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    ★お知らせ文の https://～を  

クリックしてお読みください。  

 

 

★1・2・3月生まれの子の誕生会は、以下の日程で行

います。 

★恒例の牟呂 

３日（木）＝豆まきごっこ 

  ☆行事としては行いません。これまでに作った

お面とおみやげをお渡しします。（欠席した

子には、登園したときにお渡しします。） 

 

５日（土）＝家族ふれあいの日 

  ☆西高校との交流活動は中止となったため、当

初の予定通り、ふれあいの日に戻します。 

８日（火） 身体測定 

９日（水）＝つき組 えいごであそぼ 

１１日（金）＝建国記念の日（祝日） 

１２日（土）＝家族ふれあいの日 

１５日（火）＝避難訓練 

１６日（水） 資源回収（詳細別報） 

１７日（木）＝父母の会 役員会 

１９日（土）＝なかよし保育 

つき組女児着付けの会（詳細既報） 

２３日（水）＝天皇誕生日（祝日） 

２２日（火） 遊戯会園内発表会 

２４日（木）   

２５日（金）＝１月生まれの子のお誕生会 

２６日（土）＝家族ふれあいの日 

２７日（日）＝第６９回卒園修了記念 ゆうぎ会 

        （詳細別報） 

   ☆その時の状況をみて、変更のある場合はその都度

お知らせしていきます。 

２８日（月）＝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、2/１７朝までに担

任にご相談下さい。） 

 

―３月からの主な予定― 

１０日（木）＝２月生まれの子のお誕生会 

２３日（水）＝３月生まれの子のお誕生会 

２５日（金）＝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 

学年ごとのクラスだよりには、 

日（火）～２日（土）及び４日(月)PM…希望保育 

４／４日（月） 継続児始業式 

11:30～12:00時差降園 

４／５日（火） 新入児入園式 

継続児平常保育開始 

「新型コロナウイルスの 3 つの顔を知ろう」

（日本赤十字社」より） 

少しずつ日も長くなり、春が待ち遠しいこの頃ですね。 

先月は、新型コロナウイルス感染者が園内で出て、隣の牟呂小学校が月末までの休校と

なった状況もあり、保育課、保健所とも協議を重ねた結果、学童保育も含めてこれ以上の

感染拡大を防ぐために、 1月 25日（火）～ 29日（土）までの休園措置をとらせていただ

きました。  

保護者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。  

 豊橋市内もまだ感染は続いています。園でも感染の拡大防止に細心の注意を払い、保育

を行っていきたいと思います。  

ご家庭でも引き続きの感染対策をよろしくお願いいたします。  

さて、2月は、歌ったり踊ったり演じたりして、友達と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をおうちの方にも見ていただけたらと思います。 

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。 

https://～を


 

 

 

 

 

  
 

つきぐみだより 
      

 ２月のねらい・主な活動 

○寒さの中で健康に過ごすための生活習慣を身につける。 
・手洗い、うがい、消毒、衣服の調節など。 
〇進んで戸外で体を動かし、健康な生活リズムを身につける。 
・体操、マラソン、戸外遊びなど。 
〇友だちと教え合う経験の中で、言葉で伝えあう難しさや、 
 できた！という喜びを一緒に味わう。 
・けん玉や、あやとり、箸の持ち方など友だち同士で教え合う。 
〇冬の自然事象に関心を持ち、見たり触れたり、調べたりする。 
・雪、氷、北風など。 
 

 

 
１．空にひかる星を 君とかぞえた夜 
 あの日も今日のような 風がふいていた 
 あれからいくつもの季節超えて時を過ごし 
 それでもあの想いを 
 ずっと忘れることはない 
 たいせつなものに 気づかない僕がいた 
 今胸の中にある あたたかいこの気持ち 
            ２番に続く…  
 

 

 

 

 

パワー注入！！！ 

 先日の保育参加ではお忙しい中ご参加
いただきありがとうございました。また
感染対策での様々なご理解ご協力に感謝
いたします。 
保育参加が近づくにつれ、「頑張る
ぞ！！」「〇級目指すから！」と、子ども
たちのやる気が毎日ひしひしと伝わって
きました★普段からも頑張っている姿は
見られますが、当日はほとんどの子がタ
イムを上げゴールしました。子どもたち
にとってこれだけの力になるんだ、お家
の人ってすごい！！と、改めて感じまし
た。 
その後の段ボール工作では、お家の方

