
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

あおぞら保育所通信 

令和４年度 入所状況（４月現在） 

入所児童数  １０名 

職員数  主査 1名 保育士 1名 

     臨時保育士２名 

   満 2歳児・・・０名 

   2歳児・・・ ４名 

   3歳児・・・ １名 

   4歳児・・・ ３名 

   5歳児・・・ ２名 

 
〒０７６－０１６１ 

富良野市麓郷市街 

TEL ０１６７－２９－２００３ 

FAX ０１６７－２９－２２６７ 

☆令和４年度も元気に過ごしています☆ 

４月の入所式に１名の新しいお友だちを迎え、 

１０名でスタートしたあおぞら保育所。作年度か

ら、満２歳児（2 歳の誕生日を迎えたお子さん）

のお友だちも随時入所し、毎日みんなで仲良く楽

しく過ごしています♪今年度も恵まれた自然環境

を十分に活かし、子どもたちの個性を大切にしな

がら楽しく毎日を過ごしていきたいと思います！ 

 

保育士１名 

保育士１名 

 

あおぞら保育所は富良野市街地より東

へ車で２０分程度の自然豊かなところに

あります。麓郷街道では鹿やたぬき、きつ

ね、時には熊にも遭遇できるかもしれませ

ん。 

地域行事にも参加し、保護者、地域の人と

の関わりやご協力をいただきながら地域

に根ざした保育を目標に行っています。 

 

← 昨年度のかるた大会終了後にみんな 

で写した写真です。虎のメダルを 

もらいました。 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 入所式 

５月 麓郷大運動会（小中学校と合同） 

６月 参観日・へき地保育所交流会 

７月 合同観劇・親子遠足・へき地保育所交流会・ 

子どもへそ祭り 

８月 へき地保育所交流会・夏祭り縁日 

９月 麓郷神社祭・小遠足 

１１月 発表会 

１２月 クリスマス会・子ども大掃除 

１月 へき地保育所合同鏡開き・カルタ大会・父親参観日 

２月 節分・すべりっこ交流会・なわとび記録会 

３月 ひなまつり・お別れ会・卒園式 

 

※その他に毎月の避難訓練・誕生会、年３回の交通安全教室

を行っています。 

  ※今年度は、コロナウイルスの関係で中止、延期をした行事

もあります。 

☆年間行事計画☆ 

☆お預かりする時間☆ 

開所時間  午前 ８時３０分から 

      午後１５時３０分まで 

延長保育  午後１５時３０分から 

      午後１７時００分まで 

※延長保育は通年行うこととなりました。 

☆保育所の休日☆ 

日曜日・祝日・１２月３１日～１月５日 

※上記以外で市長が必要と認めた時 

☆一日の流れ☆ 

８：３０ 登 所 

自由あそび 

９：３０ 片付け 

排 泄 

１０：００ 朝の会 

１０：１０ 設定保育 

１１：２０ 食事準備 

食後自由あそび 

１２：４０ 午睡準備 

１４：４０ 起 床 

１５：００ おやつ 

１５：３０ お迎えまで自由あそび 

１７：００ 降 所 

 



＊なかよしな子どもたち＊ 

あおぞら保育所では、毎日みんなで一

緒に生活をしています。小さいお友だち

は、お兄さんお姉さんをみて憧れの気持

ちを持ち、大きいお友だちは小さなお友

だちのお世話をしながら、小さいお友だ

ちとの関わりを学んでいます。毎日一緒

の子どもたちは、とってもなかよしなん

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊R３年度 入所式＊ 

2歳児 1名、3歳児 2名 

4歳児 2名、5歳児 1名 

の計 6 名で新年度がはじま

りました。 

4・5歳児 りんご・ばななぐみ 2・3歳児 さくらんぼ・いちごぐみ 

＊春のおさんぽ＊ 

桜がきれいな東大演習

林。毎年お散歩に行きます。 

*春の交通安全教室＊ 

富良野警察署の交通指導員の方

に来ていただき、横断歩道の渡り方

を教えていただきます。 

＊お花と野菜の種・苗植え＊ 

プランターや保育所裏の畑に、毎年お花や野菜を植えていま

す。今年は、アサガオやパンジーなどのお花と、ニンジン、オ

クラ、ピーマン、ナス、トマト（大小）、枝豆を植えました。 

 入所式で新たに 2名のお友だちを迎え、6名での生活が始まった

今年度のあおぞら保育所。自然豊かなこの地で、お散歩に出かけた 

り、戸外で遊んだりと春を全身で感じながら過ごしました。 



*片栗粉あそび

＊ 

 

 

＊プールあそび＊ 

毎年保護者の方に作って頂いている大

きなプール。今年は猛暑でしたが、冷たく

気持ちのいいプールで伸び伸びと遊ぶこ

とができました。 

  

＊寒天あそび＊ 

 

＊どろあそび＊ 

 

＊色水あそび＊ 

 

＊泡あそび＊ 

 
＊スライム作り＊ 

 

＊雨の日さんぽ＊ 

雨の日にカッパを着て散歩に行

きました。「雨は冷たいね。」「ポツ

ポツって音がするね」「雨のにおい

がする」などと五感を使って雨を感

じていました。 

感触あそびやプールあそびなど、

夏ならではのあそびをたくさん楽し

みました！ 

 



＊観劇＊ 

毎年劇団の方に来ていただいて、人形劇を見ま

す。今年は、山部保育所、東山保育所のお友だちと

一緒に 3匹の子ぶたのお話を見ました。人形の迫

力に大興奮の子どもたちでした。 

  

