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       ともかくも あなたまかせの 年の暮     小林一茶 

  

コロナ・コロナで明け暮れた一年でした。上の一茶の俳句ではありませんが、もう、「ともかくもあ

なたまかせの……」と言いたくなるような年の暮れです。でも句の意味はけっして「なげやり」ではな

く、「この一年、さまざまのことがあったが、あれこれ考えたところでどうにもならない。今となって

はすべてを阿弥陀如来様にお任せして、年の暮れを迎えることにしよう」という句意だそうで、信心深

い江戸時代の人の素直な思いでもあったでしょう。市井に生きる我々庶民・大衆にできることは、せい

ぜいマスク・手洗い・消毒・密を避ける程度で、あとはひたすらウイルスの終息であり、世界全体の混

乱の収束を願うばかりであります。 

 思えば、今年の 1 月の後半あたりから「コロナ」の名前が聞こえ始め、２月には早や対応が求められ、

３月にはさまざまな自粛が始まり、４月には一斉に世の中全体が戒厳令のようにコロナ禍に身をひそめ

ました。あとは６月以降の漸次、自粛解除に伴う可能性を手探りしながらの月日が続き、今なおご承知

の通りの毎日です。「終わりなきコロナと嘆く年の暮れ いやトンネルに出口はありき」の心境です。 

 それでも、そうした時間の経過であっても、子どもたちの成長には待ったなしの時間です。日本全体

が同じような対応を強いられているとはいえ、やはり親御さんは心配でしたでしょう。望ましい発育に

伴う、多くの教育や躾けが待てるわけはなく、遅れはしないか？との心配です。とりわけ学力の遅れを

心配する向きもありますが、限られた環境の中で、できるだけのことに真摯に取り組めば、特に成長の

遅れも学力の遅れも個別に心配する必要はないでしょう。かつて何度もあった不遇の時代下の人々が、

特に勉強ができず学力が低かったわけではありません。そういう時こその頑張りが自力となり得た本物

が続出しました。ピンチはチャンスでもあったのです。時代や環境のせいにせず、学びの原点、生活習

慣の徹底を心掛け、もうしばらくみんなで協力しながら、コロナ禍の今をしのぎましょう。 

 

