令和３年１月号

保育目標
・伝統行事や伝承あそびを楽しむ。
・友だちと協力しながら表現あそびを楽しむ。

あじゃっこ

あじゃ保育園 那覇市安謝２‐１５‐２
TEL ８６８－７２７１
http://www.yujukyo.com/

家庭連絡
・風邪やインフルエンザ等の感染症にかかりやす
い時期です。手洗いやうがい、薄着など健康な
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体づくりを心がけましょう。
・伝統行事や伝承あそびを家庭でも楽しみましょ
う。

今月のうた
♪凧の歌 ♪いい正月
♪北風小僧の貫太郎 ♪豆まき
♪ウシモーモー

♪十二支の歌
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出かけました。その日はあいにくの雨…。かっぱを
着てお芋を探して、スコップで掘る子ども達。お芋
の頭が見えると、横から掘ったり、手で土をかき分
けたり頑張って掘りました。大きなお芋がいくつも
出てきて喜んでいました。
その翌週に焼き芋パーティー。その日も残念なが
ら雨だったので、砂場で行ないました。お芋が焼け
てくるといい匂いがしてきます。できたてのあつあ
つお芋をフーフーさましながらみんな喜んで食べ
ました。おまけに、串にマシュマロを刺して自分で
焼いて食べました。
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ぞう組とくじら組は、１２月４日に芋ほり遠足に
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空手

体育（２・５） 鏡開き

９

今年もあじゃ保育園にサンタさんがやってきま
した。今年のサンタさんはかなり大きなサンタさ
ん。みんな笑顔でプレゼントをもらい握手し、「大

１０

１１

１２

１３

成人の日

リズム

空手

１５
体育（３・４） 風の子劇団
観劇会
監査

１６

２０

２１

２３

ム―チー会

体育（２・５） お弁当会
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ンタさんが帰った後に「帰らないで～」と号泣して
踊れなくなる子もいました。
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リズム

誕生会

体育（３・４）

２９

カリキュラム会

※12 月のご意見・要望・苦情は 0 件でした。

３１
※２月１３日（土）は生活発表会です。
安謝小学校体育館で行なう予定です。
青の文字は保護者参加行事、緑の文字は職員研修です

奏でジングルベルを、ぞう組はクリスマスクイズを
みんなでスペシャルランチもおいしく頂きました。

職務会
２５

くま組はハンドベルできらきら星を、くじら組は合
出して大盛り上がり！楽しいクリスマス会でした。

避難訓練
２４

きな手だった～」とワクワク声が聞かれました。サ

３０

ひよこ

『ただ今、手つなぎ流行中』
ぞう

この頃みんな手つなぎが上手になってきました。「さ

『おしゃべりが止まらないお当番活動』

んぽ」の曲が流れると手をつないでくれるお友達を見つ
けてルンルン。今まで、手つなぎができなかった小さな

くじらぐみ

子ども達は、お当番活動をしています。その中で、食後

Ａくん、Ｈちゃん、Ｍちゃん、Ｒくんもだれか手をつな

の歯ブラシ＆コップ洗いをしている時、子ども達はいろい

いでーと小さな手を出し、つないでくれるお友達を探し

ろなことを話しています。
「ね～先生達、歯ブラシしたって

ています。

聞くけど先生達してないよ」
「どうして僕たちだけか？」
「い

月齢の高いお友達は、２人から３人、４人と、どんどん

んちきだよな～」とか「あじゃの鬼怖いけど小学校の鬼は

手がつながり、いつの間にやら大きな輪が…今度は「あ

人間だから怖くないってよ」
「あじゃのお化け怖いよな」
「あ
じゃのお化けと鬼どっちが強い」などの会話をしながらコ
ップ洗いを…。その会話を近くで聞いていると面白く笑っ
てしまいます。鬼、お化けは子ども達にとって怖いもので、
あじゃ保育園の名物なのです。

ぶくたった」うたあそびに変身。まだまだ上手にまわる
ことはできませんが、保育士も加わって楽しくあそんで
います。
今月から、次年度に向けて時々２階へ顔を出しに行こう
かなと思っています。

