
 

令和３年２月号 

少しずつ日も長くなり、春が待ち遠しいこの頃ですね。 

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う緊急事態宣言中の今、ご家庭でも様々に気を遣う生活をされていることと

思います。園でも、衛生面に十分注意しながら、子ども達が手洗いやうがいなどしっかり出来る様に進めています。 

栄養バランスに気をつけ、早起き早寝の生活リズムを整えることで、免疫力が高まることも大切です。園とご家庭

で生活習慣を整えながら、子ども達の健康を維持していきたいと思います。 

さて、2月は、みんなで歌ったり踊ったり演じたりして、友達の前で表現する達成感とさらなる自信につなげてい

くことを計画しています。『お遊戯会』では、そんな子どもたちの姿がきっとおうちの方も見られることと思い

ます。ご家族みんなで、ひとりひとりの成長を喜びながら、楽しいひとときが過ごせたらと思います。 

冬とはいえ、厚着しすぎて逆に汗をかき、からだを冷やしてしまう子どもさんもいます。保育室内も温湿度を調整

していますので、着る洋服の目安はおとなと同じくらいで、動きやすくしてあげて下さいね。 

 

 

おおきくな～あれ！ 家でも、園でも１０のたね
・ ・

【作品展】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日（月）＝つき組 牟呂八幡社節分祭祈祷 

      つき組 えいごであそぼ 

２日（火）＝園内豆まき(AM) 

６日（土）＝家族ふれあいの日 

９日（火）＝避難訓練 

１０日（水）＝園庭開放＆１･２歳児ひろば 

１１日（木）＝建国記念の日（祝日） 

１３日（土）＝家族ふれあいの日 

１６日（火） ＝父母の会 役員会 

身体測定 

１７日（水）  資源回収（詳細別報） 

２０日（土）＝なかよし保育 

つき組女児着付けの会（詳細既報） 

２３日（火）＝天皇誕生日（祝日） 

２２日（月）  

２４日（水） 遊戯会園内発表会 

２５日（木）   
２６日（金）＝２月生まれの子のお誕生会 

 

２７日（土）＝家族ふれあいの日(AM) 

第６７回卒園修了記念 ゆうぎ会 

２８日（日）  【つき・はな組…２７日11:00～】 

        【ほし・乳児組…２８日午前】 

（詳細別報） 

 

―３月－ 

１日（日）＝希望保育 

※できる限り家庭での保育をお願いします。 

保育を希望される方は、2/１２までに担

任にご相談下さい。） 

 

                

２５日（木）＝卒園式（つき組以外は基本的に家庭保育

をお願いしたいと思います） 

２９日（月）～３日（土）及び５日(月)PM…希望保育 

４／５日（月） 新入児入園式及び継続児始業式 

継続児は11:30＆12:00時差降園 

  ６日（火） 継続児平常保育開始 

健康な心と体・自立心・協同性・道徳性･規範意識の芽生え・社会生活との関わり・思考力の芽生え 

自然との関わり･生命尊重・数量･図形、文字等への関心･感覚・言葉による伝え合い・豊かな感性と表現 

12 月の作品展について、おうちの方からたくさ

んの感動の声を頂き、ありがとうございました

(*^_^*) 絵や作品を通して、子どもさんの思いや成

長が感じられたことと思います。 

つき組さんの保育参加では、卒園式に飾るステキ

な作品を親子で作りました。おうちの方が優しく教

えたり、サポートしたり、中にはおうちの方の方が

夢中になったりととっても微笑ましかったです。 

是非おうちでも親子で絵を描いたり、廃材で自由

に作ったりする時間を楽しんで下さいね。 

       作ることを通して、思い思いのイメージをふく

らませて表現することを楽しむ 

         身の回りのものに興味をもつ 

（色、形、動くしくみ等） 

     廃材などの材料でつくる工夫やアイデアが浮か

ぶ 

       作ってみたい気持ちから、見たり聞いたりする 

      友達など自分以外の作品から刺激を受ける 

✂楽しく作ることで、はさみやのり、クレヨンな

どの道具にふれ、指先での表現力が高まる 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つきぐみだより 
        （５歳児） 

 

