☆いろいろな行事の意味を知り、楽しく過ごす。
☆健康面に気をつけて元気に過ごす。
あじゃ保育園 那覇市安謝２‐１５‐２

令和 2 年 12 月号

TEL ８６８－７２７１

11 月 11 日(水) 芋煮会が行われまし
た。くじら組の子ども達は初めての包
丁にドキドキしながら挑戦。人参、大
根、じゃがいもなどの食材を切りまし

http://www.yujukyo.com/

☆手洗い、うがいを励行し風邪の予防をしましょ
う。
☆12 月 9 日までに、クリスマスブーツを持たせ
てください。

た。大きいシンメーナビに食材を入れ
♪やきいもグーチーパー ♪クリスマスの歌
♪もみの木 ♪いい正月やー ♪鬼むーちー
♪たこの歌
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12 月のご意見・要望・苦情は 0 件でした。
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年末年始休み（1 月 3 日まで）

カリキュラム会
青の文字は保護者参加行事、緑の文字は職員研修です

ぐつぐつ煮込み、小さいクラスの子ど
も達が代わる代わるに鍋を囲み「おい
しく、おいしく、おいしくなぁれ～」
と可愛いおまじないをしてくれまし
た。具だくさんの芋煮が可愛い声かけ
に喜んでくれたのか、とっても美味し
い芋煮ができました。その日は少し肌
寒かったのですが、おいしい芋煮で秋
の味覚を堪能し、心も身体も温まるこ
とができました。

ぶひ～楽しませてくれます

可愛い先生って呼んでちょうだい♡

みんなで公園に出かける機会が増えました。一番のお気に

むるが家をいつも利用している G 君。どうやら担当員の名前をまだ覚えていなかったようで、公園で担当員を見つけたとき

入りはプリン山公園です。そこでの出来事です。プリン山

にお母さんに「あっ♡可愛い先生といぬ子先生がいる。
」と一言。ん！？いぬ子先生？お母さんはすぐにピンときたようで

公園は名前の通りプリンの絵が描かれている山。滑ること

「かわいい先生ってようこ先生のこと？」と聞くと「ううん。違う。
」というので笑いながら「ゆみ先生？」と聞くと

もできるし、階段もあり、ロッククライミング的な石がは

「うん♡」と即答（笑）知ってますよ知ってますよ～ゆみ先生若くて可愛いしね～でも、私のことをいぬ子先生ってどうい

めこまれています。そこで、｢助けて～｣ごっこが始まりま

うこと～（汗）お母さんは笑いながらいぬ子先生ってしまじろうに出てくる優しい犬の先生で可愛らしいですよ♡とフォロ

す。滑っていく子に手を出し助けるという遊びです。しば

ーしていましたが、公園から戻って調べてみると…私にはどう見てもいぬ子だけどオスにしか見えないんですけど…まぁ、

らく遊んでいると今度は固定すべり台の方に移動し始めま

確かに私の声はメスと言うよりオスに近いですけど～（涙）しかも、いぬ子先生の性格は元気でおっちょこちょいな性格と

す。そこでいつの間にかハンターごっこに変わり、大人数

の記載が（汗）やばい…G 君。見た目だけではなく、私の内面までを見抜いている（笑）側ではゆみ先生が必死に「陽子先

で追いかけっこが始まりました。タッチで鬼が変わりま

生、いつも元気いっぱいだから G 君そこが似てると思ったんですよ」となんとも必死で先輩をたてていました（笑）

す。今は誰が鬼なのか担任が〇〇が鬼で～すと知らせる

そんな可愛い G 君とゆみ先生、今度会ったときは私のことも「かわいい先生♡」って呼んでね（笑）

と、みんなタッチしようと一生懸命です。その中で追いか
けるときに両手を上にあげてガオ～と怪獣になりきって追
いかけるＹ君。みんなを楽しませてくれています。更に今
度は鼻の穴に人差し指と中指を突っ込み、豚の声を出して

