保育目標
社会福祉法人 郵住協福祉会

・大きくなったことを喜び、進級に期待を持つ。

ガジマル保 育 園

令和 3 年

・友だちと一緒にいろいろな行事を楽しむ。

家庭連絡
家庭連絡

那覇市銘苅１－１８－１９
Tel：866-1174 Fax：868-9355

２月２日は節分の日。朝から「鬼さん来
るの？」「豆まきするの？」と鬼が来るド

・子ども達の成長を共に喜び、進級に期待をもって過せる
連絡

キドキ半分、豆まきする楽しみ半分でソワ

ようにしましょう。

ソワする子どもたち。集会では由来を聞き

今月の歌

節分のうた、おにのパンツのダンスを踊り

♪ひなまつり

♪ガジマルの子

♪ドキドキドン！一年生
♪たんぽぽ

♪今日がきた

♪あらやぬぼんぼん

ました。鬼が登場すると身を乗り出し、園

♪お別れ会のうた

庭のフェンス越しにいる鬼に向かって「お

♪はるですね

にはそとふくはうち」と一生懸命豆を投げ

♪そんごくう

退治しました。
おやつでは今年の方角「南南東」を向い
て恵方巻を美味しく頂きました。

今月の歌
今月のうた
日
日

月
1日

火

水

2日
リズム
体育

木

金

土

3日
ひなまつり会

4日
空手

5日
記念撮影

6日

10 日
避難訓練

11 日
誕生会

12 日
あそぼう会
新都心公園

13 日

17 日

18 日
空手

19 日
弁当会

20 日
春分の日
休園

24 日
卒園式
リハーサル

25 日

26 日

27 日
卒園式

31 日

4月1日
入園、進級式

（りす・ぞう）

7日

8日
身体測定

9日
体育
(きりん・うさぎ)

14 日

15 日

16 日
リズム
体育
（りす・ぞう）

21 日

28 日

22 日
卒園式
リハーサル

23 日
体育

29 日
修了式

30 日
新年度準備

(きりん・うさぎ)

４月の予定
１日（木）入園・進級式
１7 日（土） 親子遠足

AM10：00～

・青の文字は保護者の参加、緑の文字は職員研です。

２月のガジマルご意見箱への苦
情、ご意見は０件でした。

「たのしむぞー!」

きりん組

「ほいくえん・せんせいだいすきー♡」ひよこ組

：

朝の登園時に「きー！」と足踏みをして嬉しそ
うにお部屋に入ってくる R ちゃん。
「W くんおは
よう」と挨拶すると「せんせー」と走って抱きつ
いてくる W くん。
お部屋の中を探索しながら、自分の好きなおもち
ゃを引っぱってきて“みて～”
“一緒にあそぼー”
と持ってくる G くん。保育園にいる金魚に「え
ーえー」と話しかけている H ちゃん。4 月に入
園した 18 名のひよこ組！初めの頃はママ・パパ
から離れるのが嫌で泣いている子もいましたが、
この一年でいろんなことを見て、触れて、経験し
て、たくさんの成長が見られました。残り少ない
日々を、かわいい子どもたちと一緒に楽しく過ご
していきたいと思います。

「みんなで楽しく‼」

劇やクラスの発表を終え、今は友だちの役になって
セリフを言ったり、歌をうたったりと余韻を楽しんで
いる子どもたちです。
この頃は「テーブルの準備するよ～」 「片付けだょ
～」と声掛けをするとテーブルを用意し、大人の手伝
いがなくても自分たちで準備をしたり、タオルの片付
けを忘れている友だちがいると「○○タオル忘れてい
るよ！」と教えてあげたりと成長している姿が見られ、
子ども達との仲も深まってきました。残り少ないきり
ん組での生活ですが、みんなで楽しい思い出をたくさ
ん作っていきたいと思います。

ぞう組

ぞうぐみは２月８日に「狩人の合唱」の合奏と「ほ
いくえんで楽しかったこと、うれしかったこと」の
絵の発表をし、２月９日にキリンぐみと一緒に
「そんごくう」の劇の発表をしました。
当日は「カメラきたよ‼せんせい‼」とカメラにワ
クワクドキドキ！ みんなが大好きな一輪車にも
乗り活き活きと笑顔いっぱいでした。ホール・一階
の部屋・屋上とふだん過ごしている場所で発表した
ことも、良い思い出になったと思います。DVD の
出来上がりが楽しみです。

