
毎日張り切ってお当番をしてくれ、 とても頼りに
なる子どもたちです。
 そして、いよいよ発表会。みんなが大好きな「ゴー
トンさんのじゃがいも」 の絵本を題材にし、 こと
り組さんバージョンで劇をお届します。 今年は一
人でセリフを言うこと、 お友だちと声を揃えて言
うことに挑戦しました。 劇の中では力を合わせて
お友だちと、 荷車やごちそうを運んだりします。
また、 幼児合唱では手話や振り付けのある歌を
一生懸命に歌う姿に注目してください。 本番は
緊張してしまうこともあるかと思いますが、 これ
まで頑張ってきた子どもたちの力が発揮できるよ
うにサポートしていきたいと思います。 温かい声
援をよろしくお願いします。

●はな
 １月は運動に意欲的なはな組。 自由遊びの時間
では「ボールで遊んでいい？」「なわとびやりたい」
と子どもたち自らタイマーを使って順番に交代し
ながら楽しんで取り組んでいました。 そのおかげ
で今までは縄跳びが１回しか跳べなかった子が、
今では後ろ跳びまでできるようになり急成長の
子どもたちです。
 菜園ではミニ大根を間引きしたら思っていたより
育っていたので、 少し湯がいて味噌マヨネーズに
つけて食べました。 中には 「少し大人の味」 と
いう子もいましたが 「これは絶品だね」 「もっと
食べたい」 と大好評。 もっと育ったらミニ調理
保育をして楽しみたいと思います。
 そしてもうすぐ発表会。 リハーサルも始まりやる
気スイッチが全開です。 当日は緊張するかと思
いますが、 達成感や楽しさを感じられるような発
表会になるようにしていきたいと思います。

●つき
　いよいよ発表会ですね。 練習を重ねる毎にアラ
ジンのお話がより好きになり、 遊びの中でも台
詞を言いながらアラジンごっこを楽しんでいる子
どもたち。 台詞の意味を考えたり、 点と丸を意
識して言ったりとたくさん練習してきました。 緊
張も大きくあると思いますが、 より団結したみん
なと保育園最後の発表会を楽しみたいと思いま
す。
　また、 ずっと楽しみにしていた味噌が完成し、
菜園で作ったほうれん草と一緒にお味噌汁にし
て美味しく食べました。 そして、 2 月は調理保育
でずっと憧れていた 『つきぐみレストラン』 もあり、
張り切っている子どもたちです。
 2 月は、お別れ遠足で昭和記念公園に行ったり、
小学校に向けての集まりに参加したりと、 行事
が盛りだくさんとなっています。 楽しい思い出が
たくさん作れるよう担任も一緒に楽しく過ごして
いきたいと思います。

2 月の園だより
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2月の予定

3月の予定

３(月) 豆まき集会
３～７ 身体測定週間
５(水) 発表会リハーサル
８(土) 発表会
12(水) こうさくやさん
14(金) お誕生日会
17(月) にじいろワークショップ
18(火) 調理保育(つき)
　　　 ＊年間予定より変更
19(水) 人形飾り
20(木) 調理保育(ことり)
　　　 富士見小交流会(つき)
21(金) お別れ遠足(つき)
25(火) 保健指導(つき)
26(水) 幼児体育指導
　　　 ＊年間予定より変更　
　　　 保健指導(はな)
27(木) 保健指導(ことり)
　　　 羽村市年長組交流会
28(金) お別れ遠足(予備日)
29(土) 新入園児面談

２～６ 身体測定週間
３(火) ひなまつり会＆お誕生日会
５(木) 人形仕舞
７(土) 新入園児面談
９(月) 幼児体育指導
10(火) 調理保育(はな)
21(土) 卒園式
23(月) 新クラススタート

※新クラスのお部屋にてクラス説明会
　を行います。

新クラス説明会

３
月

時間17 ： 00～ 18 ： 00
６( 金 ) 新つき組
９( 月 ) 新はな組
10( 火 ) 新ことり組
11( 水 ) 新うさぎ組
12( 木 ) 新ぺんぎん組

時間10:00～１１:00
26( 木 ) 新ひよこ

保育所児童保育要録の送付を実施します

 小学校などに就学する保育園児童に対する 「保育所児童

保育要録」の作成が義務付けられ、 小学校などへ送付する

ことになりました。これは、 ２０0９年 4 月から施行された 「保

育所保育指針」 に基づき、 子どもの育ちを支える資料とし

て保育園が作成するものです。対象は、 今年 4 月に小学校

などへ就学する保育園児童全員で保育園から就学先の小

学校などにお渡しする予定です。

●ひよこ
 寒暖差の激しい日が多く体調が心配でしたが、
どのクラスよりも元気に登園できていました。 最
近はお友だちの名前がわかってきて、 朝お友だ
ちが来ると 「〇〇」 と嬉しそうに担任まで報告
したり、 名前を呼ぶとその子を指さしたりするよ
うになりました。 お休みのお友だちがいると、
ちょっぴり寂しそうに 「な～い」 と言うこともあ
ります。 低月齢のお友だちもまねっこできること
が増え、 「いただきます」 のあいさつをしたり手
を振ってバイバイするなどしています。
 いよいよ今月は発表会があります。 普段の可
愛い姿がお見せできたらと思います。

