
１２月 年少カリキュラム 

令和 4 年１１月２５日 

札幌若葉幼稚園 

 

子どもの姿 ・友達と関わりながら気に入った遊びを繰り返し楽しみ、遊びの幅が広がる。 

・友達との会話を楽しむ一方で、活動中、話に夢中になることがある。 

・困っている友達を心配し、保育者に知らせようという思いやりの気持ちから、クラスとして

の仲間意識が出てくる。 

・季節ならではの行事に期待を高め、みんなで楽しむ姿がある。 

ねらい ・季節の行事に興味や関心を持つ。 

・発表会を経験した自信を様々な活動への意欲に繋げる。 

・冬の生活の仕方を知り、身のまわりのことを丁寧に出来る様にする。 

保育内容 うた ・あわてんぼうのサンタクロース    ・ゆき 

・クリスマスのうたがきこえてくるよ  ・ジングルベル  ・お正月 

楽器 ・トライアングル ～ 使い方を知る 

絵 

製作 

・クリスマス飾り ～ サンタさんやプレゼント、キャンディーなどで飾り付

けをしたクリスマスリースを作ります。 

・クリスマス帽子 ～ 星やリボンを付けたトナカイの帽子を作り、かわいい

トナカイに変身します。 

・お正月製作 ～ 子ども達の顔がお札になったお年玉を作ります。 

体操教室 ・縄跳び～前跳びの復習 

・鉄棒～握り方、ぶら下がり、ぶたのまるやき 

手遊び ・とんとんとんとんクリスマス   ・コロコロたまご     

・パン屋さん 

ゲーム ・猛獣狩りゲーム    ・ジャンケン列車 

月刊誌 総合絵本『いっしょ』 

特集「ふわふわケーキ」   うた「北風小僧の寒太郎」   

生活「外で元気に遊ぼう」 

その他 ・郵便ごっこ（サンタさん・お友達） 

・室内遊び（おままごと・ブロック等） 

・サーキット遊び（すべり台・マット・鉄棒等） 

 

 

 

１日（木） 個人懇談（１２月５日まで午前保育） 

         ※預り保育は実施します。 

 ２日（金） １２月誕生写真撮影 

 ７日（水） 体操教室（さくら・みかん・もも） 

１２日（月） 自由参観日（年少） 

１４日（水） 開園記念音楽会 

１５日（木） お誕生会 年少：１０：５０～ 

１６日（金） 大掃除、１月誕生写真撮影 

１９日（月） クリスマス会 

２１日（水） 終業式、体操教室（みかん、もも） 

２２日（木） 冬季休業（～１月１９日） 

令和 4 年度 

♪クリスマスのうたがきこえてくるよ♪ 

１ クリスマスのうたがきこえてくるよ 
クリスマスのうたがきこえてくる 
メリーメリークリスマス 
メリーメリークリスマス 
もうすぐ たのしいクリスマス 

２ ひつじかいのうたがきこえてくるよ 
ひつじかいもうたうよクリスマス 
ヨロレイヨロレイクリスマス 
ヨロレイヨロレイクリスマス 
ヨロレイヨロレイたのしいクリスマス 



１２月 年中カリキュラム 
令和 4 年１１月２５日 

札幌若葉幼稚園 

子どもの姿 ・ルールをめぐってトラブルになることもあるが、集団での遊びを楽しむ子が増える。 

・園の行事に期待をもちながら、季節ならではの活動を楽しむ。 

・冬の防寒着等の整理整頓を自分で意識出来るようになる。 

ねらい ・遊びの中で自分の思いを伝えたり、友達の思いを聞いたりしながらルールを守り、みんなと

一緒に遊ぶことを楽しむ。 

・冬の健康な生活の仕方を知り自身でも気を付ける。 

・年末の行事や生活に興味や関心をもつ。 

保育内容 うた ・あわてんぼうのサンタクロース    ・ゆきのこぼうず 

・クリスマスのうたがきこえてくるよ  ・お正月 

楽器 ・メロディオン～ジングルベルの曲のサビの部分をみんなで合わせて弾きます。 

絵 

製作 

・クリスマス飾り～ ステンドグラス風のプレゼントとクリスマスツリーを作

ります。 

・クリスマス帽子～ サンタの顔を大きく表現した帽子を作ります。サンタの 

手は自分の手形で表現します。 

・お正月制作～ 来年の干支であるうさぎを前面にした絵馬を作ります。絵馬 

には先生と一緒に将来の夢を書きます。 

体操教室 ・跳び箱～開脚跳び   ・ボール～ドッジボールの試合 

英語あそび  

 

 

 

 

 

 

月刊誌 『キンダーブック２』 

観察「うどんをつくろう」 生活「力を合わせる」  お話「お餅」 

食育「食具（お箸）」    歌「かたづけマン」   行事「お正月」 

その他 ・郵便ごっこ（サンタさん・お友達） 

・室内遊び（おすもうマット・ボール投げ・縄跳び・大型ブロック等） 

 

 

 