これなあに？

うさぎ組のアイドル

追いかけ始めるではありませんか。追いかけられている子

2 階のシャワーの所にはいろんな動物の写真が貼っ

Ｍちゃんの登園はお母さんと生後 5 ヶ月の妹ｍちゃんといつ

はその豚の鳴き声を聞き、おかしくて走るのが遅くなりす

てあります。ある日 E 君のお尻をシャワーしてい

も一緒です。ｍちゃんはうさぎ組のアイドル！！「ｍが来た～」

ぐにタッチ！見ていて面白くて鬼はＹで～す。と延長させ

ると E 君が動物を指さして、

とすぐに子ども達が寄ってきて、たちまちの人だかりに…。自

てしまいました。これを書いている間も思い出し、つい笑

E 君「これなぁに？」

分の方に顔を向けてもらいたいうさぎ組の皆は手を叩いてみ

ってしまいます。みんなを楽しませてくれるキャラが出て

担任「キリン～」

たり、名前を呼んでみたり、抱っこしたくて手を伸ばしてみた

きたＹ君。これからも楽しみです。

E 君「これなぁに？」

りとアピール合戦が始まります。その子達の様子を見て笑顔の

担任「う～ん、ライオン」

ｍちゃん。ｍちゃんの笑顔を見て「かわいい～」を連呼するう

E 君「これなぁに？」

さぎ組です。まだまだ自分たちも小さいですが赤ちゃんのかわ

担任「あ～、なんだっけ？」

いさがわかるんですね♡

まねっこだいすき
最近のひよこ組さんはおしゃべりやまねっこが楽しい
ようで、
「あし」
「ぽんぽん」
「くび」と体の部位を触っ
て話したり、ブロックを電話に見立てて「もしもし
～」と話す真似をしたり、お友だちがゴミをゴミ箱に
捨てている姿を見て”じゃあ僕も”とやってみたりと
何でもまねっこしています。また絵本も大好きで「か
んかんかん」｢ぽんちんぱん｣「いろいろばぁ」
「ぽぽん
ぴぽんぽん」など繰り返しのある絵本を見て楽しんで
います。貸し出しもしていますので、ぜひご家庭でも
一緒に絵本を楽しんでみてはいかがでしょうか。

と逆転させて E 君に答えてもらいます。
E 君「ゴリラだよ！」
担任「そうだ！じゃあこれは？」

にこにこ笑顔

E 君「うさぎだよ」

今年は定員を超え、満員状態の一時保育。その為、登園する日

担任「あたり～。そのとなりは？」

程が限られて子ども達が慣れるまでに時間がかかってしま

E 君「これ？コアラのマーチ！！」

い、担当を見ると大号泣していた子ども達…。

担任「え？あっ？う～ん、同じ形だし間違っては

しかし最近は受け入れをする際に笑顔を見せてくれるよう

いないけど….」

に！！検温をする際は自らおでこを見えるようにしてくれる

かわいいからこのままにしようか、動物とお菓子

子、走ってきて“ギュ～ッ”と抱きしめてくれる子と少しずつ

の違いを伝えた方がいいのか悩む担任でした。

慣れて安心してくれているのかなぁ?!とホッとしています。

結局そのままにしていま～す。

去年のお泊り保育は雨…。今年の運動会も雨…。今回のお泊り保育も雨…！？

いってきま～す！

夜ご飯はバーベキュー。おいしい！

うわぁ！天井が星空…

不運続きのくじらぐみでしたが、雨に見舞われることはありませんでした。そ
れが何よりうれしい！
初めての山登りは、力尽きそうな担任が時々制止するほど、意気揚々とずん

保育園でプラネタリウム

ずん前へ進む子ども達。登るペースはまちまちで、後方の子へ先頭の子が名前
を呼んだり声を掛け合ったりして、頑張りました。ロッククライミングのよう
に足場を探り手をのばし、どこが行きやすいか考えながら登っていくたくまし
い子ども達でした。頂上では全員が集合して大喜び！大きな達成感を味わうこ
とができました。

みかん、とどくか？…

段ボールのお家、おもしろい。

なかなか寝ませんでした…

ミカン狩りは、もぎ取ってはむしゃむしゃ食べて、おいしいミカンを見つけ
アカハライモリ！

てはゲット！お家へのお土産もうれしそうでした。

綺麗な海。

何を捕まえたかな？

ヤドカリ、カニ…どこにいる？

２日目は、グスクロード公園で遊んで玉城の海岸へ。カニやヤドカリ、エビ
保育園に戻ってきてバーベキューを食べてご満悦。前日に作って冷蔵庫で冷
やしておいたプリンもおいしくいただきました。

