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☆いろいろな行事の意味を知り、楽しく過ごす。

TEL ８６８－７２７１

☆健康面に気をつけて元気に過ごす。

http://www.yujukyo.com/

11 月 10 日（水）に子ども広場で焼き
芋パーティーがありました。例年雨の日
が多く、延期になったり、砂場でやった
りしましたが、今年は晴天に恵まれまし
た。また、少し気温も下がって、最高の
焼き芋日和に。煙にのって流れていく甘

☆手洗い、うがいを励行し風邪の予防をしましょう。
は
や
い
！
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！

☆12 月 10 日までに、クリスマスブーツを持たせてくだ
さい。
♪サンタクロース ♪もみの木
♪赤鼻のトナカイ

い香りに誘われて、子ども達が保育室か

♪あわてんぼうのサンタクロース ♪たこの歌
♪いい正月やー ♪お正月 ♪鬼ムーチー
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らどんどん子ども広場へと出てきまし
た。去年のことをもう覚えていないぱん
だ組の子は「おいもってむらさき色なん
だねー」と話しています。確かに、スー
パーで見かけるのは黄色いさつまいも
で、紅芋の焼き芋はあじゃ保育園ならで
はかもしれませんね。子ども達は、頑張
って収穫した喜びをかみしめ、秋の味覚
を楽しんだ一日になりました。
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年末年始休み（1 月 3 日まで）

※1 月 7 日（金）のムーチー会は今年度もコロナ
対策のため、園児のみで行いたいと思います。

御用納め
青の文字は保護者参加行事、緑の文字は職員研修です

※１１月のご意見・要望・苦情は 0 件でした。

ドキドキ

かわいそうなＫくん
Ｔ先生が一時保育を利用している赤ちゃんを連れてくま組
にきました「ねえ、この子Ｋくんに似てな～い？」と見せて
います。その日Ｋくんはたまたまお休みしていて、そばにい
たＮ先生が「あ～本当だ～、目のクリっとしたところが似て
るね。Ｋくん、こんなにちっちゃくなっちゃって可愛い」と
言いました。すると、近くにいたＫＯちゃんが「Ｋ、ちっち
ゃくなってかわいそう」とつぶやきました。Ｔ先生とＮ先生
は「違う違う、Ｋじゃないよ」と訂正しました。ＫＯちゃん

緊急事態宣言が明けてから、続々と新規の親子が遊びに来ます。初めての場所は、大人も子どももドキドキするもの。先
日、初来所してきたＡさん親子で 6 ヶ月の男の子Ｂくん。人見知りや場所見知りがあるかな？と様子をうかがいながら担当
員が声掛けすると、ニコッと笑って笑顔で応えてくれるＢくん。
（お！大丈夫そう）もっと仲良くなろうと担当員がさらに
おもちゃを差し出し、近づくとＢくんは満面の笑顔で手を伸ばして受け取ってくれ、
（あ～よかった、あそんでくれる）と
思った矢先…。Ｂくん号泣。えっ！なんで？なにかしたっけ？あんなに笑顔だったＢくんが急に泣き出し、周りもビック
リ。Ｂくんは我慢していたようです。あの笑顔はその我慢を隠すためだったんですね。小さいながらに自分を守ろうとする
力なんですね。Ｂくん、その後は少しづつ慣れて、泣くことなく最後まで遊んで帰ることができました。初めて来るのはド
キドキしますが、是非皆さんもむるが家へ遊びに来てください。

が見ても本当にソックリだったんでしょうね。

友達と一緒、楽しいな
只今

戸外遊び充実中
今年も残り少なくなってきましたが、うさぎ組は 4 月に比べてお話が上手になり、子ども同士

今日何して遊ぶ？「おそといきたい!!」今週の予定を発表し戸外遊びの日には「ヨ
ッシャー‼」と歓喜の渦のぱんだ組。今回は大好きな戸外遊びを紹介します。
人気№1 は三輪車。上手にこげるようになり今では大きい三輪車にも挑戦していま

の関わりも増えてきました。ある朝の自由時間、一脚の椅子の周りに子ども達が座っていまし
た。何をしているのかな？とそーっと見守ると一人の子が椅子に座り、「ミッキーマウス」の手
遊び歌や「ぽっぽ」の朝の歌が聞こえてきました。それから絵本の読み聞かせ（のフリ）が始ま