 今月の保育のねらいと主な活動 

〇寒さの中で健康に過ごすための生活習慣を身に付ける。 

・手洗い、うがい、消毒、衣服の調節など 

○友だちと一緒に表現する楽しさを味わい、互いを認め合

いながら活動を進める。 

・遊戯、劇あそび、歌など 

○冬の事象に興味を持って、触れたり遊びに取り入れたり

して楽しむ。 

・雪、氷、北風など 

○友だちと教え合う経験の中で、伝える事の難しさや 

出来た喜びを一緒に味わう。 

・なわとびやあやとり、箸の持ち方など、友だち同士 

で教え合う。 

お家の人がいたから、 

いつも以上に頑張れた！！ 
先日の保育参加ではお忙しい中ご参加頂きあり

がとうございました。また感染症対策での様々な

ご配慮や、ご理解ご協力に感謝いたします。 

冬休み中にお家の方と一緒にマラソンや体力作

りをして過ごした子も多くいたようですね。 

当日はお家の方がいた事で、いつも以上の力を

発揮し、普段よりもタイムが上がっている子がた

くさんいました。そして、つき組のみんなで決め

た『全員が７級以内にゴールをする！！』

の目標を見事叶え、自分の目標だけではなく、み

んなで達成感を味わう事が出来ましたね。 

そして、卒園記念制作のコサージュや、３Ｄ飾

り作りでは事前に折り方の練習をした子ども達が

お家の方に伝えたり、分担したりしながら丁寧に

作ろうとする姿が見られ、とても素敵な作品がで

きました。ありがとうございました♡ 

♪今月のうた♪ 

“あなたに会えて…” 

ララララ… 

きせきのように うまれてきたわたし 

きせきのように うまれてきたあなた 

ながいときをこえて  

あおくひかるちきゅう 

あるいてきたみちのとちゅう 

たくさんのであいのなかで 

あなたがおしえてくれた 

あきめないつよいきもち 

あなたにあえてよかった 

だからいまのわたしがいる  

       ２番につづく… 

２月 

 

 

『かわいそう…』 

（ブリの解体見学） 

魚治さんの持ってきたブリを見て「すご

ーい！！」と歓声が上がりました！そして、

解体されていくブリを見て「かわいそう…。」

と言っている子が何人もいましたが、それと

同時に「でもおいしそう！！」の声もたくさ

んありました。自分達は生き物の命を頂

いて生きている！という事を改めて感じ

る事ができましたよ。 

また、「おじさんも捌くのは得意じゃない

けど何度も練習をしたんだよ！」の言葉は

子ども達の心に響き、自分と重ね合わせてい

る姿も見られました。 

 

 

 

 

                 １４日        あささん 
１日      さきあさん     ２５日        もあなさん 

  ６日      れいとくん    ２５日        みずきさん 

１４日      めい✿さん   おたんじょうびおめでとう♡♡ 
 

 

２月生まれのお友だち 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はなぐみだより （４歳児） 

“保育のねらい・主な活動” 

〇身体の清潔に関心を持ち、友だちと一緒に心掛ける。 

・手洗い、うがい、衣服の調節をする。 

〇冬の自然を感じながら、戸外で体を動かして遊ぶことを楽しむ。 

・戸外遊び、マラソンをする。 

○友だちと一緒に色々なことにチャレンジする楽しさを味わう。 

・リズムあそび、合唱や楽器遊びをする。 

 

 

★２がつうまれのおともだち★ 

♪今月のうた♪ 

２月号 
 

★世界中の子どもたちが★ 

１．世界中のこどもたちが いちどに笑ったら 

空も笑うだろう ラララ海も笑うだろう 

２．世界中のこどもたちが いちどに泣いたら 

空も泣くだろう ラララ海も泣くだろう 

広げよう僕らの夢を とどけよう僕らの声を 

咲かせよう僕らを花を 世界に虹をかけよう 

        ３番につづく… 

 

