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 　風が冷たく、まだまだ寒い日が続いています。そんな寒さの中でも元気いっぱいの子どもたち！！

　保育士がお外に行く準備を始めると、子どもたちはすぐに気付き、小走りで保育室の扉の方へ行こうとしたり、

帽子を被ることを理解し、帽子入れの前に座って待っていたり、自分の靴を喜んで取りに行ったりと、子どもた

ちの様々な姿から、お外に行きたい気持ちが伝わってきます。

　引き続き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☆

　・楽しい雰囲気の中で、手づかみ食べやスプーンを使って

　　意欲的に食べる。

　・保育士や友だちと関わりながら、体を動かして遊ぶ楽しさを味わう。

☆お知らせ・お願い☆

　・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、折り曲げるだけではなく、縫い上げて頂くようお願いします。

　・持ち物の名前が消えかかっているものがあります。記名は、分かりやすくはっきりと記入をお願いします。

☆最近のゆりぐみさん☆

　先日、鬼のお面作りをしました。子どもたちの指に付けた絵の具で、鬼のパンツになる部分に模様を付けたり、

鬼の顔のパーツを貼り付けたりと保育士と一緒に取り組みました。

　始めは、絵の具を見て嫌がることもありましたが、模様が付く様子は気になるようで、じっと見ながら少しずつ

興味を示していましたよ。中には、自ら絵の具を触り始め、手を伸ばして模様を付けようとする姿も見られました。

物珍しいようで、子どもたちの反応も様々でした。

　完成した鬼のお面を窓際に飾ると、子どもたちはすぐに気付き、「あっ！あっ！」と言いながら指差しをして

喜んでいます。節分の日は、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！！

☆１月は、お手玉を使って、「ぎっちょ　ぎっちょ」というわらべ歌遊びをしました☆

　♬　ぎっちょ　ぎっちょ　こめつけ　こめつけ　ぎっちょ　ぎっちょ　こめつけ　こめつけ

　　　こめついた　こーめついたらはーなそう　こーめついたらはーなそう　はーなした

　お手玉を手の平に載せて、歌に合わせて人差し指でお手玉を突くように指を動かします。

　「こーめついたらはーなそう」の所でお手玉を持ち上げ、最後は「はーなした」でお手玉をパッと手の平に

　落として遊びます。

　お手玉を持つことが始めは楽しいようでしたが、繰り返し遊ぶ中で、保育士の手の動きを真似して、一緒に

　人差し指を動かしたり、保育士が離したお手玉を手の平に載せようと手を広げたりと色んな遊び方を楽しみ

　ました。

＊２月　ゆりぐみだより＊　

行事予定

今月のうた

♬豆まき

♬コンコンクシャンのうた

♬ペンギンちゃん



 

ももぐみだより 

 

２月 行事予定 

 