と協力し、話し合いながら作ったり遊ん
だり。時にはお父さんが子どもより夢中
になったり…♪力を合わせ熱中する姿、
真剣な表情も素敵でしたよ(^^)/ 
 これからも、そんな一人ひとりの表情
や思いを大切に、子どもたちの頑張りを
見守りながら、一緒に応援していきまし
ょうね！ 
 
 

がつ 

今月のうた♪ 大切なもの 

 
２月生まれのおともだち 

 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 

  

   

 

 

 魚治さんの持ってきたブリをみて、「で
かい！！」「すごーい！」と、喜びの声が
たくさん聞こえてきました。でも、解体さ
れていくブリを見ながら「美味しそうだけ
どかわいそう、、」「でもみんなのために死
んでくれたんだよね」「残さずたべないと
ね」と、複雑な思いも感じた子どもたち。 
 そんな子供たちには、魚治さんが教えて
くれた「食べ物を粗末にしないで食べて
ね」「命を無駄にしないでね」という言葉
が、心に響いているようで、その後の給食
では苦手のものをいつもより多く食べる
など生活にも感じた思いが現れていまし
た。大切なことを感じた解体ショー。 
これからも、命に感謝して“いただきます” 

大切な命に感謝して “いただきます” 

★遊戯会に向けて★ 

遊戯会に向けて遊戯が始まり、今月から劇

あそびも楽しんで取り組んでいきます♪ 

スムーズに活動に取り組めるよう、 

８時４５分までに身支度が完了できる時間に

登園ができるといいですね。 

ご協力、よろしくお願いします(^^)/ 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

○今月の保育のねらい・主な活動 

○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。 

○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。   

 ・戸外あそび、マラソンをする。 

 ○友達と一緒にいろいろなことにチャレンジする楽しさを味わう。 

 ・リズムあそび、合唱や楽器あそびをする。 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

はなぐみだより（４歳児） 

 

５さい 

おめでとう❤ 

 
☆今月のうた 

 
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☆ 

こんな思い♪あんな思い♪ 
 先日、魚屋さんによる【ぶりの解体実演】を見学しました。大きなブリを見ると「わぁ～♪」「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、見事な包丁さばきを、食い入るように見たり、

思わず拍手を送ったり、そして捌かれていく魚を見て「かわいそう…」というつぶやきの声もありました。

子ども達からの質問で、「どうしたら、そんなにお魚切るの上手になれるんですか？」この声に、とても丁

寧に答えてくれた魚屋さん。「難しいな。苦手だな。と思っても何回も、何回も練習したんだよ。みんなと

一緒だね～。」と教えてくれました。この言葉に、うん！うん！と頷くはな組の子ども達の顔を見て、心に

届いていると感じました。 

苦手だな。難しい。なかなか上手くいかない。この気持ちも、子ども達にとって、とても大きな心の成長だ

と思います。そんな気持ちに背中を押すようにもらった言葉♪何ごとも諦めず、挑戦し続ける心は、ここか

らの子ども達の大きなパワーへと変わっていきそうですね(*^-^*) 魚屋さん、ありがとう！ 

 そして、命あるものを大切にいただくことも教えてもらいました。自然と「ありがとう♪って思って給食

たべよう！」と話す子ども達の会話もありました。 

 日々、たくさんのことを感じ、気づき、こんな思い♪あんな思い♪を持ちながら成長している子ども達で

すね。 

 

 

★今月のうた   
～きみイロ～ 

 

１、まっかなたいよう おはようさん 
きょうも せかいがイロもって 
あおいおそらに しろいくも 
みどりが ゆれる 
イロイロ とりどりのイロ 
みんながイロイロな イロもって 
あんなイロ こんなイロ どんなイロ 
たったひとつ きみイロ 
 
2 番へつづく…♪♪ 

 

身の回りの清潔を心掛けよう☆ 
・手洗い、うがいをしましょう！ 
・早寝早起き、朝ごはんを食べよう！ 
・こまめに鼻をかもう！ 
 
健康な心と体みんなでたくさん笑いましょう(*^-^*) 

 

 
作ったブロックを並べ、 

はなぐみアート展♪♪ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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。 