「聞かれたら恥ずかしいバブー」

うさぎ組

発表会に向けて楽器あそびやペープサートを使
って歌を楽しんだうさぎ組です。厚紙で頭の型を取
り新聞紙、白紙を順番に貼り耳をつけ色塗りをし、
それぞれ好きな動物などの帽子作りもしました。
「○○のうさぎだー！」「かっこいい！」と仕上が
った帽子をかぶり、飛び跳ねたり、
「ウッキー」
「ガ
オー」と嬉しそうに遊んでいました。
♪山の音楽家♪の曲のリズムうちでは、初め、自由
気ままにガチャガチャと楽器を鳴らしていました
がだんだんと揃うようになり、お友だちが鳴らすと
「今はお休みだよ」と教える子もいました。
「十二支のうた」も大好きで、♪ねずみ・うし・と
ら～♪と十二支の順番も歌いながら覚えすごいな
ぁーと感心しました。４・５才の劇「孫悟空」を見
てからは「○○はそんごくうがいい」と憧れていま
す。

「リハーサル」

「大のなかよし」

あひる組

友だちとのごっこ遊びが上手になり、女の子同士でお弁当
を作ってリュックに入れピクニックに行ったり、ミニカー
を並べ、車を走らせトンネルをくぐらせたりと、友だちと
一緒に遊ぶことが多くなってきました。なかでも、仲良し
の T・K くんとｔ・ｋくん。T・K くんは登園するとｔ・
ｋくんが大好きなおもちゃで遊び、ｔ・ｋくんが登園した
ら「はい！」とあげる優しい男の子です。２人はいつも一
緒に遊んでいます。
誰かが泣いていると「なかないよー」とティッシュで涙を
ぬぐったり、鼻水が出ているとティッシュを持ってきたり
と、優しいあひる組です！

りす組

最近子ども達の間では、おうちごっこが流行っていま
す。「○○はお母さん！」「○○はお兄ちゃんするよ！」
と楽しそうに話す声がよく聞こえるので、
「先生も仲間に
入れーてー」とおうちごっこにお邪魔してみました。
「先
生はお姉ちゃんね」「C はお母さん！Y はお父さんで、I
は赤ちゃんね！と役割を決める C ちゃん。「えー、先生
は大きいからお母さんじゃないの？」と言うと、
「いいか
ら早く赤ちゃんにミルクをあげて！泣いているでしょ」
としっかりお母さんをしていました。それを聞いた I く
んも「バブー」と赤ちゃんになりきっていましたが、保
育士と目が合うと恥ずかしそうにキョロキョロ！誰かに
聞かれていないか周りを確かめるような仕草とその表情
がとても可愛かったです。みんなと一緒に思わず笑った
楽しい時間でした。りす組も残すところあと一カ月です。
わずかな時間ですが、その中で行われるやり取りが日々
楽しみな保育者です。

ガジマルウォーク日和、各クラス
それぞれ目的地に向け 出発!!

ロープでブランコ♪
り す 組も 体育 を頑
張っています。先日、

靴を履いて歩くことが楽しくなっ
てきたひよこ組。手をつないで県営
住宅の広場に行きました。広場で花
を摘んだり、走ったり探索を楽しみ
ました。帰りも最後まで歩きました

園庭でロープのブラ
ンコやトンネルくぐ
り、鉄棒などで楽しみ

市民共同プラザを目指してスタートした
あひる組。消防車を見たりやぎに会えて大
喜び！「ヤギさーんたべて～」「ここにも
あるよ」とはっぱをあげて、ヤギとの触れ
合いを楽しんでいた子ども達でした。

ました‼
トンネルの上で平均台

トンネル～くぐり～

りす組は新都心公園まで歩いていき
ました。交差点を渡るのもドキドキで
したが、青空の下気持ちよく歩けまし
た。

うさぎ組は黄金の森公園まで歩きまし
た。道中、色んな木や花を見たり、大き
なマンションを見て「おおきい～」と感
激したり、桜を見ながら楽しく歩きまし
た。

ロープを使って鉄棒にチャレンジ‼
どのくらいぶらさがっていられるかなぁ～⁉

お部屋では、お箸の練習もしています！
お家でも持ち方に気を付けて、挑戦してみてくださいね(^^)

きりん組は末吉公園まで行きました。みんみんの
森へも行き「この木面白いね」「あー！クモがい
る」など自然を感じたり、生き物を見つけて楽し
んでいました。帰る道でもお友だちとお喋りを楽
しみながら元気よく歩きました。
ぞう組は首里城まで行っ
てきました。首里城で働
いている人達に♪がんば
ってね！♪と声をかけて
いました。再建に向けて
頑張っている首里城を見
て元気をもらえたぞう組
です。