子ども達は今から、節分にドキドキしているのか？鬼、お
化けの話題でお当番のお仕事が長くなってしまいました

『歌って踊って』

（笑）
だんだんと冬らしい季節になってきましたね。そんな中
でもうさぎ組の子ども達は元気いっぱい過ごしています。

『ねっ見ててよ』
くま

『そんな言葉も…』

日頃、いろいろな場面でお父さんやお母さん、保育士たちのマ
ネをするかわいい子ども達を紹介します。友達同士でのままごと
遊び。男の子は「お父さんやるー！」女の子は「お母さんやるー！」
と役になりきっていることが多いのですが、たまに男の子も「い
ちご買ってきたわよ～」とお母さん役に回ることも…「みかんは
何個買ってきたらいいの？わかったわ」と口調もスムーズ。たま
にはやってみたいよね～。聞いていると口調の可愛さにクスッと
笑ってしまいそうです。
またある日の散歩中。担任と手を繋いで歩いていたＳくん。遠く
から車の姿が…するとＳくん「はーい、車くるよー！ストップし
てー！」車が通り過ぎると「おっけーい、もう大丈夫よ～」と担
任が言っていることをすっかり覚えていて、まさに先生口調！
（笑）
そしてまたまたある日…せかせか着替え中のＸくん。
「○○出され
てないから出して～！」と担任。「…（よいしょよいしょ）」最近
の衣替えで、長ズボンがなかなか足を通らず、苦戦中のＸくんに
ついついもう一度「○○出してよ～」するとＸくん「ちょっと待
つってこと知らないのー！」えぇー！そんな言葉も言うようにな
ったのねと驚きと急がしちゃってごめんよと少々反省の担任でし
た（笑）