など海にすむ生き物を見つけて喜んでいました。全身ずぶぬれになる子もいる
ほど、楽しんでいました。そのあとは、山小屋へ。アカハライモリが池から顔

そして、段ボールのお家を建設。好きな友達と一緒に、ガムテープを貼った

を出す姿に驚き、ぶよぶよした体を触って騒ぐ。そして、友達と湯船ににつか

り、ペンで書いたりと自分たちの家を作りました。屋根がないのは…、プラネタ

りまたうれしいひととき。保育園に帰ってくると子どもたちや先生方、保護者

リウムが見られるようにするため！楽しみにしていたプラネタリウム。みんな

の皆さんのお出迎えに喜ぶこどもたちでした。

で寝転がって見る星空はとてもきれいでした。段ボールの家でおしゃべりをし
たり、隣をのぞいたり、興奮してなかなか眠らない子どもたちでした…。

このお泊り保育で、自分で頑張ること、友達と協力すること、自然の中で生
き物に触れることなど、様々な体験を通して一回りも大きく成長した子ども達
です。このコロナ禍で、保護者の皆さんのご理解とご協力のおかげで楽しい時
間を過ごすことができました。ありがとうございました！

みんなで作る段ボールのお家づくり

お家の完成―！ここで寝るよ

園長先生のお話「雪女」

１日目
「いってきま～す！」保育園のみんなに見送られ、わくわくな気持ちで出発。

２日目
２日目は、玉城にある『グスクロード公園』に行きました。見たことのないバッタや

最初の目的地『倉敷ダム』に向けてバスは動き出し、早速気分を盛り上げるためにクイズ大会を

カエル、１０ｍ近くあるターザンロープなどどれも新鮮だったようで時間が足りないほ

しました。
「今から行くところはど～こだ？」
「ハイハイハイハイ！」と勢いよく手を挙げた S くん。

ど遊びに夢中。昼食は公園の広場で、自分たちで作ったおにぎりときゅうりの浅漬け、

「ジミー裏の広場！」の答えに大爆笑！盛り上がっているうちに倉敷ダムに到着。広い川に子ども

園長先生が買ってきてくれた天ぷらを束ました。

達は大興奮、走り出すとまず始めたのは魚捕り。動きの速い魚に悪戦苦闘しながら数匹ゲット。中

祭儀に向かった先は『山小屋』
（園長先生の別荘）いつもは年長組しか行けない所でし

にはカエルやトンボを捕まえた子もいて自然をたっぷり満喫。２時間ほど遊んだ後は、待ちに待っ

たが今回特別に行かせてもらいました。着いてすぐに小屋の裏にある山を散策。登った

た昼食タイム。手作りの弁当を見せ合いながら和気あいあい「お泊り保育楽し～♪」とまだ始まっ

先にある池にアカハライモリがたくさんいたり、体を左右に揺らしてこちらを見ている

たばかりなのに楽しくてしょうがない様子でした。

カマキリがいたりと自然を楽しみました。汗をかいたのでお風呂タイム。みんなで入っ

次に向かったのは『沖縄こどもの国』。行くぞ～！と入り口で意気込んで向かったとたん雨が降

たお風呂は疲れた体を癒してくれたと思います。お風呂の効果もあり、帰りのバスの中

ってきました。行きたい気持ちを抑えて１０分程待機していたら雨がやんできて担任はホッと一安

では５分もしないうちに爆睡。あっという間に保育園に到着すると、待っていたのはお

心。キリンやぞう、イノシシを全部見て帰り際にまた雨、、、運が良いぞうぐみさんはほとんど濡れ

父さんお母さんと保育園のお友達のお出迎え。子ども達は楽しかったことを興奮しなが

ることなく動物園を満喫しました。

ら早口でしゃべっていました。

保育園に到着するとすぐに花火を楽しみました。そしてＢＢＱを食べた後、かき氷。お腹も心も

今回のお泊り保育はいつもと違った形でしたが、充分に自然を満喫し、楽しさ満載の

いっぱい、
、
、さあ寝よう！とはいかない担任の楽しませてあげたい企画心。寝る前に「度胸試し」

1 泊２日でした。自分たちで何でもできるという自信にもつながり人間として何歩を成

と題して真っ暗な２Ｆからある物を取ってくるという指令ゲーム。恐る恐る２Ｆに上がると待って

長したものになりました。お泊り保育ができて良かった～(/ω＼)

いたのは、変装した先生たち。何を取ってきたかというと、鬼滅の刃のくじ引きでした。怖かった
けど良い賞品をゲットできた喜びもありなんとか楽しい企画になったかなぁ(;’∀’)