★戸外遊び・散歩・マラソンなど 

◎友達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。 

★リズムあそび・オペレッタ・ダンスの見せ合い 

◎節分を通して日本の文化に触れ、親しむ。 

★豆まき・鬼のお面作り 

 

自分でできるかな？ 
 

 先月の早おき早ねカレンダーの目標の『タオルと

コップの支度を自分でかばんに入れましょう』はで

きていましたか？タオルとコップだけでなく、朝の

身支度やロッカーの整理整頓など自分のことは自分

でやろうと頑張っています。「ひもおばけをやっつ

けて…」「パジャマはきれいにたたむんだよ」と、

はな組進級に向けて、日々の簡単な支度から少しず

つ自分でできるようにしていきましょうね♪ 

 『自分で何かを決めてやること』の達成感や喜び

にも気付き始め、「自分でできるって嬉しくて楽し

い！」と一緒になって喜んだり誉めたり。「こんな

こともできちゃった！」を一緒にどんどん増やして

いこうね☆ 

今月のうた♪ 

「ゆき」 

ゆきやこんこ あられやこんこ 

ふってはふっては ずんずんつもる 

やまものはらも わたぼうしかぶり 

かれきのこらず はながさく 

 

ゆきやこんこ あられやこんこ 

ふってもふっても まだふりやまぬ 

いぬはよろこび にわかけまわり 

ねこはこたつで まるくなる 

 

 ４さい おめでとう☆ 

 

 自分たちでやりたいあそびを考えて、遊んでい

るほし組さん。「おすしやさんとかパンやさんや

りたい！」という意欲的な気持ちから「どうやっ

てやろう？」と自分で考えたり、時には友達と一

緒に考えたりしています。「紙で丸めてみる？」

「テープも使ってみる？」と様々なアイデアが出

てきて、ほし組レストランは大盛況です♪ 

 遊びの中だけでなく、普段の生活でも少しずつ

自分で考えてやってみようとする姿が見られてい

ますよ。「どうしたらいいかな？」と子ども自身

で考える力をぐんぐん伸ばしていく事ができるよ

うな関わりを、お家でも試してみてくださいね♡ 

 

８日  かえでさん 

１２日  いつきくん 

 

 

 

ほしぐみだより 

 



 

 

 

今月の ◎保育のねらい と ★おもな活動内容 

◎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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９日 おおぎ さくらさん 

♪わくわくの遊戯会♪ 

今月末は遊戯会です。せりふを言ったり、

音楽に合わせて体を動かしたり、表現あそび

を楽しんでいます。子どもたちだけで舞台に

立つのは初めてのゆきぐみさん。ドキドキす

るけど、わくわくもいっぱいです。 

なにをやるかはおたのしみに！ 

 

 

ゆきぐみだより （2 歳児） ２月 

１月からお当番活動がはじまりました。お当番バッヂをつけて、前に立ってご挨拶をしたり、出席

ノートを配ったり、とても楽しそうな子どもたち(^^♪「ぼくおとうばんだよ」と嬉しそうにバッヂ

を見せてくれたり、「あしたはわたしがおとうばん」と、お当番が回ってくるのが楽しみな様子です。

困っているお友だちや先生の“お助けマン”になって頑張ってくれていますよ。 

 

  
今月のうた 『まめまき』 

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 

 

今日はお当番!(^^)! 

とさ なおくんです 

よろしくね！ 

☆～☆ さりげなく手伝って ☆～☆ 

着替えや排泄後に「シャツをズボンのなかに

しまえるとかっこいいよ」と声をかけています。

難しいので、保育者が少し手伝って「自分でで

きた」という満足感を得られるようにすること

で、「自分でできた」が「次もやってみよう」に

つながり、1 人でできるようになっていきます。 

お家でも一緒にやってみてくださいね。 

１月から新しいお友だちが入りました 



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  

にげてゆく 

② おにはそと ふくわうち    

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 

 

 

 

 

 

『豆まき』 
 

 

 

 

 

 

 

マメの 

 

 

お誕生日おめでとう♪ 
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そらぐみだより（１歳児） 2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曲に合わせてリズムあそびを楽しむ。 

