
 

 

令和３年１２月号 

日に日に寒さも増して、とうとうサンタさんのやってくる１２月、年の瀬となりました。 

保育参加と試食会では、子どもさんと一緒に活動をして、園での我が子の様子や成長を感じていただきま

した。同時に他の子どもさんや保護者の方とも関わり合うことで、よい交流ができたかと思います。どの子

も、いつもよりもさらにうれしそうな様子が印象的でした。  

さらに12月の作品展では、一人ひとりの子どもの絵や作品から成長した様子がみられることと思います。 

今年の作品展の共通テーマ は、『どんなうたがすき？』。 

季節を感じる歌、ウキウキする歌、自分を励ます歌、みんなとうたいたい歌…子どもたちの作品や、歌声

から、皆さんも心躍らせてください。当日は、子どもたちのうたごえ発表も聞かれるようですよ。保育参加

のときに、親子で作ったステキな作品も並びます。どうぞご家族、地域の方でお出かけいただき、子ども達

の絵や作品を通して成長を感じたり、家族での交流を楽しんでくださいね。 

園児、職員一同、心からお待ちしています。 

 様々な感染症の流行する時期ですが、楽しく年末年始を過ごすためにも 

【早起き早寝、朝ごはん】で生活リズムを整えていきましょう！  

 

 
おおきくな～あれ！ 家でも園でも１０のたね

・ ・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４日（土）＝家族ふれあいの日  

7日（火） 身体測定 

8日（水） 

１１日（土）＝家族ふれあいの日  

 ★明照作品展★（詳細別報）  

１２日（日）  ９時から３時半（入場は３時まで）  

に、ご家族で作品を見に来て 

くださいね★ 

１４日（火）＝避難訓練 

１５日（水） 資源回収（詳細別報） 

１５日（水）＝子育て支援  

（園庭開放＆０歳児ひろば）  

１６日（木）＝１２月生まれの子のお誕生会  

１７日（金）＝つき組 防犯教室（創造大生） 

はな組キッズビクス 

18日（土）＝なかよし保育  

20日（月）＝つき組えいごであそぼ 

読み聞かせ＆吹奏楽鑑賞 

（豊川高校生） 

22日（水）＝子育て支援（園庭開放＆1.2歳児ひろば） 

23日（木）＝音楽隊上映会（創造大看護生） 

24日（金）＝クリスマス会  

25日（土）＝家族ふれあいの日 

27日（月）＝おもちつき  

28日（火）＝保育おさめ  ※平常保育 

29日～１月４日…年末年始の休園 

 

ー１月－ 

５日（水）＝☆おめでとう会☆   

※12時降園（詳細別報）  

８日（土）＝保育参加“げんきにあそぼ！” 

（詳細別報） 

自然との関わり･生命尊重・数量･図形、文字等への関心･感覚・言葉による伝え合い・豊かな感性と表現 

健康な心と体・自立心・協同性・道徳性･規範意識の芽生え・社会生活との関わり・思考力の芽生え 

★お手伝いで 10の姿（生活力＆＆学力＆社会性）アップ！！★ 
 いよいよ乳幼児期のお手伝いの“最終段階”を迎えました。【大好きな人といっよに】→【できる自分が嬉しい】

→【任されるうれしさ（お当番）と自分で工夫する喜び（お手伝い）】→ここまでを経験できたことで、子どもた

ちは、人生を豊かに生きることのできる１０のタネを自分の力で咲かす土台が出来ていきます。 

【５歳児の頃】 “集団（社会）を作り出す”つき組さん 

少しずつ視野が広がって周りが見れるようになる、見通しが立つようになる、周りの中で自分が何をすればいい

かを考えることが出来るようになる…失敗も含めたたくさんの体験で、つき組さんはとても充実した生活が出来て

いきます。集団での生活をみんなで考えを出し合って、助け合って、喜び合って“自分たちで”進めています。た

とえ子どもであっても、社会人の「卵」だなぁとつくづく感じます。 

私たち大人は、“待ちきれない”＆“めんどくさい”＆“失敗させたくない”のマイナス子育てから「やってみた

い？」「ありがとう！」「助かった～(⌒∇⌒)」「どうすればいいと思う？」の声掛けで、エールを送りましょう！ 



 