 朝晩の寒さはまだまだ厳しいですが、天気が良い日の日中は陽射しが暖かく、日向ぼっこに心地

良さを感じます。寒い朝の体操でも、お気に入りのジャンバーを着て、嬉しそうに園庭に向うもも

組の子どもたち。追いかけっこを楽しみながら体を温めたり、音楽に合わせて体を動かして体操に

参加したりと、寒さに負けず楽しむ姿にたくましさを感じます。朝と日中では気温差がありますが、

上着を用いながら衣服の調節を心掛け、伸び伸びと体を動かせる遊びを十分に取り入れていきたい

と思います。また、今月は節分がありますね。手作りお面で鬼に変身して、みんなの健康と幸福を

願いながら鬼退治を頑張りたいと思います。 

✿今月の目標✿                ✿今月のうた✿ 

・戸外で体を思いきり動かし、               ♪おにのパンツ 

寒い時期を健康に過ごす。                ♪いとまき 

・簡単な身の回りのことに意欲的に挑戦し、         ♪おててをあらって 

自分でできたことに喜びを感じる。 

✿お知らせ・お願い✿ 

 ・怪我防止のため、爪の確認はこまめに行い、伸びてきたら短く切ってください。 

 ・タオルやエプロンなど、持ち物の記名が薄くなってきたときには、再度分かりやすい場所に大

きく記名をお願いします。上着や靴下にも必ず記名をお願いします。 

✿ももぐみさんの様子✿ 

 もも組の子どもたちは絵本が大好きで、保育士が絵本棚から絵本を選んでいる姿に気が付くと、

準備してある絵本を指さしながら、「あれなに？」「早く読んで！」など嬉しそうに声を掛けてくれ

ます。最近では絵本コーナーで自分たちで絵本を手に取り、膝の上やマットの上に絵本を広げてペ

ージをめくっていく姿が見られます。読み始める前には手遊びをしているような仕草が見られたり、

小さな先生になりきって、お友だちを集めて読み聞かせの風景が見られたりと、それぞれの楽しみ

方で絵本に親しむ姿が見られています。これからもゆったりとした環境の中で絵本と触れ合う時間

を大切にしていくことを心掛け、子どもたちと一緒に心地良い読み聞かせの時間を過ごしていきた

いと思います。 
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   ♪ゆきだるまのチャチャチャ

   ♪カレーライスのうた
   ♪きりん

＜トイレトレーニングについて＞

【４月から毎日持参するもの…白ご飯（ふりかけ・梅干など×）、スプーン、水筒】
・白ご飯…保温庫に入れますので、アルミ製のお弁当箱です。お弁当箱のバンド使用×。

ばらＡぐみだより
2月行事予定

　一年で一番寒さの厳しい時期になりました。
　寒い毎日が続いていますが、子ども達は朝から毎日元気いっぱいでお外に勢いよく飛び出し
て、体をたくさん動かして遊んでいます。先日は、前日作った氷が出来ていたので喜んでいまし
た。「すごいね。」と言って実際に触ると「冷たい。」と言いながらもとても興味を持っていた
子ども達。冬の自然に関心を高めることが出来たのではないかと思います。
　これからも、丈夫な体作りを十分心掛けると共に、うがいや手洗いをしっかり行い、感染症な
どの予防をしながら過ごしていきたいと思います。

✿はさみに興味を持ち、保育士と一緒に少しずつ使い方に慣れて
いく　（ご家庭でも取り組んでみましょう）

＜今月の目標＞    ＜今月の歌＞

✿友だちとの関わりを喜びながら、保育士と一緒にごっこ遊びや
簡単なルールのある遊びを楽しむ

   ♪豆まき

・スプーン…ケースにスプーンのみを入れて持参。
　（※白ご飯のお弁当箱とケース入りスプーンは、適度な大きさの巾着に入れて持参）

・水筒…衛生上、コップ付きの水筒です。水筒には麦茶などのお茶を入れて下さい。
　　　　  コップの開閉とコップにお茶を注ぐ練習をしておいて下さい。

＜お知らせ・お願い＞

✎衛生面やケガ防止のため、定期的に爪が伸びていないか確認をお願いします。
✎お子様の体格に合う服を準備して頂き、長い場合は、縫ってサイズを調整して頂くようお願い
します。

進級まであと２ヶ月となりました。最近では、「先生トイレ行ってきます。」と自ら進んでトイ
レで排泄する子どもも増えてきました。“進級までに１日パンツで過ごす”ことが、ばら組での
排泄の目標です。ご自宅でのトイレトレーニングの状況を個別で伺いますので、ご家庭での様子
をお伝え下さい。

＜最近のばらＡぐみさん＞
　１月の歌で、♪白くまのジェンカを歌っていますが、子ども達は、その歌が大好きです。始め
に歌を伝えた時から、興味を持ち、白くまという歌詞（言葉）を歌うと、「洋服についてる。」
「白くま好き。」と言っていた子ども達。歌詞が少し難しい部分もありましたが、覚えている所
は大きい声で歌い、友だちと遊んでいる時や製作をしている時にも歌を口ずさみながら、楽しそ
うにしています。♪レッツジャンプ、♪レッツスキップなど…お家でも、歌のフレーズを口ずさ
んでいるのではないでしょうか。
　これからも色々な歌に親しみながら、子ども達と一緒に楽しく歌っていきたいと思います。
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13 14 15 16 17 18 19
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20 21 22 23 24 25 26

