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　「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 
３月行事予定  
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 少しずつ、暖かい日差しも増えて春の訪れを感じますね。 

いよいよ、4月からはさくら組です。ばらA組での楽しい時間があっという間に過ぎ、この一年間で

子どもたちは様々な成長を見せてくれました。 

 自分で衣服の着脱や身の回りの支度を行ったり、元気いっぱいのご挨拶を聞かせてくれたりと

日々の生活の中で一人ひとりの姿を見守ることができ、嬉しく思っています。 

 毎日、個性豊かでのびのびと過ごす子どもたちと関わりながら、私達もこの一年間を楽しく過ご

すことができました。保護者の皆様の温かいご協力のもと、共に成長の喜びを分かち合えたことに

感謝の気持ちでいっぱいです。一年間本当にありがとうございました。 

 

☆今月の目標☆ 

・進級することに期待を持ち、友だちと一緒に楽しく園生活を楽しむ。 

・春の訪れを感じ、保育士や友だちと関わりながら戸外遊びを楽しむ。 

 

♪今月の歌♪ 

・思い出のアルバム   ・つくしのムック   ・花のおくにの汽車ポッポ    

 

☆お知らせ・お願い☆ 

・12日(金)はおかず入りのお弁当を持たせて下さい。(雨天時もお願いします。) 

 スプーンやフォークなども忘れずに持たせて下さい。 

・27日(土)は卒園式です。ばら組は家庭保育をお願いします。 

 

～４月から～ 

・毎日白ご飯が持参になります。お弁当箱は保温庫で温めますのでアルミ製の物を準備して下さい。            

お弁当は巾着にいれて持たせて下さい。 

・全員スプーンを使用します。ケースにスプーンのみを入れて持たせて下さい。 

・毎日水筒持参になります。衛生面上、コップ付きの水筒をご準備下さい。毎日お茶や麦茶を入れ

て下さい。又、コップの開閉とコップに注ぐ練習もしておいて下さい。 



    ばら B ぐみだより   
＜３月行事予定＞ 

日 月 火 水 木 金 土 

 １ ２ ３ひな祭り会 ４ ５わらべ歌遊び ６ 

７  ８ ９避難訓練 １０わらべ歌遊び １１ １２お別れ遠足 １３ 

１４ １５ １６ １７わらべ歌遊び １８身体測定 １９誕生会 ２０春分の日 

２１ ２２ ２３ 24 ２５ ２６ ２７卒園式 

２８ ２９ ３０ 31    

朝夕はまだ少し寒く感じることもありますが、日中は暖かい春の日射しを感じられるようになりました。 

 ばら B ぐみでの生活も残すところ１ヶ月となりました。コロナ禍の中でスタートした保育園生活の中でも子

どもたちは様々な経験をし、泣いて、笑って、たくさんの表情と共に大きく成長してきました。お友だちとの

関わりも多くなり、遊びや会話もずいぶん広がってきました。 

ばら B ぐみでの残りわずかな日々を大切にしながら、子どもたちと笑顔いっぱいで楽しく過ごしていきたい

と思います。保護者の皆様にはご理解やご協力をいただいたことを深く感謝しております。ありがとうござい

ました。 

 

＜今月の目標＞              

＊進級に期待を持ち、身の回りのことを意欲的に取り組む。 

＊友だちと関わる中で友達の思いを感じたり、自分の思いを言葉にして伝えたりする。 

 

＜今月の歌＞                        

♪思い出のアルバム ♪だんごむしたいそう ♪きゅっきゅっきゅう 

 

＜お知らせ・お願い＞ 

✎12 日（金）はおかず入りのお弁当を持たせてください。 

  （雨天時もお願いします。） 

✎27 日（土）は卒園式です。ばら B ぐみは、家庭保育をお願いします。 

 

☆最近のばら B ぐみさん☆ 

 進級に向けてハサミの練習をしています。まずは、ハサミの持ち方から進めていき直線に沿って紙を慎

重に切っていきました。やり始めは、同じところを何回も切ったり、ハサミを開く時なかなか開かず苦戦した

りと手が止まってしまう子どもが見られました。繰り返しハサミの練習をしていく中で少しずつ上達していき、

「できたよ！」と子どもたちの喜ぶ姿に成長を感じました。少しずつ練習したおかげで、ひな人形の服を子

どもたちが切って、可愛らしい着物が出来上がりました。出来上がったひな人形を保育室に飾ると「あ、私

の。」「僕のだ。」と嬉しそうに見ていました。 

 

