
  

 

       

    

 

    

「光陰矢のごとし」、あっと

ました。園ではクリスマス発表会に向け、お遊戯や合奏・歌の練習を各クラス

ています。発表会まで残りわずか。こども達の成長を楽しみになさってくださいね。

嘔吐や発熱を引き起こすウイルスに

バランスの良い食事や十分な睡眠などに

習慣をつけていきましょう。

 

今月
 

＜目標＞・みんなで協力し、楽しいもちつき会にする。

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・もちつき会に参加し、も

ちをついたり丸めたりし

て楽しい時間を過ごす。

・クリスマス発表会に向け

練習をみんなで励まし、

協力しながら頑張り、本

番では練習の成果を堂々

と披露する。

・避難訓練の大切さを知り、

素早く真剣に避難できる

ようにする。

・交通教室に参加し、楽し

く交通のルールを学ぶ。

・保育室やロッカーなど、

身の回りをきれいに掃除

し、新しい年を迎える準

備をする。

・終業式に参加し

過ごし方など

う。

・寒さに負けず元気に遊び、

縄跳び
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