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 毎日寒い日が続いていますが、ゆり組の子どもたちは寒さにも負けず、大好きなお外遊びで 

のびのびと体を動かしています。最近はおしゃべりも上手になり、保育士との簡単な言葉のやりと

りを楽しむなど、ますます賑やかになってきましたよ。 

 まだまだ寒い日が続きますので、感染症予防に努めると共に体調管理には十分配慮し、元気に

過ごしていきたいと思います。 

 

 

☆今月の目標☆                         ♪今月のうた♪                
・楽しい雰囲気の中で、食べることの楽しさを味わう。           ・豆まき 

・戸外で保育士や友だちと関わりながら、体を動かして遊ぶ       ・いとまき 

 ことを喜ぶ。                                               ・ゆげのあさ 

 

 

★お知らせ・お願い★ 
・衛生面やケガ防止の為、爪切りはこまめに行って頂くようお願いします。 

 毎週末に爪の確認をして頂けると助かります。 

・衣服はお子様の成長に合わせて体（体格・体型）に合ったものを持たせて下さい。また、袖や 

ズボンの丈が長いものは折り曲げるだけでなく、縫い上げて頂くようお願いします。 

 

 

＊最近のゆり組さん…＊ 
 何でも“自分でしたい”という自我が芽生え始め、最近は食事の前にエプロンを渡すと自分では

めようとしたり、おしぼりで手を拭いたりしています。ご挨拶が終わると「ないない。」「よいしょ、よ

いしょ！！」と言って、椅子を机の下に入れてくれる子どももいます。トイレでは、オムツやズボン

を自分ではこうと頑張る姿も見られるようになりました。子どもの“自分でしたい”と言う気持ちを大

切にしながら、時には待ってみたり必要に応じて手を添え援助したりして、自分でできたという満足

感を味わえる場面をたくさん作っていきたいと思います。 



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11建国記念の日 12 13
14 15 16 避難訓練 17 18　身体測定 19　誕生会 20
21/28 22 23天皇誕生日 24 25 26 27

　「鬼は外！福は内！」いよいよ節分の季節がやってきました。もも組も保育士と一緒に鬼のお面
の製作に取り組み、準備万端です。元気いっぱいな子どもたちと一緒に幸せな福の神を呼び寄せた
いと思います。
　最近は寒暖の差があり衣服の調節が難しいですが、体調管理には十分注意し、子どもたちと体を
動かしながら元気に過ごしていきたいと思います。

☆今月の目標☆
　・体を沢山動かして遊び、寒い時期を健康に過ごす。　　　　♬まめまき
　・おしぼりを使って、自分で口周りや手を拭き、　　　　　　♬おててをあらって
　　きれいにする心地良さを味わう。　　　　　　　　　　　　♬いとまき

☆最近のももぐみさん☆
～新聞紙遊び～
　室内で新聞紙遊びをしたところ、「クルクル作って。」とリクエストする子どもたちに応え、
新聞紙で棒を沢山作りました。その棒を剣に見立てて遊び始める子どもたち。剣を喜んで持ちあげ
て動き回っていましたが、室内では遊ぶ場所に限りがありました。そこで、剣を持ってお外へ行く
ことにしました。自分の剣を持ってお外に行く姿はとても活き活きとしており、お外に出ると、
一斉にお友だちと走り回っていました。また、お友だちと剣を合わせて戦いごっこのようにして
なりきって遊び、中には、「いちのかた（壱ノ型）」と言い、鬼滅の刃の影響を受けている子ども
や「鬼ヶ島に行ってくる～。」と笑顔で剣をあげながら歩く子どもなど様々な姿が見られました。
　お外に行くと周りにある遊具などに興味が移り、新聞紙の棒はポイっと次第に手放してしまう
だろうな…と正直思っていました。しかし、子どもたちは最後まで新聞紙の棒を手放さずに遊びに
夢中でした。
　
～積み木遊び～
　一月から文字や絵柄が付いている積み木をお部屋に置いています。積み木の絵柄を見て名称を
言ったり、自分で積み木を並べたりと自由に楽しんでいました。
　最近では、積み木を高く積み重ねて遊ぶ姿が見られます。お友だちが一人で積み木を重ねている
と、興味を持った別のお友だちが横から一緒に積み木を重ねていき、自然と交互に積み木を置いて
いく姿が見られます。積み木が倒れてしまうとそれを笑い合って喜び、また一緒に積み木を積み
重ねています。