 

 

 

 

 

 
  

つきぐみだより 
1２月のねらい・主な活動 

〇冬に必要な生活習慣の大切さを知る。 

・手洗い・うがい・消毒・鼻をかむ・衣服の調節 

・マラソンやなわとび、戸外遊びを通して思い切り体を動かして遊ぶ。 

〇表現する楽しさ、完成した満足感を友だちと一緒に味わう。 

・みんなで話し合い、協力して作ったり、飾ったりする。 

〇年末年始の行事に期待を高め、積極的楽しむ。 

・もちつきやクリスマス会などに参加する。 

 先日のお別れ遠足へのご参加ありがとうございました♪親

子で揃っての、保育園最後の遠足はいかがでしたか？子どもた

ち自身毎日「あと３日…♪」とカウントダウンしながら楽しみ

にしていたお別れ遠足を良いお天気の中行うことができ、嬉し

く思います。 

レクリエーションのなわとびでは大きな声で友だちを応援

したり、苦手なことも頑張ろうとする普段の子ども達の様子を

見ていただけたと思います。 

水族館では深海の生き物や普段目にしない魚を見つけ目を

キラキラさせながら伝える子どもたちの姿、海沿いでカモメに

餌をあげようと一生懸命な姿、どこを切り取っても本当に素敵

な思い出ができましたね☆ 

次の日の保育園でも「昨日の水族館楽しかったね！」「あの

魚見た？」と友だちと盛り上がっていましたよ。そして遠足の

思い出を絵で表現しました。子どもたちにとって印象深い場面

がたくさんあり、何を描こう？と迷いながらも、魚の細かなと

ころまで丁寧に描き上げている姿がありましたよ♪ 

      凛とお習字 

 

友だちにお手紙を書いたり、しりとり

など文字遊びをしたり、文字に関心を持

っているつき組さん。１１月にはお習字

を始めました。 

背中をピンと伸ばして真剣な表情で話

を聞いたり、文字を書いたりする様子は

さすがつき組さんだなと感心します。一

つのことに集中して取り組むことができ

るって、素敵ですよね♪ 

一文字一文字の、ななめくん、とめる

くん、はらうくん♪をよ～く見て、お手

本を見ながら意識して書いてみると…

「できた♪」「上手に書けたよ！」と自信

を持った表情や姿が見られています♪ 

完成したものを、作品展に展示します

ので、おたのしみに♪ 

 

 

がつ 

1２月生まれのおともだち 

８日    ゆりさん 

1９日    ふうかさん 

 

３０日     まなやくん 

３０日     みなみくん 

 

          北の国から 

１． きたのくにから あかいそりがくるよ 

ちんからりん ちんからりん と 

すずをならして くるよ 

 

しろいおひげの おじいさん 

おみやげいっぱい つみこんで 

にっこりこ にっこりこ と 

そりをとばして くるよ 

２番につづく… 

大切な思い出、お別れ遠足♪ 

 
今月のうた 

おめでとう♪ 



 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

○今月の保育のねらい・主な活動 
〇冬の生活の仕方を知り、健康に安全で過ごす。 
・手洗い、うがい、乾布摩擦をする。 
○友だちと思いや考えを出し合いながら遊び楽しさを味わう。 
・室内あそびや戸外遊び、集団あそびなど。 
○年末年始の行事や風習の意味や言葉を知る。 
・クリスマス会、年賀状作り、もちつきなど。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

１． あわてんぼうのサンタクロース 

クリスマスまえに やってきた 

いそいで リンリンリン 

いそいで リンリンリン 

ならしておくれよ かねを 

リンリンリン リンリンリン 

リンリンリン    

 

２． あわてんぼうのサンタクロース 

えんとつのぞいて おっこちた 

あいたた ドンドンドン 

あいたた ドンドンドン 

まっくろくろけの おかお 

ドンドンドン ドンドンドン 

ドンドンドン     

 

 

11 日     しゅうまくん 

 25 日     すずかさん 

♪今月のうた♪ あわてんぼうのサンタクロース 

 

 

☆12がつうまれの 
おともだち☆ 

はなぐみだより（４歳児） 

５さい 

おめでとう♡ 

 

