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＜もちつき＞ 

 12 月 10 日はもちつきでした。幼稚園のもちつきは毎年臼と杵でつきます。会長さん・総務

さん・親父部さんにぺったんぺったんと程よくついていただきその後こども達がつきます。自分

たちでついた餅を、きな粉餅・納豆餅・つゆ餅に厚生部さんに味付けをしていただき、つきたて

のお餅をみんなでほうばり、家庭では出来ない経験をします。 

餅つきの話の中で、“鏡餅”やみかんを“だいだい”などこども達が知っている事に驚きました。

すると“お母さんに教えてもらった！”と良い話を聞く事が出来ました。 

大きい組さんには“鏡餅”を作ってもらい、幼稚園にも新しい年神様に来ていただき幼稚園のみ

んなが 202２年強くなる力・元気な力を頂けるようにお願いしました。 

素敵な正月が来ますように!!そして素敵な２０２２年になりますように!! 

＜自分の事は自分でする、そして家庭の仕事を任せる＞ 

 この 2 学期の成長は大きいもので、どの学年もしっかりとした顔つき

になり、自分で出来る事が増え自信に満ちた生活をしています。 

家族みんなで新しい年を迎える準備をする中で、子どもに出来る仕事を

任せてみましょう。家族の一員として役割を果たす喜びを味わったり、

社会性を育てるチャンスでもあります。まずは自分の持ち物やおもちゃ

箱の整理、食事の準備や片付けなど、お子さんと相談しながら、責任を

もって取り組むようにしていくと良いでしょう!! 

＜毎日の繰り返し＞ 

 毎日繰り返していることの中に

は、当たり前のことながら大事な

ことが沢山あります。チェックリ

ストをつけてやるという事ではな

く、“出来たらラッキー”というよ

うなゆったりとした気持ちでやっ

てみましょう。 

＜手伝いと仕事＞ 

 “手伝い”ではなく“仕事”

と表現するのは、子どもは受け

身ではなく家族の一員として

かけがえのない存在であるこ

とと役に立っている実感を持

ってほしい 

からです。 

 

 

—どうぞ良いお年をお迎え下さい!!ー             —もちつき大会— 

“鏡餅作り” 



1 月の行事予定 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  ありす組 年少・年中・年長組 

１ 土 完全休園 

2 日  

3  月     

４ 火 冬休み 

5 水  

6 木  

7 金  ３学期始業式      午前保育 

8 土  

9 日  

10 月 成人の日 十日市 

11 火 英（中）   ティンク 

12 水 体力作り（ア） だんごさし 英（中）体力作り（少） 

13 木 英（ア）           英（長）   チクタク 

14 金 避難訓練 

15 土  

16 日   

17 月  園外保育（長） 

18 火 英（中 ）年少園外 ティンク 

19 水 体力作り（ア）       体力作り参観（少） 

20 木 １月生まれ誕生会 

21 金  

22 土  

23 日  

24 月   

25 火 引継ぎ式 

26 水 英（少）体力作り（中）パパママティーチャー（長） チクタク 

27 木 英（ア）   英（長）園外保育（中） 

28 金 パパママティーチャー（少） 

29 土   

30 日   

３１ 月   

    

    

【１月の子育て支援事業】 

☆ティンクルームのご案内☆ 
（園の定める火曜日 対象年齢：０～１.５歳） 

☆11 日「自由開放」 

 18 日「キャンドル作り」 

☆チクタクキッズのご案内☆ 
（園の定める木曜日 対象年齢：1.5 歳～就学前） 

☆13 日[自由開放」 

 26 日「親子体操」 
※人数把握の為、事前の web 予約をお願い致しま

す！ 

 

〈特記事項〉 
●７日（金）は始業式です。 

１号認定児さんは午前保育となります。 

 
●１２日(水)のだんごさしは、五穀豊穣を願って

行う伝統行事です。 

 

●２6 日（水）は年長パパママティーチャー 

 28 日（金）は年少パパママティーチャー 

※希望の方のみの参加となります。後日詳しい 

お手紙が配布されますので、ご確認下さい。 

 