＊親子遠足＊ 

今年は、親子で島津公園へ行きました。お父

さんお母さんと一緒に遊具で遊んだり、ボー

ト乗ったり、お弁当を食べてとっても楽しい

時間を過ごしました 

＊へき地保育所交流会＊ 

他のへき地保育所のお友だちと定期的に交流しています。今年の夏は、へき

地保育所 3 園で東山保育所に集まって遊具や虫取りをして遊んだり、東山保

育所のお友だちとプールに入ったりしました。 

＊夏祭り縁日＊ 

保護者の皆さんにご協力いた

だき、夏祭り縁日を行いました。

たくさんの出店に子どもたちは

大喜び！お祭りの中止が相次ぐ

中、楽しい経験ができました。 

 
トノサマバッタ

捕まえたよ！ 

＊へそまつり＊ 

 今年のへそまつりはオンライン配信という

ことだったので、へき地保育所 3園で集まり、

踊る様子を撮影していただきました。撮影し

た動画は、当日配信されました。 



 

 

  

保育所周辺の木々も色づき、“秋”をたくさん発見したり、製作活動を楽

しんだり、戸外でのびのびと体を動かして“秋”をたくさん感じながら

過ごしました。 

＊芸術の秋＊ 

 木々の色づきを発見したこと

を受け、みんなで手形を押した

り、葉を切って貼り、秋の木を作

りました。 

＊収穫の秋＊ 

 育てていた枝豆、ニンジンを収穫し

ました。枝豆は、保育所で茹でておや

つに食べましたよ。自分たちで育てた

野菜を収穫する喜び、食する喜びを感

じていた子どもたちでした。 

＊小遠足＊ 

 バスに乗り、日赤の森へ行きました。大型遊具でたっ

ぷりと体を動かして遊んだり、落ち葉やドングリ、キノ

コなどの“秋”をたくさん見つけてきました。 

＊運動の秋＊ 

 あおぞら保育所では、きょうのちゃ

れんじ（日替わりで内容を替えながら

行う、サーキットあそびのような運動

あそびです）やリズムあそびなどの運

動あそびもたくさん行っています。 



＊クリスマス会＊ 

 みんなでお話を見たり、フォークダ

ンスを踊ったり、ゲームをして楽しみ

ました。会の最後にはサンタさんが来

て、プレゼントをくれました。大きな

サンタさんに少し怖がりながらも、き

ちんとお礼を言うことができた子ど

もたちでした。 

  

冬は、寒さに負けず屋内外でたっぷりと体を動かして遊びました。 

また、楽しい行事が盛りだくさんで、たくさんの思い出ができました。 

＊運動あそび＊ 

旭川教育大学から、高瀬淳也先生にお

越しいただき、月に２～３回ほど運動あ

そびを教えていただいています。子ども

たちは、先生が大好き！毎回先生が来る

のを楽しみにしています。 

＊硬筆・毛筆体験＊ 

 書道の師範の資格を持つ保護

者の方に、鉛筆や筆を使った字の

書き方を教えてもらいました。硬

筆体験には保護者の方も参加し、

みんなで楽しく取り組みました。 

＊中学生との交流＊ 

 毎年、家庭科の授業の中で保育所の子

どもたちと交流しに来てくれる中学３

年生のお兄さんお姉さん。今年は、一緒

に大型カルタを楽しみました。絵本の読

み聞かせもしてくれ、大喜びの子どもた

ちでした。 



＊父親参観日＊ 

 毎年、お父さんお母さんにご協力い

ただき、一緒に雪あそびをしていま

す。お父さん方が用意してくださった

バナナボートやチューブで、今年もた

くさん遊びました。たくさん遊んだ後

は、お母さん方が用意してくださった

温かい飲み物や蒸しパンをいただき

ました。 

＊陶芸体験＊ 

 保護者の方に講師となっていただ

き、陶芸作品作りをしました。初めて

触る陶芸用の粘土や道具に子どもた

ちは興味津々。感触を楽しみながら、

思い思いに形を作っていました。大人

も時間を忘れるほど熱中してしまう

ほど、楽しく充実した時間となりまし

た。 

＊節分＊ 

 今年も、あおぞら保育所に鬼がやってきました。怖い顔をした赤鬼と青鬼に、「鬼は外～福は内～！！」

と必死に豆を投げていた子どもたち。みんなの頑張りで鬼は降参し、逃げていきました。 

＊雪あそび＊ 

 保護者の方に作っていただいた大きな

雪山で、そり滑りやチューブ滑りをたく

さん楽しみました。また、今年は保護者

の方がとても完成度の高いトトロとスポ

ンジボブの雪像を作ってくださり子ども

たちは大喜び！ 

保護者の皆さん、本当にありがとうござ

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



＊お別れ会＊ 

 コロナウイルス影響で延期していた縄

跳び記録会と年長さんのお別れ会を行い

ました。縄跳び記録会では、練習の成果

を発揮し、保護者の方の見守る前で自信

をもって跳んでいた子どもたちでした。

お別れ会では、４歳児りんご組さんが司

会を務めてくれ、年長さんに感謝の気持

ちとエールを送りました。 

 

＊キャンドル作り体験＊ 

 キャンドル工房を営む村上絵夢さんに

お越しいただき、キャンドル作りをさせ

てもらいました。好きな色のキューブ型

のロウを選び、紙コップに敷き詰め、最

後に温めたロウを流して固めて完成！き

れいな仕上がりになるよう、真剣に取り

組んでいた子どもたち。親子で楽しい時

間を過ごすことができました。 

 

＊おべんとう＊ 

  あおぞら保育所は給食がないため、保護者の方には毎日お弁当を作ってきていただいています。イベ

ント時にはこのように子どもたちが喜ぶようなお弁当を作ってくださるお父さんお母さん。いつも本当

にありがとうございます。 

 

 