２日        ゆずなさん 

９日        はやとくん  

９日        おうかさん 

１４日        ゆきやくん 

１８日        ゆうなさん 

２６日        じょうくん 

２７日        みつかさん 

２２日に、魚屋さんによるブリの解体を見学し

ました。大きなブリが登場すると、「わ～！」「お

おきい～！！」と、歓声があがっていました☆ 

いざ解体が始まると、食い入るように見つめた

り、大きなブリに包丁をいれると、「あぁ～かわ

いそう…」と、目をつぶっている子も・・・。鮮

やかな包丁さばきに拍手が起き、子どもたちから

は「すご～い！」と、歓声がとまりませんでした。 

 魚屋さんもきれいにさばけるように何度も何

度も練習をしたそうです。みんなも何ごとも諦め

ずに挑戦し続けるパワーをもらえたような気が

しました♪ 

 生きていた魚、でもいつも食べている魚、そん

な少し複雑な気持ちを感じながら、みんなが生き

ていくために、命あるものをいただいているこ

と、だから命を無駄にしないように残さずに食べ

よう！ということを学ぶことができました。これ

からも命の大切さやありがたさを考えていこう

ね！！ 

     ★勇気１００％★ 

がっかりして めそめそして どうしたんだい 

太陽みたいにわらう 君はどこだい 

やりたいこと やったもんがち 青春なら 

つらいときはいつだって そばにいるから 

夢はでかくなけりゃ つまらないだろう 

胸をたたいて ぼうけんしよう （ヘイ！ヘイ！） 

そうさ１００％勇気 もうがんばるしかないさ 

この世界中の元気抱きしめながら 

そうさ１００％勇気 もうやりきるしかないさ 

ぼくたちが持てる輝き 永遠に忘れないでね 

               ２番に続く… 

 

 

～自分の体は自分で守ろう～ 

身の回りの清潔を心掛けよう！ 

・手洗い、うがいをしっかりしよう！ 

・早寝早起き、ご飯をたくさん食べよう！ 

・こまめに鼻をかもう！ 

   健康な体で元気に過ごそうね(^_-)-☆ 

 



こんげつのうた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆今月の保育のねらいと主な活動☆ 
○寒さに負けず、元気で健康な体を作る。 

★戸外で思いきり体を動かして遊ぶ。 

○友だちと一緒に大勢の人の前で楽しみながら表現し、緊張感や満足感を味わう。 

★リズムに合わせて歌ったり踊ったりする。（表現あそび・リズムあそび） 

○節分を通して日本の文化に触れ、親しむ。 

★豆まきのうたを歌ったり、由来を聞いたりする。 

★自分で作った鬼のお面を被り、園内豆まきに参加する。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ 

１．ぼくは きみの こえがすき 
  はなす わらう こえがすき 
  いろんなこえが あるなかで 
  きみのこえがいちばんすき 
 
  ふしぎだね きみのこえ  

まほうみたいに ひびくんだ  
すてきだね きみのこえ 
ぼくときみのこえ あわそう 
 
たかいこえで ラララララ 
ひくいこえで ラララララ 
きみのこえで ラララララ 
そらにとどくよ ハーモニー 

            （２番へつづく・・・） 

 

レッツ！！チャレンジ～～♪♪ 
☆マラソンきもちいい～♪☆ 

 つき組さんやはな組さんのお兄さん、お姉さん

の姿に憧れ、ほし組もマラソンに挑戦しました♪

つき組さんやはな組さんと同じように「2 周走っ

てみたい！」という声があったので、子ども達の

様子を見ながら、小学校のまわりを 2 周走ってみ

ました♬走り終えると、「つかれたー」よりも先に

「すごく楽しかった」「気持ち良かった♬」「また

走りたい！！」と、マラソンの楽しさに気付いた

子ども達☆彡寒さに負けずこれからもたくさん体

を動かしていきたいと思います♪ 

☆箸を正しくもってみよう！☆ 

 「先生！箸上手に持ててる？」という声がたく

さん聞かれるようになりました♪そこで、正しい

箸の持ち方のイラストを保育室に貼り、「合ってる

かな？」と間違い探しをするように楽しく取り組

んでいますよ♪お家でもぜひやってみてください

ね(^^)/ 

７日          なぎささん 

14 日           さなさん 

２７日          めいさん 

２７日          あおいさん 

 

２がつうまれの 
おともだち 

みんなで一緒に歌おう～♪踊ろう♬ 

歌ったり踊ったりすることが大好きなほし組さん。 

先日の表現あそびのお話の中に出てくる役を、子ども

達と一緒に決めていきました♪「おばあちゃんみたい

に優しくなりたいから、おばあちゃんをやりたい♪」

「最後まで頑張るのかっこいいから、かめがやりた

い！」などと、お話やそれぞれの役の大切さに気づき

一生懸命考え、言葉で表していく姿はとても素敵でし

た☆彡友だちと一緒に声を合わせて歌う気持ち良さ

や、物語に親しみながら役になりきって 

創造力豊かに表現している姿も見られています♪ 

リズムあそびでは、「はやく踊りたい～♪」「かわいく

踊りたいね♪」と友だちと一緒に踊る楽しさや嬉しさ

を感じているようですよ♬毎日「今日はどんな踊りを

踊るかな？」と楽しみでたまらない子ども達です!(^^)! 