●年間で予定していました、 

２１日（金）に予定していましたアリス組パ

パママティーチャーは中止となりました。２

月に予定していますアリス参観は行います

ので後日詳細はお知らせ致します。 

 

 
 

 

１月の目標 
〇お正月の風習に触れながら文字や数に興味を持つ。 

  ○戸外で雪遊びなどをして体を動かす。 

Welcome 12・1 月の新しいお友達 

キング組 そうま けいじくん こばやしかなとくん（12 月） 

エース組 わたなべしのちゃん （１月） 

キング組 まつやま じょうくん （１月） 

学年の目標 
年 長：共通の目的に向かって友だちと相談したり、役割を分担したりしながら活動を 

進めていく。  

年 中：自分のしたいことにじっくり取り組み充実感を味わう。  

年 少：友だちとイメージを伝えあい、表現する楽しさを知る。  

アリス：満３歳児→冬の自然に触れ、冬の遊びを楽しむ。 

満２歳児→保育者や友だちと関わることを楽しむ。 

満１才児→戸外や室内で体を動かして元気に遊ぶ。 



 
 

園をのぞいてみよう！ 

１２月合同誕生会 

１2 月１４日は 2 学期最後の合同誕生会でした。誕生時のお友達は大好きな滑り台から入場し、

みんなに拍手で迎えられました。１２月って「外はどんなだったかな？寒かったかな？どんなお

花が咲いてたかな？」そんなお話を園長先生としながらお誕生日会は進んでいきました  

１歳～６歳さんまで参加した合同誕生会！１歳～３歳のお友達はどんな事ができるのか見せてく

れた時間もありました☆そしてメインは年中さんによるお楽しみコーナー！「歌えバンバン」の

歌と合奏を発表してくれました！初めての木琴もとても上手にできていました♪来年はいよいよ

年長さんだね！！ 

  

まっしろなふわふわ 

12 月 10 日は子ども達がとっても楽しみにしていたお餅つきでした☆朝からちびっこ広場にう

すと杵が並びもち米のいい匂いが漂っていました コロナウイルス感染拡大防止の為、今年も

学年別に行いました。総務さん・親父部さんの力もお借りして、「よいしょ！よいしょ！」と力強

くお餅をつく姿に子ども達は目を丸くして見ていました。それからアリス・年少・年中さんは千

本杵でお餅をつき、年長さんは大きな杵でお餅をつきました。年長さんには鏡餅作りという重要

なお仕事もあり、みんなのついたお餅を丸めて立派な鏡餅を作ってくれました！！みんなでつい

たお餅はとっても美味しかったね～☺来年は虎年！！来年もいい年になりますように☆お手伝い

頂いた総務さん・厚生部さん・おやじ部さんありがとうございました。 

 



冬休みのしおり 

☆冬休み☆ 

☆１号認定の方……１２月１８日（土）～１月６日（木）までお休みです。 

☆２・３号認定の方……１２月２９日(水)～１月３日(月)までは完全休園となります。 

２５日(土)、２７日(月)、28 日(火)は事前に申し込みを 

された方が保育対象となります。 

  ※休園日以外にお休みされる際は必ずコドモンメールなどで連絡をお願いします。 

    

      始業式は 1 月 7 日(金)です。午前保育となりますのでお間違えの無いようお願いします。 

      冬休み中に何かありましたら園までご連絡ください。 

 

＜休み中の生活＞ 

    ☆生活のリズムをくずさないようにしましょう!! 

① 起床時間を守りましょう（ＡＭ８：００には起きましょう） 

② 就寝時間を守りましょう（遅くともＰＭ９：００には寝るようにしましょう） 

③ ３度の食事をしっかりとりましょう。（３０回噛みをがんばってみましょう） 

☆お正月の挨拶を元気に交わしましょう！ 

 

＜事故防止＞ 

 ☆子どもの事故は大人のちょっとした油断から起こることが多いようです。 

特に交通事故には充分に気を配って下さい。 

① 知らない人に声をかけられても絶対についていかないように約束しましょう。 

② 子どもから目を離さないようにしましょう。 

③ 雪やつららを口に入れないように雪遊びをしましょう。 

 