＜4 月から＞ 

�����毎日白ご飯が持参になります。お弁当箱は保温器で温めますので、アルミ製のものを準備してくださ 

い。お弁当は巾着に入れて持たせてください。 

※巾着の大きさは、適度なものにしてください。お弁当箱をとめるバンドは必要ありません。 

�����全員スプーンを使用します。（ケースにスプーンのみを入れて持たせてください。） 

�����毎日水筒持参になります。衛生面上コップ付きの水筒をご準備ください。毎日お茶を入れてください。 

又、コップの開閉とコップに注ぐ練習もしておいてください。 



さくらぐみだより 
       

3 月 行事予定 

日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 縄跳び大会 3 ひな祭り会 4 5 わらべうた遊び 6 

    
  

  
 

  

7 8 9 避難訓練 10 わらべうた遊び 11 12 お別れ遠足 13 

    
  

  
 

  

14 15 16 移動図書 17 わらべうた遊び 18 身体測定 19 誕生会 20 春分の日 

    
     

21 22 交通安全 23 24 25 26 27 卒園式 

  
 

  
 

    
 

28 29 30 31       

              
       

 少しずつ寒さも和らぎ、日中はポカポカとした日が増えてきましたね。  

早いもので、さくら組で過ごすのもあと一カ月となりました。この一年、本当にたくさんの事がありまし 

た。日に日に成長していく子どもたちを側で見守っていくことができたことを嬉しく思います。 

 子どもたちの中では、進級という事がまだ実感できていなかったり、理解できていなかったりしてい 

るかもしれません。一緒に進級を楽しみにできるようさくら組での生活を楽しみ、笑顔で送り出した 

いと思います。      

      

✿今月の目標✿      

・進級することに期待をもち、意識しながら過ごす。    

・友だちや保育士との関わりをより深め、楽しく過ごす。    

♪今月のうた♪      

・うれしいひなまつり  ・思い出のアルバム  ・たのしいね   

✿お知らせ・お願✿      

・12 日（金）はお別れ遠足です。（子どもだけの参加です。）号外をご確認ください。  

・19 日（金）は誕生会ですので、白ご飯はいりません。水筒、スプーンは持たせて下さい。 

・27 日（土）は卒園式です。さくら組は家庭保育をお願いします。   

・食事の際のスプーンやお箸は、お子さんの使用状況に合わせてどちらか一つのみ持たせて下さい。 

 （子どもたちがどちらを使用していいのか混乱します。）   

 ※お箸やスプーンなどが全て入るケースの場合は、使用する物のみ入れて下さい。 

       

✿最近のさくら組さん✿     

 先月は雪が降る日がありました。保育室から外を見て、「こっちも降ってる！」「あっちも降ってる 

よ！」と子どもたちの会話が飛び交っていました。その声を聞いていると、とても可愛らしく微笑まし 

く思いました。そんな中戸外へ出ると、自分の衣服やみんなの帽子に付いた雪を見て「雪がのって 

るよ!」と大騒ぎしていました。子どもたちの一つひとつのその光景を嬉しく思ったひと時でした。 

少しずつ温かくなってきて、また新たな発見を一緒に喜び楽しんでいくのが楽しみです。 



 