す。スロープを上る時には苦労するけど、スロープを下る時はスピードを出してジ

り、何やら保育士の真似をして朝の会をやっているようです。また別の日にも、砂場でままごと

ェットコースターのよう。他車にぶつからない運転技術にはあっぱれです。更に N

をしていると、
「ここでご飯食べよー」「どこに買い物行くの？」といった子ども達のやり取りも

くんは立ち乗り二輪車・キックボードにも挑戦し、転んでも乗り毎日練習を頑張

聞こえてきました。今までは一人で遊んでいたうさぎ組ですが、最近は友達と一緒に遊ぶ姿が見

り、今では上手に乗りこなしてみんなの憧れです。これからキックボードも人気確

られ、成長を感じます。これからもたくさん友達と遊んで楽しく園生活を送っていきたいです。

実です。
№2 はブランコ。保育士におしてもらって気持ちよさそう！交代するときの数え歌
もとても上手で順番待ちの行列も楽しいです。その中でも S ちゃんは自分でこぐこ
先生に付き合ってね

ともできてみんなの憧れです。
子ども広場では木の実、木の葉拾いで秋を感じています。ビニール袋に集めて持
って帰るんだと一生懸命です。ユニークな H ちゃんはビニール袋に小さな石ころを
集めて「黒糖食べる？」と。思わず口に入れそうになる程でみんなを笑わせていま
す。フラフープに缶ぽっくり、かくれないかくれんぼ、すべり台に園前マラソン大
会とまだまだ紹介したい遊びがいっぱいです。只今戸外遊び充実中。これからも戸
外で思いっきり体を動かして遊び、元気モリモリぱんだ組さんでいくぞ～‼さぁ今日
は何して遊ぶ？

日々成長を感じるひよこぐみ。おしゃべりが上手になり、いろいろな声が聞こえてきます。そ
の中で、おもちゃの片付けの際、私たちが♪おかたづけ、おかたづけ、さぁさみんなでおかたづ
け♪と歌いながら片付けをしていると、数人の子ども達がにこにこしながら「け」「け」と歌い
始め、私たちも「け」と？になりそのまま歌い続けると、私たちが歌っている歌詞の最後の一文
字の「♪おかたづけ♪」の「け」を歌っていたのです。すごいすごいと楽しくなり、何度も♪お
かたづけ、おかたづけ♪と歌っていますが、さて子ども達が飽きずにいつまで「け」と歌ってく
れるのか…楽しみです。

11 月 25・26 日

夕食作り・カレー 人参はハート型、星型にしてみました。
デザートは餃子の皮にチョコ、マシュマロを包んではどうだろう ⇒⇒
⇒

ぞう組さ～ん、いってらっしゃい。気をつけて、楽しんできてね。とみんなに送り出
されて出発！お泊り保育がスタートしました。
*-

1 日目は大宜味村きゆな牧場へ
動物とのふれあいの機会を作りたい、そして今年はうし年です。牛さんとの思い出に
(笑)乳搾り・食育体験でバター作りをしました。1 頭の牛さんが子ども達みんなにお
っぱいをひっぱられ乳を出してくれました。怖い、触りたくない、という子もいまし
たがみんな触ることができ温かい乳も実感することができました。

みんなに乳絞り
を体験させてく
れた牛さん

バター作り体験 少量の牛乳を振り、振る、なかなか、固まらない、しまいには体全身
を振ることに 出来上がりはおっぱいパンにつけて食べて美味しかったです。牛乳も
甘く冷たくておいしかったです。

園長先生がよそってくれてトッピング
はチーズとコーンどれが多い？みんな
で作ったカレー美味しく頂きました。

夜はおたのしみの花火のあと、シャワーを浴び、園長先生に髪を乾かせてもらって、
お話しを聞きました。そして天井にはたくさんの星、流れ星プラネタリウムを見て入眠
ｚｚｚｚ。初めてお母さんから離れてのお泊り、シクシク泣いている子も見られました
がきっといい夢を見たことでしょう。明日は朝早いぞう～。
みんな寝起き抜群、
おはよう～今日も遊
ぶぞ～。今日の予定
は昼食の
自分 で
作りまーす。そして
グスクロード公園へ
ＧＯ！

午後は沖縄市の八重島公園へ
美味しかったよ
八重島公園では遊具で体を動かし、運ていができるようになっていたのにはびっくり
筋肉痛になっているはず・・。やっぱり、バッタ捕りに夢中に。たくさん捕れました。
朝食タイム

ぞう組さんお泊り
保育終了
いろんな体験した
ね。楽しかった～。
お疲れ様でした。

ＢＢＱ～眠るまで…
くじら組
先日の１１月４，５日はくじら組のお泊り保育がありました。お泊り保育を今か今かと待ち遠しそうに
していた子どもたち。新型コロナウイルス流行ということもあり、どうなることかと心配もありました
が、無事に開催することに。たくさんたくさん楽しんできましたよ～！