●ぺんぎん
 いよいよ発表会も間近になりました。 お兄さん
お姉さんの劇にも興味津々なみんなは、 その様
子を見て 「じょうずー」 と大絶賛です。 ぺんぎん
組の手遊びもダンスも、 ノリノリで楽しんでいま
すので、 当日は可愛い姿を見せてくれるかと思
います。
 寒い日も続きますが、 子どもたちは外遊びも散
歩にも意欲的です。 カートを使わずに散歩に行く
機会も増え、 友だち同士で手をつなぐ姿にみん
なの成長を感じています。 遊具にも積極的にチャ
レンジし、友だちを誘って一緒に楽しもうとしたり、
おしゃべりを楽しんだりと遊び方も変わってきまし
た。 また一歩お兄さんお姉さんになっていくぺん
ぎん組です。

●うさぎ
　寒さに負けず外で思い切り走り回って遊ぶうさ
ぎ組さん。 最近は 「おいかけっこ」 や 「かくれ
んぼ」 を楽しんでいます。 たくさん走って疲れた
後はご飯を残さず食べ、 毎日おかわりの分も全
部なくなり、 給食の先生に驚かれるほどの食欲
旺盛です。 また、 身支度も自分で出来るように
なってきました。 ４月当初は 「やって」 が多かっ
たうさぎ組さんが今では 「自分でできたよ！」 と
ニコニコ笑顔で教えてくれます。
　そして、 とうとう発表会が近づいてきましたね。
毎日練習し、 セリフも覚えて大きい声で言えるよ
うになってきました。 当日は緊張してしまうかもし
れませんが、 子ども達の頑張る姿に応援をよろ
しくお願いします。

●ことり
 １月から、 お当番活動が始まりました。 お当番
さんのお仕事は、 毎朝チューリップに水をあげる
ことから始まり、 朝や帰りの会でのあいさつの
声掛け、 みんなで歌を歌うときは前に出て歌っ
たり、 給食の時間にはお友だちに給食を配った
りと、 一日の中でお仕事がたくさんあります。

 例年に比べ今年は温暖で雪は降らないのではないかと思
いましたが、 天気予報に雪マークがではじめましたね。 大
人は少々憂鬱になりそうですが、 子どもたちにとっては嬉し
いマークのようです。
 いよいよ発表会間近となりました。 今年度は大ホールにて
行うことができるため、 多くの方のご参加をお待ちしておりま
す。 保育園では本番に向けてどのクラスも日々練習に励
んでいます。 繰り返しの練習の中で 「やりたくない」 の声
ではなく 「楽しい」 「もっとやりたい」 が多く、 とても意欲
的な子どもたち。 何度も積み重ねていき自信がついてくると、
誰かに 「見せたい」 という思いにかられ 「見てて」 という
子が増えてきます。 見るたびに子どもたちの顔が自信に満ち
溢れてくるこの瞬間、 本当に一人ひとりの成長を実感させ
られると共に教えられる思いがします。 当日は、 緊張して
普段の力を出しきれないかもしれませんが、 ここまで頑張っ
た子どもたちに 「がんばったね」 「○○が良かったよ」 としっ
かり褒めてあげてください。 きっとやりきった自信に満ちた、
とびきりの笑顔が見られると思いますよ。
 最後の大きな行事を終えると、 目の前に卒園と進級です。
心も体も一回り大きくなった子どもたちが、 胸を張って前進し
ていけるように、 職員一同しっかり見守ってまいります。

立春
★2020年は、 2月 4日

　二十四節気のひとつで、冬と春を分ける節分の翌日が立春です。
旧暦では立春が１年のはじまりと考えられていました。そのため
立春から数えて 88 日目を新茶の摘み取りが行われる『八十八夜』、
210 日目を台風の襲来する可能性が高い『二百十日』というよう
に、立春を起点とする節目があります。

★縁起の良いおまじない 『立春大吉』

　禅寺では、立春の早朝に『立春大吉』と書いた紙を門にはる風
習があります。『立春大吉』を縦書きにすると左右が対称になり
縁起がよいとされ、1年間災難にあわないおまじないになってい
ます。