    もう一回！もう一回！ 
 
 寒い日が続いていますね。そんな日でも元気

よく外で遊んでいる子どもたち。そして今みんな

で頑張っているのは『なわとび』です☆ぴょんぴ

ょん跳んでいるつき組さんを見て、「こんな風に

なりたい！」と憧れを持ち、取り組んでいます。

１回跳ぶことも、まだ難しいなわとび…「むずか

しい～」という声も聞こえてきますが、そんな時

には「たくさん練習すればできるよ♪」「ゆっく

りやってみよ」と、友だち同士で声を掛け合う姿

にほっこり♪友だちの諦めずに続ける姿に刺激

を受けたり、つき組さんに教えてもらったりしな

がら、「今日は 10 回できたんだよ！」と、少し

ずつ跳べるようになってきていますよ。はな組で

は、これからも寒さに負けず、引き続きなわとび

や、マラソンにも挑戦していきます！ 

そして、運動会でのつき組さんの鼓笛隊を見て

「早くピアニカやりたい！」「いつになったらや

るの？」と期待を膨らませている子ども達♪今で

も歌や、「ドドソソ…♪」と音階を口ずさむ姿も

…★早速新しいチャレンジですね(^^)/ 

 お家でも、なわとびや、この時期ならではの遊

びも、親子で一緒に楽しんでみてくださいね(^^)/ 

  

 

先日の保育参加では、たくさんのご参加や、製作の用

意、片付け等のご協力ありがとうございました。何日も

前から、この日を心待ちにしていた子ども達♪マラソン

では、「全員で 11 級までになろう！」という共通の目標

をもち、取り組んできました。お家の方や友だちからの

応援や、お家の人の一生懸命な姿、一人ひとりの強い気

持ちがあったからこそ、全員で達成することができたと

思います！子ども達のパワーや、達成感に溢れたあの笑

顔は、宝物ですね☆製作活動では、親子で試行錯誤しな

がら作り上げたり、自分で考え、やってみたりする姿な

ど様々な様子を見て頂くことができ、昨年からの成長も

感じて頂けたと思います(*^-^*)世界に一つだけの素敵

な作品が完成しましたね♪そして、「ここ、一緒に塗ろ

う！」「ここ少ないから手伝って！」と、どうすればで

きるかな？考えたことを友達に伝える姿も見られまし

たね。今ある１人ひとりの力を全力で出し、みんなで一

緒に楽しんでいきたいと思います♪ 

 

  

はな組パワーで♪ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

今月の◎保育のねらいと★主な活動 
◎寒さに負けず戸外で体を動かして遊ぶ楽しさを味わう。 

★鬼ごっこや表現あそび、サーキット遊びなど。 

◎寒い冬を健康的に過ごす。 

★手洗い・うがい、衣類の調節などを自分で行う。 

◎クリスマスや年末年始などの行事や季節の遊びを知り友達と楽しむ。 

★クリスマス会でフォークダンスを踊ったり餅つきに参加したりする。 

 先日の保育参加では、たくさんのご参加を頂

き、製作の用意や片付けなどありがとうございま

した。お家の方にかっこいい所を見てもらいた

い！という子どもたちの意欲や成長した姿をたく

さん見て頂けたと思います。 

 最近のほし組さんは、お手伝いヒーローになっ

て、ごみ拾いや雑巾がけを頑張っています。ほし

組の保育室だけでなく、ゆき組さんの保育室まで

出動！ピカピカに掃除をしながら、ゆき組さんに

「しゃがんで拾うんだよ～」「手でお皿作ってみ

て！」とお兄さんお姉さんになって伝える表情は

とても得意気です♪掃除だけでなく、たまねぎ当

番や困っている子の手助けなど、自発的に頑張っ

ています。 

ご家庭でもお子さんに「お手伝いヒーロー助け

て～！」と言ってみるとかっこよく出動してくれ

るかもしれませんね♡ 

 

 

 

今月のうた♪ 

「あかはなのトナカイ」 

まっかなおはなのトナカイさんは 

いつもみんなのわらいもの 

でもそのとしの クリスマスのひ 

サンタのおじさんは いいました 

くらいよみちは ぴかぴかの 

おまえのはなが やくにたつのさ 

いつもないてた トナカイさんは 

こよいこそはと よろこびました 

 