　自己主張し合い、お友だちと衝突することもありますが、成長とともに少しずつお友だちの存在
に興味を持ち、同じ遊びを同じ空間で楽しむ姿が見られています。
　楽しさの共有を大切にしながら、子どもたちと一緒に日々様々な遊びを楽しんでいきたいと思い
ます。

＊ももぐみだより＊
２月　行事予定

☆今月のうた☆



ばらＡぐみだより 
２月行事予定  
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 真冬の寒さにも負けず、保育園には元気に登園してくる子どもたちの明るい声が響いています。

朝の体操の時間になると、急いで靴を履いて笑顔で戸外へ飛び出していきます。そのパワーには本

当に驚かされる毎日です。 

 １月は、福笑い遊びや凧あげといったお正月ならではの遊びを一緒に楽しみました。福笑いでは、

目隠しをして遊び、面白い顔ができるたびに子どもたちの笑い声がわきおこっていました。子ども

たちが夢中になって楽しむ姿を今後も大切にしていきたいと思います。 

 

☆今月の目標☆ 

・友だちや保育士との関わりを深め、簡単なルールのある遊びやわらべ歌遊びを楽しむ。 

・保育士と一緒にはさみの練習をし、興味をもちながら少しずつ使い方に慣れていく。 

 (ご家庭でも少しずつ安全に一緒に取り組んでみて下さい。) 

 

♪今月の歌♪ 

・かごめかごめ   ・ゆきのプレゼント   ・きたかぜのチャチャチャ    

 

☆お知らせ・お願い☆ 

・衛生面や怪我防止のため、爪はこまめに確認し、短く切って下さい。 

 

★☆最近のばらAぐみさん・・・☆★ 

 しっぽ取りや鬼ごっこ、むっくりくまさんなど簡単なルールのある遊びを一緒に少しずつ楽しん

でいます。鬼役と逃げる側に始めは分かれるのですが、純粋に「追いかける」、「逃げる」という

行為が好きなので、鬼はお友だちをつかまえずにいつまでも走ったり、鬼につかまらないのでいつ

までも逃げたりして、全員ずっと走り続けています。 

 これからもルールを丁寧に繰り返し伝えながら、ルールのある遊びの面白さや楽しさを共有して

いきたいと思います。 



    ばら B ぐみだより   
２月行事予定 

日 月 火 水 木 金 土 
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２８       

 寒さが厳しい季節ですが、子どもたちは寒さに負けず、園庭でたくさん走り回り元気いっぱい遊んでいま

す。冷たい風が吹いてきても縮こまることなく、声を上げて風が体に吹きつける様子を楽しんだり、白い息

が出ることに驚いたりと冬の自然事象を感じながら過ごしています。 

 感染症等の病気が流行りやすい時期ですので、戸外遊びから帰ってきた時と食事の前、トイレ後には手

洗いを保育士と一緒に丁寧に行っています。子どもたちは手洗い前に自分から袖をまくって意欲的に手を

洗う姿も見られ、子どもたちのやる気と成長を感じています。（うがいも毎日必ず行っています。） 

 これからも引き続き体調管理に十分注意し、健康に過ごしていきたいと思います。 

 

＜今月の目標＞              

＊寒さに負けず体を動かして元気に過ごす。 

＊身の回りのことを意欲的に取り組み、自分で出来た満足感を味わう。 

 