 すみれぐみだより 

３月 行事予定 

 
 ももや梅の花がきれいに咲き始め、春の訪れを感じます。 

早いもので今月は、すみれ組で過ごす最後の月となりました。子どもたちは少しずつ進級を意識し

始めているようで、ふじ組になることへの期待と喜びの気持ちが膨らんできている様子です。 

この締めくくりの一ヶ月も大切に過ごしながら、子どもたちと一緒に元気で充実した日々にしてい

きたいと思います。 

 一年間、大変お世話になり、ありがとうございました。 

✿今月の目標✿          ✿今月のうた✿ 

・進級に向けて期待を持って過ごす。    ♪思い出のアルバム 

・生活に見通しを持って過ごし、      ♪そらにらくがきかきたいな 

進んで身の周りのことを行う。      ♪おめでとう 

              ＊誕生会でふじ組さんに歌のプレゼントをします。 

✿お知らせ・お願い✿ 

・１２日(金)はお別れ遠足です。(子どものみ参加) 詳細は号外でお知らせします。 

・１６日(火)にクッキングでクレープ作りを計画しています。 

エプロン、三角巾、マスクを記名した袋に入れて１２日(金)までに持たせてください。 

※エプロンやマスクのひも等は必ず調節して持たせてください。 

※当日は必ず爪切りをお願いします。 

・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。 

✿子どもの様子✿ 

毎週のわらべうた遊びを楽しみにしているすみれ組の子どもたちは、新しいわらべうたを紹介しよう

とすると「お歌ある？」と尋ねた後、必ずと言っていいほど「ダンスある？」と尋ねます。ダンスと呼べる

ほどの振付があるわらべうたはなかなかないのですが、ちょっとした振りがあるわらべうたのときは、

「ちょっとだけ踊りがあるよ。」と伝えると、「え～。」と言いながらも、ノリノリでとても盛り上がるすみれ

組さんです。(笑) 

月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

なわとび大会 ひなまつり会 英会話 わらべうた遊び
8 9 10 11 12 13

体育指導 避難訓練 わらべうた遊び 英会話 お別れ遠足
15 16　移動図書 17 18　身体測定 19 20

交通安全      クッキング プレゼント渡し 英会話 誕生会 春分の日
22 23 24 25 26 27

体育指導 英会話 卒園式
29 30 31



＊３月 ふじ組だより＊ 

 

 

 

 

 

 

 園庭の隣の敷地に、ピンクや白色の梅の花が咲いて、園庭にも花びらが舞ってきます。少しずつ春の訪れを感じる

日も増えてきましたね。 

あっという間に三月になり、卒園する日も近づいてきました。小学校への期待や不安が入り混じっている子どもた

ちですが、残りの園生活を楽しく過ごし、たくさんの思い出を作っていきたいと思います。 

 

＊今月の目標＊ 

・集団生活でのルールを守って過ごし、友だちと一緒に園生活を楽しむ。 

・就学に向けて基本的生活習慣を見直し、小学校への期待を持って残りの園生活を充実して過ごす。 

 

＊今月のうた＊  ♪うれしいひなまつり   ♪思い出のアルバム    ♪いのちのうた 

 

＊お知らせ・お願い＊ 

・１２日（金）はお別れ遠足ですが今年も園内で行います。子どものみ参加です。詳しくは号外を配布していますの

でご確認下さい。 

・お道具箱の持ち帰り用と、卒園式用の大きめの袋を２つ、記名をして９日（火）までに持たせて下さい。 

・１９日（金）は、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。 

・２７日（土）は卒園式です。 

☆集合時間…９：40 

☆服装…園児服（中は自由ですが、襟付き・パーカー不可）、体操服ズボン、ベレー帽、白ハイソックス、名札 

 

＊子どもの様子＊ 

 園生活も残り少なくなり、子どもたち同士の絆も深くなっているなと感じることがありました。 

 先日、玩具を片づけている際に、お友だちの手が滑ってブロックアートのパーツが派手に床に散らばったことがあ

りました。散らばった瞬間驚いた子どもたちは「シーン」としていました。保育士が「みんなで拾おうか。」と声を

掛けると「はーい！」と全員が一斉に返事をして、あっという間にみんなで片づけをしてくれました。本当に素直で

優しい子どもたちだなと感じました。 

 

小学校入学にあたり、保育園から就学先となる小学校へ、子どもの育ちの支え、育ちの連続性を確保するための資料

として「保育所児童保育要録」を送付することになっていますので、お知らせしておきます。保育園で培った、多く

の経験が、小学校でも十分生かされていくことを願っています。 

 

月 火 水 木 金 土
１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日

縄跳び大会ひな祭り会 英会話 わらべ歌遊び

８日 ９日 １０日 １１日 １２日 １３日
体育指導

避難訓練
わらべ歌遊び 英会話 お別れ遠足

１５日 １６日 １７日 １８日 １９日 ２０日
身体測定 移動図書 英会話 誕生会
２２日 ２３日 ２４日 ２５日 ２６日 ２７日
体育指導 英会話 卒園式
２９日 ３０日
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