＜やってみよう・ためしてみよう＞ 

☆アリスルーム☆ 

     ①絵画の表紙を親子で作ろう！（作り方は別紙をご覧下さい） 

        ②お家の人とたくさんスキンシップをとって遊びましょう！ 

 

  ☆年少組☆ 

① 絵画の表紙を親子でつくろう！（作り方は別紙をご覧下さい） 

② チャレンジしてみよう！！ 

（ジャンパーのチャックに挑戦！ご飯はよく噛んで自分で食べよう！ 

鼻水も自分で拭いてみよう！鼻をかむことができるかな？） 

③ 雪遊びを楽しもう！ 

 

 ☆年中組☆ 

① 絵画の表紙を親子でつくろう！ （作り方は別紙をご覧下さい） 

② カルタ・すごろくに挑戦し、数字や文字に親しみましょう！ 

③ 食事のマナーについてお家の方と一緒に確認しよう！ 

（姿勢・茶碗やお箸の持ち方など） 

 

  ☆年長組☆ 

① 絵画の表紙を親子でつくろう！（作り方は別紙をご覧下さい） 

② カルタをトランプ、すごろくをして親しみましょう！ 

③ 食事はお箸を使って食べましょう！！ 



      202１年みてみて素敵でしょうアンケート 

【107 回答名】 

 

１． 幼稚園での発表会はいかがでしたか？ 

●良かった 87 名  ●まあまあ良かった１7 名 ●あまりよくない 2 名 ●悪い０名 

 

  

２． 開始時間はいかがだったでしょうか？ 

●良かった 90 名  ●まあまあ良かった１7 名 ●あまり良くなかった 0 名●悪かった０名 

 

３． 指定席はいかがだったでしょうか？ 

●良かった 65 名  ●まあまあ良かった 34 名 ●あまり良くなかった 7 名 ●悪かった 1 名 

 

４． アリス組の発表はいかがだったでしょうか？ 

・自由な雰囲気が伝わってとても良かったと思います。 

 

・可愛かったです。（同意見多数） 

 

・わが子のクラスではありませんでしたが、可愛らしく、こんな時期もあったのかとウ

ルっときました。 

 

・先生方がいつもどんな風に接していてくれているかがわかる感じがして嬉しかった

です。衣装も可愛くていつも感動しています。 

 

・大勢のお客さんにびっくりして抱っこされていましたが、頑張っていた姿が見れて良

かったです。みんな可愛かったです。 

 

・エースからキングまでの成長の様子が見れてとても可愛かったです。（同意見多） 

 

・幕が閉じている時は泣き声が聞こえるようで心配しましたが、幕が上がると泣いてい

る子はいなくて笑顔も見せてくれる子もいて、すごく可愛かったです。先生方と園児の

信頼関係が感じられました。 

 

 

 



５．年少組の発表はいかがだったでしょうか？ 

・おうちの方を見つけてニコニコしている姿、年少さんらしくてとても可愛かったです。 

 

・劇ですが、少人数で出てくるので自分の子どもがしっかりみれて良かったです。 

内容も踊りも、工夫があって楽しかったです。 

 

・たくさん練習したのが伝わり、先生方には本当に感謝でいっぱいです。初めての発表

会でしたが、とても生き生きと演技しており、とても輝いていました。普段の子ども達

の様子をよく見て保育されているのが伝わりました。ありがとうございました！ 

 

・家でも歌や振り付けをやるほどとても楽しみにしていた発表会でした。満面の笑みで

楽しんでいた姿が印象的でした。先生方ありがとうございました！ 

 

・ちゃんと踊ってる子やそうでない子がいて、年少さんなのでそこがまた可愛くて良か

ったです。 

 

・行事を重ねる度に成長を目の当たりにできてとても楽しめました。それぞれのクラス

の色が出てて面白かったです！ 

 

・役になりきりながら保育者との掛け合いを楽しんでいて可愛いかったです。合奏では

家でも口ずさみながら練習していたので堂々と楽しく出来ていました！ありがとうご

ざいました！ 

 

・アリスさんとは違う少しお兄さん、お姉さんの姿に感激しました。 

 

・かよ先生の１人４役がすごかった、ゆま先生の雪だるまのアイディアが面白かった。 

 