＜今月の歌＞                        

♪ぱんだうさぎこあら ♪こねこねねんど ♪ゆげのあさ 

 

＜お知らせ・お願い＞ 

✎持ち物に記名があるか再度確認をお願いします。 

✎今月は年粘土遊びを中心に取り入れていきたいと思いますので、衛生面上爪の長さの確認をこまめに

お願いします。 

 

☆最近のばら B ぐみさん☆ 

1 月から異年齢児保育の時間をわらべ歌遊びの日として、わらべ歌遊びを楽しんでいます。最初は保

育士の歌を聞いて少しずつ口ずさんでいましたが、次第に大きな声で歌ったりと覚えていきました。中でも

“おてらのつねこさん“というわらべ歌が大好きで保育士やお友だちと繰り返し楽しんでいます。2 人 1 組に

なって向かい合い、歌に合わせて友だちの手をつねったり（軽くチョンッとする程度）、体をくすぐったりする

遊びです。「せんせい！して～」と手をだして待っており、1 回歌い終わると「こうたいね！」と今度は自分

がくすぐる番になり目をキラキラさせて保育士を優しくくすぐっています。 

また、絵本を読む前に“おてらのつねこさん”を歌うと側にいるお友だちとペアになり、くすぐりあって楽し

んでいる姿は見ていてとても可愛らしいです。 

これからもわらべ歌を通して友だちとの関係を深め、楽しんでいきたいと思います。 

＜おてらのつねこさん＞ ♪おてらの つねこさんが かいだんのぼって こちょこちょ 



さくらぐみだより 
 

   2月行事予定 
日 月 火 水 木 金 土 

 

 

1 2 

節分・豆まき 

3 

移動図書 

4 5 

わらべうた遊び 
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7 

 

8 9 10 

わらべうた遊び 

11 

建国記念の日 

12 

食育教室 

13 
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15 16 

避難訓練 

17 
わらべうた遊び 

18 

身体測定 

19 
誕生会 

20 

21 

 

22 23 

天皇誕生日 

24 

わらべうた遊び 

25 
交通安全 

26 27 

28       

 

 まだまだ寒さの厳しい日が続いていますが、園庭からは子ども達の元気な声が聞こえます。 

 最初は「寒～い！」と固まっていた子ども達も、マラソンや鬼ごっこなどで体を動かす楽しさを味わい、ポ

カポカになっていますよ。 

 風邪をひきやすい季節ですので、引き続き手洗い・うがいをこまめに行いながら、一人ひとりの体調に十分

気を配り、元気に過ごしていきたいと思います。 

 

 

＊今月の目標＊ 

 ・寒さに負けず、体を元気に動かして遊ぶ。 

 ・身の回りの事を自分で行い、できたことに対して喜びを味わい、自信を持っていく。 

 

 

＊今月のうた＊ 

 ♪おにのパンツ    ♪北風小僧のかんたろう   ♪おなかのへるうた 

 

 

＊お知らせ・お願い＊ 

 ・今月はお米の月です。お米一合をビニール袋に入れ、記名をして８日(月)までに持たせて下さい。 

 ・１９日(金)はお誕生会ですので、白ご飯はいりません。スプーンと水筒は持たせて下さい。 
 ・１月いっぱいをもちまして、さくら組の保育補助の山下先生がご家庭の都合で退職されましたので、 

  お知らせ致します。保護者の皆様には大変お世話になりました。 



 

 

＊最近のさくらぐみさん＊ 

 給食の献立に興味を持ち、「明日の給食なに？」「今日のおやつは？」などを尋ねに来ている子ども達です。

好きなメニューの時は「イエ～イ！」と大喜び♪ちょっぴり苦手なメニューの時は「あ～・・・」と複雑な表

情を見せています。いざ、給食の時間になるとお友だちと一緒にモリモリ食べ、おかわりをすることも増えて

きましたよ。最近食べたメニューでは、なかよしコロッケやアップルケーキがお気に入りの様子のさくら組さ

んでした★ 
 これからも、色々な食材をみんなと一緒においしく、楽しく食べていきたいと思います。 



 