「強く～なれる～」今年何度聞いたことか。うさぎ組でも
口ずさむ子ども達の姿が見られます。それは今年大流行「鬼
滅の刀」Ｎくんもよく歌っています。

ちゅーりっぷくみ
（一時保育）

『Ａちゃんは？』

庭先で過ごしている時、
「先生～！見ててよ！」とＩち

そして今年もうひとつ流行った「香水」を歌うと踊りだす

３歳のＳくんは、同じ年齢のＡちゃんが大好き。Ａちゃんがいる日

ゃんがフラフープを腰でクルクル回しているを見せてく

Ｎくんはお家でも、マイクらしきものを片手によく歌って

は自分から手をつなぎにいったり、あそぼうと声をかけたりとものす

れました。
「いつの間に！」１００回も回せて担任を驚か

踊っているみたいです。

ごくご機嫌。でも登園した時、Ａちゃんの姿が見えないと途端に下を

せています。
「この間まで少ししか回せなかったのにすご

向き「Ａちゃんがいない」とシクシク泣いてしまいます。そんな時は、

い！誰から習ったの？」と聞くと「くじら組のＨ兄ちゃ

Ｓくんの好きな車のオモチャで気持ちを切りかえてあそび始めます。

ん！Ｈ兄ちゃんの回すところ、じーっと見て真似してやっ
たら出来た！」と笑顔のＩちゃん。年上の子達からいろい
ろなことを学んでいるんだなと嬉しくなりました。

『マイブーム』
ぱんだ

日によって、登園する子が違う一時保育。月に何回かしか一緒にあ
そべないけれど、大好きなお友達ができて嬉しいなと思う担任です。

最近のぱんだ組はおしゃべりにパワーがかかり大きな

またある日の出来事。公園のプリンの山に登りたいけど斜

声で歌を歌います。
「～を～つれて～すすめー！」
（すすめ

面でグラグラすると手伝って～と以前までは担任に手を

ーの部分はそばで聞いていた子も歌いだします）

伸ばしていたＫくん。今では公園に着くなり小走りしてプ

ＮちゃんはＮIziu の歌を唄いながらなわとびダンスを踊

リンの山に、自分で手足交互に動かしてよいしょよいしょ

り、Ｋちゃんは「一生そばにいるから～一生そばに～いっ

と登っていきます。前までうまくできなかったことが自分

しょぉー」とエンドレスでドラえもんの歌をうたっていま

で出来た時とても嬉しそうな子ども達です。今年もみんな

す。Ｍちゃんはプリキュアをうたい、先程のＮちゃんが踊

の好きなこと、得意なことたくさん見せてね！

っています。皆よく知っているな～と感心しながら、その
姿を見て楽しんでいる担任です。

たんぽぽ
くみ
（むるが
家）

『あんころもち』

♪「さよなら あんころもち またきなこ さよなら あんころもち
またきなこ！」♪「さようなら」
むるが家の午後の活動時間の最後に歌っています。子ども達皆大好
きな歌です。泣いている子も泣き止み、
「まだ遊びたい、帰りたくない」
と言っている子も気持ちの切り換えができる不思議な歌。11 ヶ月の I
ちゃんは「さようなら」に合わせおじぎをします。簡単で覚えやすい
ので家で口ずさむお母さんも多いみたいです。むるが家のテーマソン
グ？(笑)ぜひぜひ、皆さんも覚えて歌ってみて下さいね♡

ぞう組（真嘉比中央公園）
「真嘉比中央公園へしゅっぱ～つ！！！」意気込みながら歩きだしたぞ
うぐみ。歩いて真嘉比まで行ったことがないので、新しい発見や気づかな

今年のお店やさんごっこは、コロナの影響から例年通りやってしまう

かった場所などたくさんありました。約３キロ（５０分着）の距離で大丈

と密になってしまうということで、今年はウォークラリーを開催しまし

夫かと思いましたが、全く疲れもなく園に帰ってくることができました。

た。

自分たちの体力に自信がついたウォークラリーでした。

テーマは「みんな一緒がたのしいね！」です。
そしてもう一つ、今年は全体で共同画と作ろうということになりました。
コロナ禍の中でみんなでニコニコになれる、絵だけでも密になろう！と
全クラス一人ひとりの顔を描き、事務所前に展示していますのでご覧下
さい。

うさぎ組（プリン山公園）
鯉のいる水族館を目指して元気に出発したうさ

ぱんだ組（じんじん公園）
大好きなココナッツを踊ってはりきって出発しました。

ぎ組さん。しかし、水族館には他の保育園のお友
達が…。

初めて行くじんじん公園で、トンネルや階段にワクワクドキ

急きょプリン山公園まで行くことになりました。

ドキしながら歩きました。公園ではすべり台やユラユラ動く

初めて行く公園でしたが、のびのびとあそぶこと

遊具で遊び、雨雲に追われながら急いで帰ってきました。園

ができました。歩けるか心配していた担任でした

内間西公園へ Go! 今年初めて内間西公園へ。きに２５分、帰りは３５

長先生からごほうびシールをもらうと晴々とした笑顔の子

が、たくましい子ども達の姿に体力ついたな～と

分、違う道から帰りました。「たくさん遊びたい！」をくま組はこっそり

ども達でした。

感心しました。

テーマにしました。公園の固定遊具は 2 カ所あり、最初に木の固定遊具へ、

くま組(内間西公園)

みんなノンストップで動いています。「下の所でもあそぶんでしょ！」と
昼食のカレーを食べる前から目の前に見える遊び場にソワソワ。食事もも
りもり食べて大急ぎで固定遊具へ、時間のある限り遊びました。たっぷり
遊び疲れた様子でトボトボ歩きで帰ってきましたがまた行こうね。

くじら組（とまりん）
くじら組はとまりんへ船を見に行きました。残念ながら船は各離島へ出航して見ることはできませんでしたが、２階
デッキで遊び、海に向かい大きな声で歌をうたってきました。その後、泊の歩道橋を歩き黄金森公園へ行き、おいしい
カレーライスを食べて園に帰ってきました。子ども達は外で食べるカレーライスがとっても美味しかったようで、小食
の子もお代わりしていました。歩き疲れてお昼寝ぐっすりでした。

ひよこ組（東原公園）
ひよこ組はスーパーマン公園（東原公園）まで頑張って歩いてきました。
行く途中でかわいいこびとの人形を見つけてワイワイ。公園で滑り台をす
べって楽しみました。

