
 
                     

12 月に入ると、街中も、子ども達の気持ちもクリスマス一色に！ワクワクする気持ちが表情からあふれています。 

「サンタさん来るかな？」「プレゼントはね…。」そんな話題でなどが持ちきりです。 

園では、クリスマス発表会に向け、お遊戯や合奏、歌の練習など各クラスで頑張っています。発表会まであとわず

か。子ども達の成長を楽しみにされていてくださいね。 

寒くなると嘔吐や発熱を引き起こすウイルスによる風邪などが流行りだします。バランスの良い食事と十分な睡眠

に加え、手洗い・うがいの励行で予防の習慣をつけていきましょう。 

＜今月の主題：発表会・年の暮れ＞ 

＜目標＞・みんなで協力し、楽しいもちつき会にし、美味しく食する。 

    ・消防士の指導の元、避難訓練、消火訓練をする。 

・今までの経験で習得した表現能力を総合的に発表する。 

    ・年末の諸行事に関心を持ち、喜んで参加できるようになる。 

 

☆きりんぐみ☆ ☆うさぎぐみ☆ ☆りすぐみ☆ 

・もちつき会に参加し、日本の伝統

行事に触れ、もちを丸めたりして楽

しむ。 

・クリスマス発表会に期待を持ち、

みんなで協力して練習を頑張り、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、真剣に

取り組む。 

・交通教室に参加し、楽しく交通ル

ールを学ぶ。 

・2 学期の終わりや、年末を迎える

ことを知り、ロッカーや身の回りの

掃除を行う。 

・終業式に参加し、2 学期の頑張り

を振り返ると共に、冬休みやお正月

の過ごし方などをみんなで話し合

う。 

・寒さに負けず戸外で元気に遊んだ

り、なわとびの練習を頑張る。 

・もちつき会に参加し、日本の伝統

行事に触れ、おもちを丸めたりして

楽しむ。 

・避難訓練に参加し、正しい避難の

仕方を学ぶ。 

・クリスマス発表会に向け、練習を

頑張り、本番では練習の成果を堂々

と披露する。 

・身の回りの片付けを行い、新しい

年を迎える準備をする。 

・終業式に参加し、冬休みやお正月

を元気に過ごせるよう約束事をす

る。 

・交通教室に参加し、楽しく交通ル

ールを学ぶ。 

・もちつき会に参加し、丸めたりし

て楽しみ、美味しくいただく。 

・寒さに負けず、のびのびと体を動

かし遊び、丈夫な体をつくる。 

・クリスマス発表会に向け、練習を

頑張り、本番では堂々と披露する。 

・交通教室に参加し、正しい交通ル

ールを学ぶ。 

・ロッカーや身の回りの片づけを行

い、新しい年を迎える準備を行う。 

・終業式に参加し、楽しい冬休みに

なるよう約束事をする。 

 

 

～園 だ よ り～ 
H30.12.1 認定こども園 深江幼稚園 

     きりん組・うさぎ組・りす組 

 

 

 



 

＊12月よりご飯をあたためますので、対応できる容器でお願い致します。

＊6日

＊12日

＊15日は

       

＊17日

＊21日

＊毎日、発表会の練習を頑張っています。風邪等ひかれないよう、手洗い・うがい等を心がけ、健康管理にご注意

下さい。

＊とびなわを持たせてください。できるだけ紐がビニールでないものをお願いします。園にもありまので、ご購入希

望の方は、お知らせ下さい。

＊12月

＊２・３号認定は、平成３１年１月４日（金）からです。
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日は(土)は、発表会準備の為、
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日(月)は、1
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下さい。 

＊とびなわを持たせてください。できるだけ紐がビニールでないものをお願いします。園にもありまので、ご購入希
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4日(火) 交通教室

6日(木) 職員会議

＊17：30

7日(金) 避難訓練・消火訓練
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