 すみれぐみだより 

 

２月 行事予定 

 

 厳しい寒さの日もあれば、日中には春の陽気になったりと、今年の冬は衣服の調節が難しいです

ね。元気いっぱいなすみれ組の子どもたちは戸外でも室内でも全力で、冬でも汗をかきながら遊ん

でいます。少しずつ衣服の調節を自分で行おうとする子どもも増え、迷った時は「先生、これ着替

えたほうが良いかな？」と尋ねにくる姿も見られています。着替えの際には‘どれにしようかな～’

とお気に入りの服を選ぶ姿も可愛らしいです。天気の良い日は薄着を心掛け、太陽をたくさん浴び

ながら、今月も元気いっぱいに過ごしていきたいと思います。 

✿今月の目標✿               ✿今月のうた✿ 

・生活や遊びの中で、自分の考えや思いを伝え合い、   ♪切手のない贈り物 

 友達との関わりをより深めていく。          ♪こねこのぱんやさん 

・食事のマナーを意識しながら、楽しく 

おいしく食べる。 

✿お知らせ・お願い✿ 

・今月はお米の月です。お米一合をビニール袋に入れて、 

記名をして８日(月)までに持たせてください。 

・１９日(金)は誕生会ですので、白ご飯はいりません。お箸は持たせてください。 

 ・怪我防止のため、爪はこまめに確認し、短く切ってください。 

 ・進級までに排便後の後始末の自立を目指したいと思いますので、引き続き家庭での練習をよろ

しくお願い致します。また、子どもたちが現段階でどのくらい出来るのか把握するため、園で

の様子と合わせて個別でお伝えしていきますので、その時に家庭での練習の様子を教えてくだ

さい。 

✿子どもの様子✿ 

 製作活動をすることを伝えると、“何を作るんだろう”“どうやって作るんだろう”とわくわくしながら保

育士の話を聞いてくれる子どもたち。仲の良い友だちとテーブルを囲み「次はこうだよね？」と話し合

ったり、保育士に「これで合ってる？」と確認したりしながら楽しそうに取り組む姿は微笑ましいです。完

成した作品を乾かすために並べて飾ると、名前が描いていなくても自分の作品以外でも誰が作ったも

のか分かる子どもが多く、『どうしてわかるんだろう…？！』と毎回不思議に思います。 

月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

体育指導 節分 移動図書 英会話 わらべうた遊び
8 9 10 11 12 13

英会話 交通安全 わらべうた遊び 建国記念の日 食育のお話
15 16 17 18　身体測定 19 20

英会話 避難訓練 わらべうた遊び 英会話 誕生会
22 23 24 25 26 27

体育指導 天皇誕生日 わらべうた遊び 英会話 体育指導



＊２月 ふじ組だより＊ 

 

 

 

 

 

 

最近は少しずつ暖かい日も多くなり、子どもたちもマラソンや鬼ごっこ、サッカー、リレーなどをして戸外遊びを

友だちと一緒に楽しんでいます。コロナウイルスの影響で制限される事も増えてきますが、当たり前だと思っていた

何気ない日常の有難さを感じているところです。引き続き、手洗い・うがい、消毒等を行って、感染症予防に努めて

行きたいと思います。 

 

＊今月の目標＊ 

・様々なわらべうた遊びを体験し、友達と一緒に楽しむ。 

・全身を動かして戸外遊びを楽しみ、皆で遊ぶ楽しさを味わう。 

 

＊今月のうた＊     ♪まめまき   ♪ゆげのあさ   ♪楽しいね 

 