 ４さい おめでとう☆ 

ほしぐみだより 

 

 芋掘りに向けて絵本を読んだことで芋ほりが

楽しみになっていたほし組さん。バスの中でも

「モグラの手で掘るんだよね！」「たくさんある

かなぁ」と盛り上がっていました。１１月の誕

生会の出し物で『さつまのおいも』を演じたこ

ともあり、実際に感じた楽しさや難しさ面白さ

など、子どもたちにとってとてもいい経験にな

りました。 

 芋ほりだけでなく、クッキングやお手伝いな

どいろいろなことに挑戦している子どもたちの

「やってみるって面白い！」という気持ちが芽

生えています♪ 

 

２２日      あんな さん 

２５日      なぎと くん 

２６日      みか さん 

２６日      みな さん 



１３日の保育参加でおうちの方と一緒にはさみ遊びをした後、保育園で今度は一人で折り

紙を切ってみました。おうちの人とじっくり取り組んだので、自分でやってみたい気持ちが

高まり、うまくできないところがあっても根気よく切っている姿が見られました。選択遊び

でもはさみ遊びや箸の遊びにも興味を持ち挑戦しています。はさみ遊びや箸遊び・ボタンか

け・お絵かき・折り紙・ひも通しなど指先を使う遊びをすることで、楽しみながら箸やはさ

みの使い方も上手になっていきます。これからも様々な遊びをバランスよく取り入れていき

たいと思います。 

 

先日の園外保育ではお友達と手をつないで、動物を見ながらたくさん歩いた後、自分で敷

物を敷いて、お弁当箱からおにぎりを出して食べました。できないところは保育者が手を添

えましたが、自分でやろうとみんな張り切っていました。おうちの人に作ってもらったおに

ぎりは何よりもおいしかったね。朝早くからお支度をありがとうございました。 

  

 

 

 

 

 

今月の ◎保育のねらい と ★おもな活動内容 

◎簡単な手伝いを喜んでしようとする。 

   ★食後の片付けに参加する。★保育者と一緒に床の雑巾がけをする。 

◎友達と一緒に歌ったり踊ったりすることを楽しむ。 

  ★季節の歌、クリスマスや年末年始のうたを歌う。★音楽に合わせて体を動かす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

先日、お芋クッキングをしました。 

① ゆでて小さく切ったサツマイモをビニール袋に入れ、もみもみして潰します。 

② 丸くお団子にしてきな粉をまぶしてできあがり。 

ゆきぐみだより（2 歳児） 

１２月 

(６日)  あさひくん 

(１１日)   さなさん 

(１８日)   ここねさん 

(１９日)   はるとくん 

(２７日)   そうくん 

(３１日)   とうまくん 

) 

 

今月のうた  

♪サンタじいさん♪ 

あかい おぼうし かぶってる 

サンタじいさん まだこない 

とおい ゆきぐに さむいだろう 

しずかに すると きこえてくるよ 

りんりん そりの すずのねが 

 

あたらしいこと い～っぱい 

おうちでもやってみよう！～かんたんクッキング～ 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

*************************************************************************************************** 

 

 