保育園へ帰ってきたらお待ちかねの BBQ！子どもたちが自分で作ったおにぎりと美味しいお肉とやき
そば。遊歩道でライトを照らしながら、いつもとは違った雰囲気で食べるご飯も最高でした。ご飯を食べ
たあとは焼きマシュマロを自分で焼いてパクリ。
「おいし～い♡」と口の周りを白くしながら幸せそうな顔
で食べていましたよ。お風呂のあとは、園長先生のお話し。日本の昔話「海の水はなぜしょっぱい」と「雪
女」のお話しをしてくれました。ちょっぴり怖い「雪女」の話しでは、耳や目を塞ぎながら聞く子も…子
ども達は頭の中で想像を膨らませながら、最後まで静かに聞き入っていました。たくさん遊んで動いて、

１日目 ～山登り～

１日目の夜はプラネタリウムを見ながらみんなコロっと眠りにつきました。

今回は５歳児のお泊り保育の醍醐味である山登り、標高４７３ｍの嘉津宇岳に挑戦！初めて山登りを
する子は、行きのバスの中で少し不安そうな顔の子も…どうしたの？と聞くと「山登るの怖い…」
「ケガ
したらどうする？」いざ、嘉津宇岳に着いてさぁ登ろう！と登り始めた２、３歩で、不安そうにしていた
子が「やっぱり大丈夫！怖くない！」とズンズン先頭集団の中で進んで行き…切り替え早いっ！！と心の
中でツッコミ、頼もしい背中を見守りながら山登り開始。ゴツゴツした岩や安定しない道を手足を使って
上手に登っていき…途中にはどんぐりが転がっていたり山の景色や会話を楽しみながら頂上を目指しま
した。この日の天気は快晴で、頂上からの景色はとってもキレイで驚き！！登りの疲れも一気に吹き飛

２日目の朝
眠たい目をこすりながらも、起きたら友達がいる嬉しさからテキパキと身支度を済ましている子ども
達。朝ごはんはうどんとフルーツ。朝ごはんを食べてから、お昼ご飯のおにぎり作りをしました。おにぎ
りの中身は油みそ！のりを敷いて～ご飯を乗せて～油みそを置いて…みんな上手に完成！お昼ご飯が楽
しみだね～♪

び、みんなで「やっほーー！」と叫びました。
「やっほ！」低い声で返ってきたやまびこはひろむ先生の
声でした(笑)下山し、お楽しみのお弁当タイム。山登りのあとのお弁当は、いつもの何倍も美味しかった
です。そのあとはミカン狩りへ…

中城公園へ出発！
園を出発して中城公園へ…とってもひろーい広場にたくさんの遊具！「遊ぶぞー！！」とまずはトラン
ポリン遊具へ。巨大なトランポリンの上を走ったりジャンプしたり…蜘蛛の巣遊具で手足を存分に使っ
て遊んだり…遊具の周りの草原には、バッタやトンボなどの昆虫もたくさん！虫アミを使ってムギワラ
トンボを捕まえる子もいました。せせらぎもあり、小さなエビや魚が…アミで捕まえては近くで観察し
て、見たあとはしっかり逃がしてあげる子どもたち。午前中たっぷりと遊んで、昼食 time。朝自分で握

～ミカン狩り～
バスに揺られてミカン畑へ到着！たくさんのミカンの木とミカンに子ども達は「うわぁ！」と目がまぁる
くなっていました。
「よっしゃー！たくさんとるぞ！」とたくさんのミカンの中から美味しそうなミカン
を選び袋の中へどんどん入れていました。ミカンも“カーブチー”と“温州ミカン”の２種類あり、どち
らも美味しそうに味見しながら選び…ミカン狩り終わるころにはみんな、
「お腹いっぱーい…」とお腹を
おさえていました(笑)おうちへのお土産ミカンもたくさんゲットし、ウキウキで保育園へ帰りまーす♪

ったおにぎりときゅうりとウインナー、ゆで卵を食べました。昼食とおやつを食べてパワー復活したあと
は、再び「遊ぶぞー！！」と次は迷路の遊具と大きなアスレチック遊具へ…後半はみんなでケイドロ！担
任がけいさつ、子ども達はどろぼうになりやったのですが、みんな逃げ足の速いこと速いこと…捕まえる
のも一苦労でしたが、とっても楽しく遊ぶことができました♪帰りには seventeen アイスで、自分の好き
なアイスを選んで食べて大満足！半日たーっぷりと遊んで、帰りのバスはみんなぐっすり夢の中…仲間
と一緒にいろんな経験ができて楽しかったね。園に帰ってきて、たくさんの土産話を誇らしそうに話す姿
もなんだか頼もしく感じられました。このお泊り保育を通してまた一つ大きくなったように感じます♪