＊お知らせ・お願い＊ 

・今月はお米の月です。お米一合をビニール袋に入れて、記名をして８日（月）までに持たせて下さい。又、誕生会

の日は箸も忘れないように持たせて下さい。 

・５日（金）に味噌を使ったクッキングを行います。エプロン・三角巾・マスクに記名をして袋にいれ、3 日（水）

までに持たせて下さい。 

・12 日（金）はクッキー作りを行います。エプロン・三角巾・マスクに記名をして袋に入れて、9 日（火）までに持

たせて下さい。 

・爪が伸びていないかの確認を必ず毎週お願いします。 

 

＊子どもの様子＊ 

 先月から就学に向けて午睡がなくなりました。数名は、帰りのお集まりでうとうとしている子どもたちも見られま

すが、ほとんどの子どもたちは、午睡がなくなっても、「眠くないよ～」と、とても元気に過ごしています。 

 最近は‘ラキューブロック’が子どもたちの中で流行っています。猫やベット、こうもりにアルファベットなど大

人でも作る事が難しいものを作っている姿にとても驚きました。説明書を見ながらパーツをあわせ、難しいところが

あると「○○くんこれどうするの？」と聞きあって、完成させている様子も見られます。また、お互いに作った物を

交換して、「プレゼント交換したよ！」といってとても喜んでいる姿が微笑ましいです。 

 今月のおすすめ絵本でも紹介しましたが、「えんとつ町のプペル」という絵本を先日子どもたちと一緒に読みました。

文章も少し長く難しいかな？と思いましたが、とても集中して食い入るように見てくれました。絵本の中にあるよう

に、大人の常識や社会の常識に囚われず、子どもたちそれぞれの人生を自分の足で、自分を信じて、歩んでほしいな

と思います。 

月 火 水 木 金 土
１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日

体育指導 節分 移動図書
英会話

わらべ歌遊び
みそクッキング

８日 ９日 １０日 １１日 １２日 １３日

英会話 交通安全 わらべ歌遊び 建国記念日
食育のお話
クッキー作り

１５日 １６日 １７日 １８日 １９日 ２０日

英会話 避難訓練 わらべ歌遊び
英会話

身体測定
誕生会

２２日 ２３日 ２４日 ２５日 ２６日 ２７日
体育指導 天皇誕生日 わらべ歌遊び 英会話 体育指導


	毎日寒い日が続いていますが、ゆり組の子どもたちは寒さにも負けず、大好きなお外遊びで
	のびのびと体を動かしています。最近はおしゃべりも上手になり、保育士との簡単な言葉のやりとりを楽しむなど、ますます賑やかになってきましたよ。
	まだまだ寒い日が続きますので、感染症予防に努めると共に体調管理には十分配慮し、元気に過ごしていきたいと思います。
	☆今月の目標☆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　♪今月のうた♪
	・楽しい雰囲気の中で、食べることの楽しさを味わう。　　　　　　　　　　 ・豆まき
	・戸外で保育士や友だちと関わりながら、体を動かして遊ぶ　　　　　　　・いとまき
	ことを喜ぶ。                                               ・ゆげのあさ
	★お知らせ・お願い★
	・衛生面やケガ防止の為、爪切りはこまめに行って頂くようお願いします。
	毎週末に爪の確認をして頂けると助かります。
	・衣服はお子様の成長に合わせて体（体格・体型）に合ったものを持たせて下さい。また、袖や
	ズボンの丈が長いものは折り曲げるだけでなく、縫い上げて頂くようお願いします。
	＊最近のゆり組さん…＊
	何でも“自分でしたい”という自我が芽生え始め、最近は食事の前にエプロンを渡すと自分ではめようとしたり、おしぼりで手を拭いたりしています。ご挨拶が終わると「ないない。」「よいしょ、よいしょ！！」と言って、椅子を机の下に入れてくれる子どももいます。トイレでは、オムツやズボンを自分ではこうと頑張る姿も見られるようになりました。子どもの“自分でしたい”と言う気持ちを大切にしながら、時には待ってみたり必要に応じて手を添え援助したりして、自分でできたという満足感を味わえる場面をたくさん作っていきたいと思います。
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