［１２月の歌］  寄り添うて つらさ乗り切る頼もしさ 家族のきずな いや優
まさ

るとも 

●学年目標● 

１歳児 
①友達の名前を覚え関わって遊ぼうとする。 

②保育者の言葉に耳を傾け、理解しながら行動するようになる。 

２歳児 
①自分の思いを言葉で伝えたり、相手の気持ちに気付いたりする。 

②寒さに負けずに戸外で身体を動かして遊ぶ。 

年少組 
①遊びや活動を通して、友達と一緒に取り組み達成感や喜びを味わう。      

②年末年始の行事に関心を持ち、楽しんで参加する。          

③身近な自然や生活の変化に気付き、冬の訪れを知る。 

年中組 
①活動や行事を通して達成感や満足感を味わい、遊びや友達との関わりを広げる。 

②様々な運動遊びを知り、積極的に挑戦する。 

③年末年始の行事の意味を知り、興味関心をもつ。 

年長組 
➀友達の思いや考えを受け入れ、互いのアイディアや工夫に気づき遊びを豊かにする。                                                                                                          

②見通しや目標を持ち、生活や遊びにメリハリをつけ充実感を味わう。  

③年末年始の行事の意味を知り、興味関心を持つ。           



●お知らせ● 

★新型コロナウイルス接触確認アプリ（略称：ＣＯＣＯＡ）のインストールを推奨しています。 

 厚生労働省のＨＰよりインストールができます。新型コロナ感染症対策としてご紹介します。 

★生活発表会について１２月１日（火）・２日（水）・３（木）・４（金）は生活発表会です。 

★個人面談について８日（火）・９日（水）･１１日（金）・１８日（金） 

個人面談の期間１１日（金）のみ短縮保育となります。面談時間は１３：００～１６：３０です。 

バス時刻・お迎えの時間の確認をお願いします。（ひよこ組の個人面談はありません） 

※８日（火）・９日（水）・１８日（金）は１３時保育となり給食を食べて降園します。バスの時間な

どご注意ください。面談時間は１４：３０～１６：３０までです。5 分前集合に協力願います。 

※１５分程度の面談になります。日程表を１２月１日（火）に配付します。１１月２７日（金）まで

に日程希望を伺っておりますのでその後の調整は困難です。変更はできかねます。 

※１号認定児の「一時預かり」は通常です。（短縮期間中は弁当の準備をお願いします。） 

 毎回、期間中の 1 号認定の「一時預かり」を利用する方が多く職員配置が難しい状況です。仕事以

外の面談だけの理由で「一時預かり」を利用することはご遠慮ください。ご面倒でも必ず一度降園

し、後ほど保護者の方と一緒に面談時間に登園ください。 

※ 年長児対象のサッカークラブは、８日（火）は通常より 1 時間早い時間での実施となります。 

      １３：００～：にじ・ひかり  １４：００～：つき・ほし 

 

★週末、月末の欠席（荷物の受け渡し方法）について 

   週末は通園バックのお荷物類、月末は翌月の園だより、献立表などお渡しする方法を、欠席登録の 

際に必ず【連絡事項】に入力をお願いします。記入がない場合は、幼稚園でお預かりします。 

★【１号認定】冬休み期間の一時預かりについて（※利用する際は１２/２（水）までに登録ください。） 

[冬休み期間中の緊急連絡先：０９０－３６６３－９７９４]※一時預かりの予約は受けません。 

①日時：１２月２２日（火）・２３日（水）・２４日（木）・２５日（金）・２８日（月） 

         ※時間と料金については「園生活について」（P.１０）にてご確認ください。 

②服 装：体操服（名札を付ける）・赤白帽子・防寒具(トレーナー･ジャンパー) 

③持ち物：水筒・通園バッグの中に、弁当（歯ブラシ）・コップ・タオル・上靴・着替えのパンツ等 

④申し込み：れんらくアプリにて前日の１６時までに「一時預かり」の登録が必要です。 

（職員の配置をします。） 

※キャンセルする場合は、前日の１６時まで取り消し可能、それ以降は必ず電話にて 

 お知らせください。システム解除がなされないと料金が発生します。 

       ※欠席される場合は、欠席登録により当日朝、７時３０分までにお願いします。 

⑤その他：冬が近付くにつれ、１７時を過ぎると暗さが増し、お迎えを待つ子ども達も不安に 

なります。安全管理も含め、できるだけ早めのお迎えをお願いいたします。 

※１月の一時預かりは、８日（金）始業式(短縮保育・弁当持参)からの開始です。 

★【２・３号認定】冬休み期間の保育利用について※詳細は、先日配付した手紙でご確認ください。 

※年末年始休暇協力日《１２月２９日（火）～１月５日（火）》自宅保育のご協力ありがとうございます。 

※欠席される場合は、必ずれんらくアプリにて『欠席登録』をして欠席理由をお知らせください。 

 （当日の７：３０まで登録可能です） 

※保育利用時間はその日の利用時間をそのつど正しく登録ください。利用時間により教員配置を行います。 

  

★年少組副担任、年中・年長組補助教員について 

一つ一つ行事を終える毎に、子ども達は自信を持って｢自分の事は自分でしよう｣とする意欲的な姿が見

られるようになりました。年少組の副担任は２学期で終了です。３学期は自立を促し年中学年へのスム

ーズな進級の為に、年少組の副担任が毎日交代で年少の学年付きとしてクラスを廻ります。生活習慣の

確立が図れますようご家庭でも励まして「自分の事は自分でする」練習をしてください。年中・年長組

補助教員については、進級・進学に向けてより一層の自立を図る時期となりますので３学期は見守りの

継続とその他の業務補助として勤務して参ります。 

 



