたり、少し緊張しながらも滑り台を滑ったりととても楽しんでいたももぐみの子
どもたちでした。秋の自然にも触れ、不思議そうに紅葉した葉やねこじゃらしに手を
伸ばして握ったり、ちぎったりと感触を確かめて遊んでいました。
12 月には、発表会があります。初めての発表会に驚いてしまう姿もあるかも
しれませんが、温かく見守っていただけたらと思います。

きれいな銀杏のはっぱだよ。

たんぽぽぐみ（1 歳児）
養護・・・冬の感染症や気温の変化に留意し、一人ひとりが健康で快適に過ごせるようにする。
教育・・・ごっこ遊びや見立て遊びを通して、言葉のやりとりや保育者や友だちと関わりを楽しむ。
先日の園外保育は普段なかなか行くことができない浜町公園まで足を延ばし、みんなでシートの上でおやつ
を食べたり、トンネルやすべり台などがある大型の遊具に挑戦したりと、楽しんで遊ぶことができました。園に
戻ってからは、みんなで机を囲んでのお弁当タイム。
「おにぎりだね」
「おいしいね」とお弁当給食をピカピカに
食べて、特別な１日となりました。
たんぽぽぐみでは、お友だちとの関わりが増えてきて、名前を呼び合って一緒に遊ぶ姿がたくさん見られるよ
うになってきました。
「貸して」
「どうぞ」などの言葉のやりとりも増え、一緒に遊ぶことの楽しさが感じられる
ようになってきています。
最近では自分でできることも増えてきて、タイミングが合うとトイレで排泄することができたり、着脱面や食
事面でも保育士の援助なく行おうとしたりする姿が見られるようになってきました。頑張っている姿を褒め
たり見守ったりしながら、
「自分でできた」満足感、達成感を
味わえるように援助していきたいと思います。また、発表会に
向けての取り組みもはじまり、楽しみながら歌ったり、体を動
かしたりして表現する姿が見られています。一人ひとり楽しく
表現遊びが行えるように無理のないペースで進めていきたい
と思います。
これからなにが始まるの？

しゃぼん玉楽しいな！

ちゅーりっぷ（2 歳児）
養護・・・一人ひとりの子どもが自分の気持ちを安心して表すことができるように援助する。
教育・・・集団あそびを通して簡単なルールや約束事を知る。
11 月は、戸外活動を多く取り入れ、たくさん身体を動かして遊ぶことができました。最近では、子どもたち
だけの世界.で遊ぶ姿も多く見られるようになり、お医者さんごっこや美容院ごっこなどのごっこ遊びを楽しん
でいます。男の子、女の子の遊びにも少しずつ違いが見られるようになってきました。
先月から給食時、エプロンを付けずに食事をする取り組みを始めました。食事の時の座り方や姿勢、食具の持ち
方や皿に手を添えるなど食事のマナーを意識して食べる姿が見られるように
なりました。また、野菜ちぎりの食育活動を通して苦手だった野菜も進んで
食べたり、料理の中に入っているのを見つけて「あったよ」と知らせてくれ
たりしてくれます。
12 月は、表現活動や簡単なルールを取り入れた集団遊び、身体を使った
リズム遊びなどを行っていきたいと思います。

真剣に小松菜ちぎりをしています

すみれぐみ（3 歳児）
養護・・・冬の健康、衛生管理に留意し快適に過ごせるようにする。
教育・・・音楽に合わせて身体を動かすことを楽しみ、友だちと協力して達成感を味わう。
先月は園外保育で普段は行けない公園まで出かけ遠足気分を味わったり、晴れた日には戸外に出かけたりし
て、戸外活動を楽しみました。散歩先では、どんぐりを探したリ、いろいろな色の形や落ち葉を集めたりして、
秋の自然に触れました。その中で「どんぐり探しに行こう」
「いいよ」と子ども
同士で誘い合う姿も見られました。
来月は、劇あそびやリズム遊びを活動に多く取り入れ、友だちと一つのものを作
り上げていく楽しさや、音楽に合わせて身体を動かすことの楽しさを感じられる
ように働きかけていきたいと思います。
ヨーイドン全速力だ！

ゆりぐみ（4 歳児）
養護・・・保育者や友だちに自分の思いや気持ちを安心して伝えることができるようにする。
教育・・・発表会に向け、子どもたち同士がやりとりをしながら、イメージを共有していく楽しさを味わう。
絵本や図鑑を見ながら、
「どんなお芋があるかな？」
「早く行きたい！」といもほり遠足当日を心待ちにしてい
た子どもたち。そんな子どもたちの期待に応えるかのような秋晴れの下、ひまわりぐみと一緒に芋ほりと大根抜
きを体験してきました。到着してすぐは、普段目にすることのない広い畑に圧倒され、土の触り方も恐る恐ると
言った雰囲気だったのですが、保育士が「もっと奥まで掘らないとお芋は出てこないよ！」と声をかけると、そ
れまでの姿が嘘だったかのように、ダイナミックに芋ほりを楽しんでいたゆりぐみでした。お母さん

た

たちが作ってくれた特別なお弁当は、大きなブルーシートの上にみんなで輪になって食べました。
「見て！」 と、
み

みんな嬉しそうに見せ合っていました。
さて、今月はいよいよ発表会です。演目が決まり、今は物語や音楽に触れながら少
しずつ期待感を抱いています。大きな舞台の上に笑顔で立てるよう、これから取り
組んでいきたいと思います。
おいもはどこかな？

ひまわりぐみ（5 歳児）
養護・・・冬の生活に必要な習慣を身に付け、自分で気を付けながら健康的に過ごせるようにする。
教育・・・友だちと一緒に歌ったり、楽器を演奏したりし、音色の美しさやリズムを楽しむ。
先日はいもほり遠足のご協力をありがとうございました。お天気にも恵まれ、思いきり戸外でいもほりを楽し
むことができました。簡単には抜けない芋を掘るのは大変だったけれど、自分で収穫できた時の嬉しさや達成感
は大きく、どの子も良い笑顔を見せてくれました。頑張った後の愛情いっぱいのお弁当もより美味しさを感じ、
お友だちと見せ合いながら喜んで食べていました。なかなかできない自然の中での体験は子どもたちにとって
思い出になったことと思います。
11 月から給食当番の役割が増え、炊飯だけでなくご飯やスープの盛り付けも子どもたちが行うようになりま
した。当番の子は、はりきってご飯やスープをよそい、他の子はお礼を言いなが
ら配膳しています。日々の食育活動を通し、食事を作ってくれる方への感謝の気持
ちも育ってきました。
12 月は、今子どもたちが夢中になって楽しんでいる劇遊びや楽器あそびをより
発展させていきたいと思います。

大きなおいも 「あった！」