わらべうた 天皇誕生日 誕生会

27 28

　暦の上では春ですが、まだまだ寒い日が続いています。

　寒さにも負けず、白い息を吐きながら元気いっぱいに登園してくる子どもたちに、こちらが元気

をもらっています。

　先日は、「先生！おはよう。」と大きな声で挨拶して部屋に入ってきたAちゃんが、登園してい

た友だち皆に挨拶をしながら荷物を出していて、少し眠そうにしていたBくんもその挨拶の声に反

応して目が覚めたように荷物の整理を始めていました。元気に笑顔で挨拶をすると、周りの人たち

にも元気を与えているんだなと改めて感じた瞬間でした。

☆目標☆

・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。

・はさみに興味を持ち、保育士と一緒に直線を切ってみようとする。(ご家庭でもはさみに取り組ん

　でみましょう。)

♪今月の歌♪

・おにのパンツ　　・ゆき　　・ごんべさんのあかちゃん

☆お知らせ・お願い☆

・週末など、定期的に爪が伸びていないか確認をお願いします。

・お子様のサイズに合った服の準備をお願いします。ズボンや袖が長い時は、縫って調整して

　ください。

☆トイレトレーニングについて☆

　進級まであと2か月となりました。最近では、「先生トイレ行ってきます。」と自ら進んでトイ

レで排泄する子どもも増えてきました。“進級までに1日パンツで過ごす”ことが、ばら組での排

泄の目標です。ご自宅でのトイレトレーニングの状況を個別で伺いますので、ご家庭での様子をお

伝え下さい。

☆★子どもの様子・・・★☆

　1月からわらべうた遊びを楽しんでいます。最初は、保育士の歌を聴いて少しずつ口ずさんでい

ましたが、遊んでいくうちに大きな声で友だちと一緒に歌う姿が見られました。先日「おちゃをの

みにきてください」では、友だちに指名されると、すごく恥ずかしそうに、でも嬉しそうに立ち上

がり、手を繋いで歌っている姿が印象的でした。時には、A組のお友だちと大勢で楽しめるわらべ

うたを取り入れながら楽しく遊んでいきたいと思います。

【4月から毎日持参するもの…白ご飯(ふりかけ・梅干しなど×)、スプーン、水筒】

・白ご飯…保温器に入れますので、アルミ製のお弁当箱です。お弁当箱のバンド使用×。

・スプーン…ケースにスプーンのみを入れて持参。

　　　　(※白ご飯のお弁当箱とケース入りスプーンは、適度な大きさの巾着に入れて持参。)

・水筒…衛生面上、コップ付きの水筒です。水筒には麦茶などのお茶を入れて下さい。

・ コップの開閉とコップにお茶を注ぐ練習をしておいて下さい。

ばらBぐみだより

2月　行事予定



さくらぐみだより 
２月 行事予定 

 
日 月 火 水 木 金 土 

 

 

 １ ２ 

  わらべうた 

３ 

節分（豆まき） 

４ ５ 

６ ７ ８ ９ 

  わらべうた 

１０ １１ 

建国記念の日 

１２ 

１３ １４ １５ 

  わらべうた 

１６ 

  避難訓練 

１７ １８ 

  身体測定 

１９ 

２０ ２１ 

  交通安全 

２２ 

  わらべうた 

２３ 

 天皇誕生日 

２４ ２５ 

  誕生会 

２６ 

２７ ２８     

 

 

 

 まだまだ寒さの厳しい日が続いていますが、そんな寒さにも負けず園庭に出るとお友だちと一緒にマラソ
ンや鬼ごっこ、ボール遊び等して思い切り体を動かし、心も体もぽかぽか元気いっぱいの子どもたちです。 

 体調を崩しやすい季節ですので、引き続き手洗い・うがいを丁寧に行いながら、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☆                         ♪今月のうた♪                
・寒さに負けず、体を動かして元気に遊ぶ。                   ・豆まき   ・ゆげのあさ 

・身の回りのことを自分で行い、自信を持って過ごす。            ・ゆきだるまのチャチャチャ 

 