●行事予定● 

日 曜 行 事 １・２歳児 年少児 年中児 年長児 

１ 火 
●生活発表会 

生活発表会（ひよこ・あひる） 
生活発表会（くま） 

クリスマスバック制作（11日迄） 
生活発表会（たんぽぽ） 生活発表会（つき） 

２ 水  
クリスマスバッグ制作 

（１１日迄） 
生活発表会（きりん） 

生活発表会（さくら） 

クリスマスバック制作 

（1０日迄） 

生活発表会（にじ） 

クリスマスバック制作 

（１０日迄） 

３ 木   生活発表会（うさぎ） 生活発表会（ばら） 生活発表会（ほし） 

４ 金  
 生活発表会（りす） 生活発表会（ひまわり） 生活発表会（ひかり） 

５ 土 ◎土曜日保育利用     

６ 日      

７ 月 

誕生会★弁当日 

園長先生とゆかいなお茶会 

子育て健康相談日 

誕生会★弁当日 誕生会★弁当日 誕生会★弁当日 
誕生会★弁当日 

卒業制作（月内） 

８ 火 
個人面談（13 時保育） 
にこパン 

   ピアニカ（月内） 

９ 水 
個人面談（13 時保育） 
にこパン 

  ★弁当日  

10 木 
リズム・ハロー 

にこパン    
 身体測定 リズム体操 ハローイングリッシュ 

11 金 個人面談（短縮）     

12 土 ◎土曜日保育利用     

13 日      

14 月 クリスマス会 クリスマス会 クリスマス会 クリスマス会 クリスマス会 

15 火 
避難訓練・縦割り week 
にこパン給食 

避難訓練 
避難訓練 

縦割り WEEK 

避難訓練 

縦割り WEEK 

避難訓練 

縦割り WEEK 

16 水 
縦割り week 

にこパン給食    
身体測定 縦割り WEEK 縦割り WEEK 縦割り WEEK 

17 木 
体操・ハロー 

にこパン給食  
 

ハローイングリッシュ 
大掃除 

大掃除 
★弁当日 

体操教室・大掃除 

18 金 個人面談（13 時保育） 大掃除 大掃除 大掃除  

19 土 ◎土曜日保育利用     

20 日      

21 月 終業式（短縮） 終業式 終業式 終業式 終業式 

22 火       

23 水       

24 木       

25 金      

26 土 ◎土曜日保育利用     

27 日       

28 月 御用納め     

29 火  
※年末年始の期間は、ご家庭での保育をお願いすると共に、親子・家族で過ごす、

この時ならではの大切な特別の時間でもあります。意義深く価値のある時間を

お過ごしください！ 

30 水  

31 木  



●お知らせ・お願い● 

全 
 
 
 