★遊戯会での子ども達の素敵な姿を 

楽しみにしていて下さいね♪♪ 

 

 

○○鬼を 

やっつけよう！ 

 

ほしぐみだより （３歳児） 

こんげつのうた 

２月 



今月の ◎保育のねらい と ★おもな活動内容 

♪今月のうた♪ 

『 まめまき 』 

             』 

                                        

 

 
    

    

    ◎身のまわりのことを進んでしようとする気持ちをもつ。           

★シャツをズボンの中にしまう。 

★おもちゃや食器を片付ける。 

◎保育者や友だちと一緒に表現することを楽しむ。 

     ★表現あそびをする。 

     ★ごっこあそびをする。 

  

 

                                                

 

 

１． おにはそと ふくはうち 

ぱらぱらぱらぱら まめのおと 

おには こっそりにげていく 

 

２． おにはそと ふくはうち 

ぱらぱらぱらぱら まめのおと 

はやくおはいり ふくのかみ 

  

～家庭でできるちょこっとあそび～  「はっけよ～い のこった」 

 ダイナミックなふれあいを☆ 

「はっけよ～い のこった」の掛け声とともにおすもうごっこ。 

そんなダイナミックなふれあいから、子どもたちの力や体が強くなったなぁ… 

と感じる事もできるかもしれませんね！ 

特別用意するものもなく、おうちで簡単にできるあそびなので、 

ぜひおうちの方、こどもたちと「はっけよ～い のこった！！」 

ゆきぐみだより 
2 歳児 

２月 

 

 

８にち    かえでさん 

12 にち     いつきくん 

 

２がつうまれのおともだち 

今日はお当番♪ 

 先月からスタートしたお当番活動。お当番

バッヂをつけてご挨拶をしたり食器のお片付

けをしたり、とっても楽しそうな子ども達♪

「きょうはあかチームさんだよ！」「あしたぼ

くおとうばん♪」と、お当番が回ってくるの

も楽しみな様子です(*^_^*) 

“自分で”の気持ちが少しずつ、子どもたち

のできることややりたいことを増やしてくれ

ていますね！ 

 

♡ドキドキ わくわく♡ 

今月末は遊戯会です。表現あそびをしたり、

身に着けるものを作ったり、少しずつ遊戯会に

向けて準備も始まりましたよ☆子どもたちだ

けで大きい舞台に立つのは初めてのゆきぐみ

さん。おうちの方も子どもたちも先生たちもド

キドキとわくわくでいっぱいですね♡どんな

ことをするのかはお楽しみに…♪おうちで表

現あそびを楽しむ子もいるかもしれませんね

(*^_^*) 

 



 

 

 

  

 

 

そらぐみだより （１歳児）  2 月      

月 
今月のねらいと主な経験 

○友だちや保育者と体を動かし、イメージを膨らませながらリズムあそびを楽しむ。 

□手あそび、ごっこあそび、身体表現、歌をうたう。 

○身の回りのことを自分でやろうとする。 

□鼻水が出たらティッシュで拭く、衣服の着脱、靴を自分で履く。 

 寒い日が続き、インフルエンザなど様々な感染症が流行する季節ですが、コロナウイルス感染予防をし

っかりしていることで、病気でお休みする子も少なく毎日元気いっぱいのそらぐみさん。バスに乗って公

園に行ってすべり台を滑ったり、ブランコに乗ったり、保育園や小学校周辺を歌をうたいながらお散歩に

出かけてお散歩中の犬や、すれ違う車に手を振ってみたり、寒さに負けず園庭で元気に遊んでいます。 

 今月は「お遊戯会」があります。1 組は『森の小さなケーキ屋さん』2 組は『しろくまのパンツ』です。

友だちや先生と一緒に表現あそびを楽しんでいます。お家の人にその様子を見ていただけたらと思いま

す。どうぞお楽しみに！！ 

 