※11 月 28 日(月)はちゅうりっぷ組の発表会です。 

１日（木） すずらん組発表会 

個人懇談（１２月５日まで午前保育） 

       ※預り保育は実施します。 

 ２日（金） １２月誕生写真撮影 

 ６日（火） 自由参観日（年中）、英語あそび 

 ７日（水） 体操教室（すずらん） 

１３日（火） 英語あそび（たんぽぽ） 

１４日（水） 開園記念音楽会 

１５日（木） お誕生会 年中１１：２０～ 

１６日（金） 大掃除、１月誕生写真撮影 

１９日（月） クリスマス会 

２０日（火） 英語あそび 

２１日（水） 終業式 

体操教室（ちゅうりっぷ） 

２２日（木） 冬季休業（～１月１９日） 

 

 

令和 4 年度 

Big/Small2（大きい/小さい 2） Christmas（クリスマス）                   

単語：ladybug,cherry,small,big,SantaClaus,reindeer,Christmastree,present,stocking  

（テントウムシ、サクランボ、小さい、大きい、サンタ、トナカイ、クリスマスツリー、 プレセント、靴下） 

文：Which is small, a dog or a ladybug? （イヌとテントウムシ、どちらが小さいですか？） 

     (A) ladybug. （テントウムシです。）[園児] 

♪歌：Row,Row,Row Your Boat    Jingle Bells 

絵本： Dinosaur Island・・・「大きいもの」を味わう絵本です。 

絵本：Santa! Santa!・・・サンタクロースがバタバタしている様子と、クリスマス前のそわ

そわした気分を一緒に味わう絵本です。 

         



１２月 年長カリキュラム 

令和 4 年１１月２５日 

札幌若葉幼稚園 
 

子どもの姿 ・発表会を終え、一人ひとりが自信と満足感を持ち、のびのびと生活を楽しんでいる。 

・遊びや生活の中で友達のよいところを認め、受けとめられるようになってきている。 

・仲間意識が深まり、遊びの中でのトラブルも自分達で解決しようとする姿が見られる。 

ねらい ・友達と考えを出し合い、イメージを共有しながら、協力して遊びや活動を進める楽しさ

を味わう。 

・年末年始やお正月の雰囲気を感じ、日本ならではの伝統について知り、関心をもつ。 

保育内容 うた ・クリスマスのうたがきこえてくるよ  ・あわてんぼうのサンタクロース 

・ママがサンタにキスをした      ・お正月 

楽器 ・ハンドベル～使い方を知り、ジングルベルの演奏に挑戦します。 

絵 

製作 

・クリスマス飾り～ サンタとトナカイの体を球体で作り、つるし飾りにし

ます。 

・クリスマス帽子～ サンタとツリーを角に見立てたカチューシャを作り

ます。 

体操教室 ・跳び箱～跳び箱補助運動、開脚跳び（３～５段） ・バルーン運動 

英語あそび  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まなび 

タイム 

【先生といっしょに】 ・数字のパッパ上げ（１～１０） ・まなびタイム絵本 

【みんなで楽しく】   ・絵に合う言葉に直してね ・文字カードをパッパ上げ 

・どれが１番多いかな、少ないかな  

・聞けるかな、分かるかな（聞き取り） 

【かいてみよう】    「の・ゆ・か・や」     

月刊誌 『かげ』  いつも、どこにでもついてくる影っていったい何？ 

影ができるしくみを知ったら、楽しく遊んでみましょう。 

その他 ・郵便ごっこ（サンタさん・お友達） ・室内遊び（大型ブロック、バルーン） 

 

 

 

 

※ 11 月 28 日（月）はゆり組の発表会です。 

１日（木） 個人懇談（１２月５日まで午前保育） 

       ※預り保育は実施します。 

 ２日（金） １２月誕生写真撮影 

 ６日（火） 英語あそび 

 ７日（水） 自由参観日（年長）、まなびタイム 

８日（木） ファンタジーキッズリゾート遠足 

（ひまわり、きく） 

１３日（火） ファンタジーキッズリゾート遠足（ゆり） 

１４日（水） 開園記念音楽会 

１５日（木） お誕生会 年長１０：２０～ 

１６日（金） 大掃除、１月誕生写真撮影 

１９日（月） クリスマス会 

２０日（火） 英語あそび 

２１日（水） 終業式、まなびタイム 

２２日（木） 冬季休業（～１月１９日） 

令和 4 年度 

Big/Small2（大きい/小さい 2） Christmas（クリスマス）                   

単語：ladybug,cherry,small,big,dog,melon,squirrel,dolphin,SantaClaus,reindeer,Christmastree, 

present,stocking   （テントウムシ、サクランボ、小さい、大きい、イヌ、メロン、リス、イルカ、 

サンタ、トナカイ、クリスマスツリー、プレセント、靴下） 

  文： Which is small, a dog or a ladybug? （イヌとテントウムシ、どちらが小さいですか？）[講師] 

       (A) ladybug. （テントウムシです。）[園児] 

♪歌：Row,Row,Row Your Boat    Jingle Bells 

絵本： Dinosaur Island・・・「大きいもの」を味わう絵本です。 

絵本：Santa! Santa!・・・サンタクロースがバタバタしている様子と、クリスマス前のそわそわした気分    

                 を一緒に味わうための絵本です。 