体 

◆２月保育参観について                                    

２月に予定されています【保育参観】は現状では予定通り行います。昼までの参観で、親子降園とします。 

年間行事予定にてご確認ください。※年長のみ参観後【うたごえコンサート】を行います。 

◆クリスマス会について 

１２月１４日（月）クリスマス会を学年別で行います。子ども達が大好きなサンタさんに会える日です。 

年長組のみコーラス部のお母様方の合唱があります。欠席された場合は衛生管理上、保健所指導のもとクリスマスケ

ーキの持ち帰りはありません。サンタさんからのプレゼントは、ひよこ組は「つないではめてクリスマス」あひる組

は「どうぶつかおあわせゲーム」、年少組は「ぞうさんポックリ」、年中組は「なぞなぞかるた」、年長組は「めいたん

ていゲームブック」です。園児がホールに集まっている間、役員さんが隠れサンタさんになって、子ども達が制作し

たプレゼント袋に入れてくださいます。  

☆お子さんには内緒です！ ぜひ冬休みに家族で遊んでくださいね。 

 ◆お子様の持ち物について 

   【カイロ（貼るタイプも含め）】子どもたちの安全上（誤飲や低温やけど等）禁止しています。 

【キーホルダー】カバンに付けるものは目印用として 1個としています。音のでるものや大きなマスコット類 

は物に引っかかり紛失する原因や友達が興味を持ってさわる等、トラブルになりますのでご 

遠慮ください。 

最近、お友達同士での物のやりとり（手紙、スパンコール、ビーズ、シール等）が増加しています。幼稚園での 

子どもたち同士での交換・渡す・もらう等のやりとりはトラブルの元となり許可していません。お家でカバンの 

中や名札の裏の確認、ご指導をよろしくお願いします。 

◆ご確認お願いします 

マフラーや手袋は登降園においては着用可能ですが、遊びの際は危険を伴いますので着用していません。また、 

腰に下げるタイプのハンカチ・ティッシュ入れは安全上、園では利用出来ません。 

ジャンパーのボタンは安全面を考慮して必ず留めて着用するよう子ども達には指導をしています。ご家庭でも 

ボタンを留める練習をして、習慣化をお願いします。 

◆持たせてください 

寒くなってまいりました。着替え用のパンツ･シャツ･靴下･スパッツを常時カバンに入れて持たせてください。 

また、園でお貸ししたシャツ・靴下・体操服を早めにお返しください。不足して困っています。よろしくお願い 

します。冬になり着用する服が増えています。必ず１つ１つに名前を書いてください。譲り受けた物は名前の書 

き換えをお願いします。 

◆持ち帰りますので各学年でご確認ください 

【ピアニカ】 年中組は１６日（水）、年長組は１７日（木）に持ち帰ります。自宅で吹き口のお手入れやピアニカ 

用の薄手のハンカチもきれいに洗って入れ直してください。３学期に、また使用します。 

年長組は１月１２日(火)に、年中組は１月１３日(水)に持たせてください。 

【シート】  年少・中・長組は２１日（月）に持ち帰ります。綺麗に洗っていただき、３学期の１月８日（金） 

 始業式に持たせてください。 

１
・
２
歳

児 

 ◆靴下・スパッツについて 

  寒くなってきました。下着・衣服の着替えと同様に、【靴下・スパッツ】の替えを引き出しに入れておいてください。

また、あひるぐみは体操服の上に直接、ジャンバーを着用するのではなく、寒い場合は体操服の上に園指定のトレーナ

を着て、それでも寒い場合はジャンバー（私服・フードなしタイプ）を着るようにしてください。 

年少児 

 ◆１２月 弁当日について 

  １２月の弁当日は７日（月）の１回です。11月分の弁当日の調整をしています。 

年
長
児 

◆１４日（月）提出日厳守です！ 

  先月の園だよりでお知らせしていました「卒業証書作成用」を４日（金）に配付します。間違いがないように記入し 

１４日（月）に通園バック（ファイル）に入れて持たせてください。 

◆ハンカチの携帯について 

小学校前の事前準備として、ハンカチをポケットに入れ、上手に使えるようにしていきたいと思います。今月よりハ

ンカチを制服のポケットに入れ持たせてください。腰に下げるタイプのハンカチ（移動ポケット）は安全上使えませ

ん。２学期迄は、お手拭きタオルも並行して使いますが、３学期はタオルを使用しません。※ハンカチには必ずクラ

スと名前を書いてください。譲り受けた物には必ず名前の書き換えをお願いします。ポケットティッシュは必要あり

ません。 

１
月
行
事
予
定 

８日(金)：始業式(短縮保育)           １５日(金)：餅つき（中止） 

１８日(月)：誕生会 ・園長先生とゆかいなお茶会  ２２日(金)：避難訓練・子育て健康相談 

２３日(土)：新入園児第１回１日入園・教材申込み 



 