 ★手遊び、ごっこ遊び、身体表現、歌をうたう、楽器あそび 

◎自分で身の回りのことをやろうとする。 

 ★鼻水が出たら、ティッシュで鼻を拭く。園服や洋服の着脱、靴を自分で履く 

 

年が明けてから、言葉がたくさん増えてきたそら組

さん。先生やおともだちと積極的に関わり、言葉でや

りとりを楽しむ姿がみられるようになってきました。

人との関係を築いていく上でコミュニケーションはと

ても重要です。 

まだまだ、言葉が未熟でトラブルになってしまう時

もあるそら組さん。お互いの気持ちを優しく受け止め、

やりとりの仕方を丁寧に伝えながら、子どもたちの言

葉をそっと引き出していけたらと思います(^O^)／ 

給食は食欲もりもりで、残さず食べられるようにな

ってきています。食器に残っているおかずを自分であ

つめようとする子もいて「ピカピカになった！」と嬉

しそうにお皿を見せてくれますよ。手を合わせて食事

の挨拶をして、しっかり椅子に座って食べるなど、ゆ

き組さんに向けて頑張っています！ 

おうちでも楽しい雰囲気の中で、食事のマナーも少し

ずつ身についていけるといいですね。 

子どもの様子 

 

 

エプロンについておねがい 

★スプーンが上手に使えるようになってきていて、

以前に比べると食べこぼしも少なくなりました。お

やつのメニューを見て、エプロンをつけずに食べる

日なども設けていきたいと思います。エプロンを使

わず持ちかえることがあると思いますので、ご確認

をよろしくお願いします(*^▽^*) 

 

 

 

 

 

ど 

★  すずなさん (1 日) 

★  ゆいなさん  (14 日) 

★  こはるさん (14 日) 

★  まおさん   (23 日) 

★  みつきくん  (25 日) 

 

2 月うまれのおともだち 

今月のうた 

おうちでもうたってみてね♪ 

 

遊戯会が楽しみだね♪ 

踊ることが大好きなそら組さん。1 組はこぶたさん

になって踊ったり、2 組はおもちゃの箱から飛び出し

て何になるかな～。初めての舞台の子もいますが、曲

に親しみながら先生やお友達と一緒に、表現あそびを

楽しみましょうね☆彡 

 

 

 

 

 

ど 



 

 

 

 

☆今月の保育のねらいと主な活動☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

２月２７日（日）の遊戯会は 

牟呂小学校で行う予定です。 

あかぐみさんは、 

親子で一緒に舞台にあがります。 

子どもさんとの初舞台を 

楽しみましょうね♪ 

詳細は後日お知らせします。 

☆おしらせ☆ 

○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。 

○体を十分に動かす遊びを楽しむ。 

 ・ふれあい遊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。  

1さい おたんじょうび 

おめでとうございます！ 

 ちさ さん 

 りつ くん 

今月のうた 
『おやつたーべよ』 

おやつをたべよ たーべよ 

おやつがだいすき だいすき ×２ 

※イチゴ ゴー ゴー 

 ミカン ンー ンー 

 ケーキ キッ キッ 

 パイナップル プルプルプル 

 ヨーグルト トウー 

 せんべい べー 

 サクランボ ボー 

 ちくわ わっ！ 

 トウモロコシ シー （※４回繰り返し） 

◎掛け声に合わせて声を出したり、動いたりするのが大好

きなあかぐみさん。 

おうちでも一緒にやってみてくださいね♪ 

０歳児 ２月 

 

ひよこ組 

 今♪コンコンくしゃんのうた♪が大好きで「コンコンくしゃん」と歌うとみんなニコ

ニコで手を口にあてて真似をしています。また、テラスや保育室で手押し車やカタカタ

を押して前へ進んでいくのが楽しい子どもたち。お友だちを車にのせて押したり、自分

でトコトコ歩いて嬉しそうです(^^)歩くようになるのももうすぐですよ。 

あひる組 

 誕生会に向けて親しんできている『だれだれだれでしょう』の歌は動物になりきって

「ぴょーん♪」と飛び跳ねたり、「いないいないばあ！」をしたりと笑顔で楽しそうにリ

ズム遊びをする姿が見られています。『おやつたーべよ』の歌も大好きで、元気いっぱい

体を揺らしてとっても可愛いですよ。げんきっ子ビデオを楽しみにしていてください

ね！ 
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