 ♪今月のうた♬  『まめまき』  
 

 ① おにはそと ふくはうち 

   ぱらっ ぱらっ ぱらっ ぱらっ  

   まめのおと おにはこっそり にげていく 

 

 ② おにはそと ふくはうち   

   ぱらっ ぱらっ ぱらっ ぱらっ 

   まめのおと はやくおはいり ふくのかみ 

 

  

 

おしらせ 

★子どもたちも、スプーンを上手に使える  

 ようになって、食べこぼしも少なくなっ  

 てきました。おやつの時や、パンのメニ  

 ューの日などにエプロンをつけないで食 

 べる日を設けたいと思いますのでよろし 

 くお願いします。 

    

★☆おたんじょうびおめでとう 

 

     今月はいません！ 

～親子ふれあいあそび～ 

『いっぽんばしこちょこちょ』 

♪いっぽんばし  (人差し指を子どもの手のひ   

           らに立てる。) 

♪こちょこちょ   (手のひらをくすぐる。) 

♪たたいて     (たたく。) 

♪つねって     (つねる。) 

♪かいだんのぼって (人差し指と中指を歩くよう 

          に動かしながら、手の上のほ 

          うに移動させる。) 

♪こちょこちょ～  (くすぐる。) 

 

  

 

★☆おたんじょうびめでとう☆★ 

 

    今月はいません。 

 

 

 

 



 

～ おしらせ ～ 
  

2 月２８日（日）はおゆうぎ会です。 

牟呂小学校体育館で行う予定です。 

きっずノート（1/18）で配信した通り 

学年別に保護者の方とともに総入れ替え

をして行います。詳細については 

後日お知らせをしていきます。 

 

※きっずノートのお知らせ 

メールを随時確認 

お願いいたします。 

♪みんなの好きなうた♪ 

～お家でも歌ってね～ 
「ゆきだるまのチャチャチャ」 
 
１．ゆきがふってきた チャチャチャ 

  そとはまっしろけ チャチャチャ 

 ゆきだるまをつくったら  

だるまがおどりだす チャチャチャ 

２．パパごんだるま チャチャチャ 

  ママごんだるま チャチャチャ 

  チビごんだるまも なかまいり 

  みんなで おどります チャチャチャ 

 

◎先生が歌うと手を動かして可愛く手あそび 

 をする姿が見られています(#^.^#)  

 

 

 

 

  

 

                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

２月 ０歳児 
 

☆今月の保育のねらいと主な活動☆ 
〇寒い冬を元気に過ごす。 

★衣服を調節してもらい、室内は薄着で過ごす。  

★適度な休息や睡眠をとる。 

 

〇体を十分に動かすあそびを楽しむ。 

★ふれあいあそびや音楽に合わせて体を動かす。 

★登る、降りる、くぐる、押す、引っ張るなどの動きを取り入れる。 

はじめての舞台にたったよ♪ 
 

あか組の子どもたちは、音楽に合わせて楽器あそび

をすることが大好きです。小さな手でマラカスを握り、

嬉しそうにシャカシャカ振ることを楽しんでいます

よ。 

1 月の誕生会では、そんなかわいい姿を遊戯室の舞

台に立ち、大きなお友だちにも見てもらいました♪ 

初めての舞台でちょっぴりドキドキした表情の子も

いましたが、先生やお友だちと一緒に表現する楽しさ

を経験することができました☆ 

ひよこ組は『ねこ ときどき らいおん』、 

あひる組は『おやさい いっぱい』の 

曲でリズムあそびも披露しました。 

今月もいろいろな歌に親しみながら、 

体を動かして表現する楽しさを味わって 

いきたいと思います。 

ひよこ組は『おかえりのうた』に合わせて先

生の真似をして足を“いち・に♪”と足踏みして

みたり、先生がうたう歌に合わせて体を揺らした

りするかわいい姿が見られていますよ。給食では

みんなスプーンをにぎって満足げな表情を見せ

てくれています☆あひる組は両手を使ってエプ

ロンを自分でつけようとする姿が見られていま

す。先生と一緒につけることができると“できた”

という表情を見せてくれますよ。午睡後にトイレ

に座ることにもチャレンジしています。 

みんなの成長が嬉しいですね★ 

 

 

２月生まれはいません 

お誕生日おめでとう
♪ 
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