そらぐみだより（１歳児） 
１２月 

今月のねらいと主な経験 

◎体調に気を付けながら、寒い時期を元気に過ごせるようにする。 

 ★衣服の調節・手洗い・手指の消毒。  

◎友だちや保育者と一緒に冬の行事を楽しむ。 

 ★クリスマスのフォークダンスを踊る、もちつき、掃除ごっこ。 

 日に日に寒くなって来ましたが、寒さにも負け

ず毎日元気いっぱいのそら組さん。作神公園まで

お散歩に出かけました。バスに乗って行ったこと

はありましたが、歩いて行くのは初めて。お散歩

ロープをしっかり握って頑張って歩くことが出来

ました。その後、はな組さんとも手をつないで行

きましたよ。お兄さん・お姉さんに手をつないで

もらうと、少し恥ずかしそうな子や、嬉しそうに

ニコニコする子もいました。信号機の変わるのを

待って、横断歩道では手を挙げて(^o^)丿上手に歩

くことが出来ました。公園でも一緒に遊んでもら

い、とっても楽しそうでした。またお散歩行こう

ね！ 

 12 月は、作品展・クリスマス会・お餅つきな

どたくさんの行事があります。子ども達と一緒に

楽しんで過ごしたいと思います。 

～～ おしらせ～～ 

 ★12 月 11 日(土)・１２日(日)は作品展です。 

 そら組は自由画・個人作品・保育参加で一緒に  

 作って頂いた親子作品を展示します。 

 子ども達が楽しみながら作った作品を、是非ご 

 家族で観に来て下さいね！ 

 ★保育参加では、羊の毛になる物を各ご家庭で 

 用意して頂きありがとうございました。親子で 

 工夫をして楽しみながら取り組んで頂き個性溢 

 れる素敵な作品が出来上がりました。(^_^)v 

  

   

 

子どもの様子 

おねがい 

・衣替えしたことにより、記名していない服が見

受けられます。もう一度記名してあるか確認をお

願いします。(肌着、靴下も忘れずに・・・) 

・活発に動く子ども達は、厚着をしていると汗を

かいて、その汗が冷えると風邪をひく原因になり

ます。日中は薄着で過ごせるといいですね！ 

 

●   けいいちくん（10 日） 

 

  ☆お誕生日おめでとう☆ 

１２月うまれのおともだち 

今月のうた 

�  ♪『サンタじいさん』♫� 
1.あかい おぼうし かぶってる 

 サンタじいさん まだこない 

 とおい ゆきぐに さむいだろ 

 しずかにすると きこえてくるよ 

 リンリン そりの すずのねが 

2,しろい おひげの おじいさん 

 おみやげ たんと もってきて 

 よいこに わけて あげましょう 

 しずかにすると きこえてくるよ 

 リンリン そりの すずのねが� 

 

 

 

 



☆今月の保育のねらいと主な活動☆ 
○寒い時期を健康に過ごす。 

★手洗い・消毒をする。 ★気温や室温に合わせて、衣服の調節をする。 
○体を十分に動かして遊ぶ。 

★戸外遊びや散歩に出掛ける。★リズム遊びや手遊びをする。 

気温がぐっと下がり、冬がやってきましたね。子どもたちは朝からテラスで表現あそ

びや体操をして、寒さに負けない丈夫なからだづくりに励んでいます☆お手本は園庭に

いる大きいお友だちです。ひよこ組の子は、つかまり立ちでリズムに合わせて体をユラ

ユラ揺らすかわいい姿も見られますよ。あひる組の子は、バンザイのように腕を大きく

挙げ、元気に体を動かしています。体操をすると、気持ちよく一日をスタートすること

ができるね。１２月は作品展やクリスマス会、おもちつきなど、園で初めて経験するこ

とがいっぱい！みんなでワクワクドキドキ楽しもうね♪ 

12 月 

月 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月のうた 
  サンタさんがやってくる 

 

トントントントン ほしのよる 

トントントントン ベルがなる 

トントントントン トナカイさん 

トントントントン そりをひく 

トントントントン サンタさん 

みんなのところへ プレゼント 

０歳児 

『トントントントンひげじい 

さん』の曲で歌ってね♪ 

歌詞に合わせた手振りをつ

けると楽しいよ 

 保育参加へのご参加ありがとうございました♪ 
子どもたちはちいさくて可愛い手を動かして、たぬきさんや
ゾウさんに目のシールを貼っていましたね。おうちの方の工
夫もプラスされて、ステキな動物さんが完成！親子で作って
いただいた動物さんが、どんな作品になるかは作品展まで楽
しみにしていてくださいね。 

※１２月１１日（土）・１２日（日）は、 
作品展です。子どもたちが描いた自由画や
おうちの方や先生と一緒に作った個人作品
を飾ります。 

ぜひ見に来てくださいね☆彡 

～～ おねがい ～～ 
 

風もなく穏やかな日には、できるだけ外気に触れながら

体を動かすことで、丈夫な体を作っていきたいと思います。

寒い日には、防寒着（ジャンパー等）を着て、戸外で遊び

ます。 

※安全の為、動きやすい薄くてシンプルなデザインのもの

をお願いします。 

保育参加＆作品展 