★お知らせ・お願い★ 
・今月はお米の月です。お米１合をビニール袋に入れ記名をして、１４日（月）までに持たせて下さい。 

・２５日（金）は誕生会ですので、白ご飯は要りません。スプーンは必ず持たせて下さい。 

 

＊さくら組さんのおもしろい・かわいい一言…＊ 
・リュックサックが倒れているのを見て…「リュックさん疲れたから寝てるのかな～？」 
 

・「先生！今日タンサクロールからもらったパズルしてきたよ♪」 「た…探索ロール…？それだあれ？」 

「ほら、クリスマスの時にプレゼント持ってきてくれるでしょ！」  サンタクロースね！（笑） 
 

・ままごとコーナーに行ってみると、「先生、シーッ！赤ちゃんやっと寝てくれたんだから。赤ちゃんね、お熱

があって、お腹も痛くて、ミルクは飲まないし、おかゆも食べてくれないし、ゲーはするし、抱っこしてもず

っと泣いてるし…今お布団に寝かせたらやっと寝てくれたの。」 

お母さん…大変だったみたいですね（笑） 
 

・鬼のお面作りで…「ここに鬼さんのツノを貼るからね～。」 「あっ！ぼくのママにも鬼のツノあるよー！」  

ノーコメントで…。（笑） 
 

・「私、また温泉旅行行きたいな～♪」 「ぼくは新婚旅行に行きたい！だって、ママが写真見ながら、新婚

旅行楽しかったよ～。って言ってたもん♪」   まだまだ先になりそうだけど、将来が楽しみですね♡ 

 

この年齢だからこその発想や可愛らしい発言の一つ一つに、思わず笑みがこぼれ、ほっこりした気持ちに

させられます。 

 





ふじ組だより 

２月行事予定 

日 月 火 水 木 金 土 

  １ ２わらべ歌遊び ３節分・英会話 ４ ５ 

６ ７体育指導 ８交通安全 ９わらべ歌遊び １０英会話 １１建国記念の日 １２ 

１３ １４ １５わらべ歌遊び １６避難訓練 １７英会話 １８身体測定 １９ 

２０ ２１体育指導 ２２クッキー作り 

 わらべ歌遊び 

２３天皇誕生日 ２４英会話 ２５誕生会 ２６ 

２７ ２８縄跳び大会      

暦の上では立春を迎えようとしますが、まだまだ吐く息は白く、寒さが続いています。 

しかし、子どもたちは寒さに負けず、戸外で縄跳びやサッカーなどで毎日体を動かして元気いっぱいに

遊んでいます。 

 寒さや冷たさを感じながらも、冬ならではの自然事象に触れる遊びも楽しんでいきたいと思います。 

  

＜今月の目標＞                         

＊寒い中でも戸外遊びを思いきり楽しむ。 

＊友だちの良さを認め合いながら、遊びを楽しむ。 

 

＜今月の歌＞                        

♪まめまき ♪雪のペンキ屋さん ♪クラリネットをこわしちゃった 

 

＜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て、記名して１４日（月）までに持たせてください。 

✎22日（火）はクッキー作りを行います。エプロン・三角巾・マスクに記名して袋に入れて 17日（木）まで

に持たせてください。 

☆最近のふじ組さん☆ 

先月から就学に向けて午睡がなくなりました。最初は午睡がなくなり、夕方うとうと眠たそうにしていたり、

友だちと一緒に横になったりしていましたが次第に慣れていき、とても元気に過ごしています。 

最近では、縄跳び大会に向けて、毎日縄跳びに取り組んでいます。連続でとべたことを友だちと一緒にな

って喜び、保育士に「見てて！」と言い、何回もとんでいます。最初は前跳びだけでしたが、次第に後ろと

びや片足とびなど様々な跳び方にも挑戦して跳べるようになってきました。また、一本の縄跳びで友だちと

一緒にとんだり、縄跳びを二本使って「いろはにこんぺいとう」をしたりして、友だちと協力して一緒に遊ぶ

姿も多く見られます。 

これからも、天気が良い日はなるべく戸外に出て体を動かし、寒さに負けない体づくりを心掛けていきた

いと思います。 