６． 年中組の発表はいかがだったでしょうか？ 

・園児みんなが笑顔で楽しそうに発表していたので良かったと思います。日頃の練習の

成果が出てましたし、ひとりひとり一生懸命で真剣な姿に感動しました。 

 

・合奏はみんな真剣な表情でしっかりとリズムにのって演奏している姿が印象的でし

た。劇は自分の見せ場もあり、みんなを応援する姿が見れとても感動しました。沢山練

習した成果を発揮することができとても良かったと思います。 

 

・１人１人のできる個性が活かされていて良かったと思います。 



・自分の得意なことを発表するというのがとても良かったです。こんなこともできるよ

うになったんだと驚かされた発表会でした！ 

 

・真剣な表情に、成長を感じました！集中する様になるんですね。先生方との信頼関係

がみられ、感謝しかないです！ありがとうございました！ 

 

・去年との成長を感じ、とても感動しました。ありがとうございました！ 

 

７． 年長組さんの発表はいかがだったでしょうか？ 

・子ども達の、真剣に、そして楽しい表情がとても素敵でした。 

 

・まだコロナ禍であるにもかかわらず、最後のみてみて素敵でショーも開催して頂きあ

りがとうございました。準備や子ども達への指導、開催の仕方等不自由な中で手を尽く

して下さった先生方のおかげで子どものやりきった表情を見ることができたと感じて

います。今回は思いやり席の工夫もあり昨年より子どもの姿を見る事が出来ました。 

 

・一生懸命発表している姿に感動しました。衣装のクオリティーも高く、先生方もかな

りご苦労された事と思いました。 

 

・演奏が上手すぎてびっくり！ 

 

・合奏もオペレッタも迫力満点で団結している姿がとてもかっこ良かったです！沢山

練習したことが伝わりました。 

 

・替え歌が凄く上手で、流石年長さんだな～と思いました。合奏も素晴らしかったです。 

 

・合奏も迫力があり、みんなの真剣な表情に成長を感じました。オペレッタも自分の役を一

生懸命演じており、良かったと思います。 

 

・みんな元気よく自分の役を演じていてとても楽しかったです。それぞれの特徴をよくとらえお

歌も躍りもかわいかったです。 

 

・感動しました。本当にかっこよかったです。合奏もオペレッタも、年長さんってこんなにでき

るんだ、と驚きました。毎日朝早くいって練習したり、家でも頑張ってたので、本番で、かっこ

いい姿をみることができて嬉しかったです。年長さん、最高でした。 

 



８． ３部文化センターでの講演はいかがだったでしょうか？ 

・最後の発表会感動しました。凄く凛々しくて成長したなぁと思いました。先生がたには、感謝

しかありません、ありがとうございました。 

 

・男の子も女の子も、とても凛々しく、とても感動しました。我が子の踊っている姿を見て、思

わず泣いてしまいました。 

 

・祖母にも見てもらうことができてとても良かったです。ついこの前入園したと思っていた我が

子が凛々しい表情で白虎隊を踊る姿を見て成長の速さを実感しました。園のちびっこ広場での

間近で見る発表も良いですが、こうした大きな舞台での発表も経験させてあげることができた

ことをとても嬉しく思います。ありがとうございました。 

 

・祖父母も観覧できて良かったと思います。やはり白虎隊は特別ですね。真剣な表情を見るだけ

で涙が出ます。難しい踊りの所作、よく覚えたなぁと感心でした。 

 

・感激でした。祖母も泣きながら観てました。白虎隊、毎日家でも練習して頑張ってました。 

 

・毎日白虎隊の歌を歌って、振り付けを家でも披露したりと気合いが入って居ました。本番は、

真剣な顔でカッコいい姿を観て涙が溢れました。文化センターだから出来る照明や背景の鶴ヶ

城もとっても良かったです！ 

 

・真剣な演技に感動しました。先生方は大変だと思いますが、別で分けてもやる価値あると思い

ます。 

９．その他ご意見があればご記入下さい。 

・練習や会場の設置などお忙しい中、素敵な会を用意してくださりありがとうございました。来

年は少し大きな会場で出来ることが実現できると良いです。（同意見多数） 

 

・はじめての発表会でしたが、恥ずかしがりながらも一生懸命取り組んでいて、とても成長を感

じ、胸が熱くなりました。先生方のご指導に感謝致します。 

 

・来年度は土曜日・休日の開催にして頂けるとありがたいです。 

 

 

 

 

 

アンケートのご協力ありがとうございました。 

今年度の発表会も 1 部 2 部は幼稚園公演。３部は白虎隊のみ文化センター公演と３部制での発表会となりま

した。1 部２部に分けての発表でしたが、やはり座席の距離が近かったというご意見多数頂きました。座席の

件はまた職員で検討していき次年度につなげていきたいと思います。今年度も子ども達の伸び伸び発表する

姿に、沢山の方が成長や喜びを感じてくれたいたことにこちらも安堵致しました。このような状況で世帯数も

限らせて頂いたり、ご不便お掛けしましたが、ご理解ご協力頂き誠にありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほけんだより
2021年1２月末日 

学校法人 白梅 

認定こども園 榎の木 

 

今年もカレンダーも最後の１枚になりました。子供たちの大好きなクリスマスとお正月がやってきま

す。パパやママにとっては忙しい季節ですが、子供たちの生活リズムを乱さないようにしたいもので

す。 

RSウイルス 
感染症 

年末年始の急病は？ 

年末年始はほとんどの病院が休診とな

ります。子どもは、急な発熱をしたり、

けがや暖房器具でのやけど・おもちやお

もちゃの誤飲してしまったりしやすい

ので事前にかかりつけの病院の他、近く

の救急病院の診療時間と休診日・休日診

療病院を確認しておきましょう。また、

帰省先の救急病院の情報も把握してお

くことが大切です。 

毎年、寒い時期に流行る

呼吸器感染症です。１歳

までに50％、２歳までに

ほぼ100％の乳児が感染

しますが、終生免疫はな

いため、その後も再感染

を繰り返します。生後６

ヵ月以下の乳児は重症化

して入院する場合もあ

り、特に注意が必要です。

家族内にかぜ症状がある

場合は、全員でマスクを

着用して予防しましょ

う。 

お祝いごとや親せきが集まったりと生

活リズムが乱れやすくなる時期です。夜

更かし・朝寝坊にならないように、夜は

決まった時間に子どもと一緒に布団に

入るようにし寝不足にならないよう心

がけましょう。朝もいつもと同じ時間に

起き生活リズムを乱さないように 

しましょう。長期間の休み明けの 

登園は子どもたちの情緒が不安定 

になりストレスがかかります。 

せめて登園予定日の２日前まえ 

までには、体内時計を戻して 

おいてあげましょう。 

冬休みの 

注意点 

▽皮膚のケア▽ 

子どもは新陳代謝が活発で、この時期は、厚着をするため洋服の下は汗

をかきます。放っておくと皮膚（ひふ）のトラブルにもつながるので、

体を清潔にして快適な毎日を送れるようにしましょう。長期休みを利用

して、しっかり乾燥肌による肌トラブルをケアしておきましょう。肌の

免疫異能が低下すると肌からいろいろな原因物質が体内に入り込み食物

アレルギーを引き起こして湿疹やアナフィラキシーショック等の症状を

引き起こしてしまう可能性があります。食べられない食品が出来てしま

い悲しい思いをしなくて済むようしっかりケアをしていきましょう。症

状がひどいときは、小児科や皮膚科を受診しましょう。 

汗をかいたら、こまめに着替えをして、１日１回

お風呂に入って皮膚を清潔に保ちましょう。 

お風呂上がりは、バスタオルでしっかり体を拭き

湯冷めしないよう気を付けましょう。おしりがか

ぶれている時は、石鹸を使わずお湯で優しく洗っ

てあげましょう。排便の際もおしり拭きでごしご

し拭くのではなくお湯で湿らせて洗い流すよう

にやさしく拭いてあげましょう。拭いた後は乾燥

させてからおむつやパンツをはかせましょう。 

乳児には、お風呂上がりの清潔な状態で、保湿ク

リームをつけると良いでしょう。指先１関節分

（１．５CM）が両手の平１個分が適量とされてい

ます。 






