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3月の予定
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。

１～５ 身体測定週間
２(火) 発表会ビデオ撮り
３(水) 豆まき集会
５(金) 発表会ビデオ撮り
６(土) 発表会→動画配信
　　　 ※配信日が決まり次第
　　　　 お知らせいたします
９(火) こうさくやさん
10(水) 調理保育(ことり）
12(金) お誕生日会
16(火) 幼児体育指導
　　　 0歳児健診
17(水) 調理保育(つき)
　　　 保健指導(ことり)
18(木) 人形飾り(つき)
　　　 保健指導(はな)
19(金) お別れ遠足
22(月) 保健指導(つき)
25(木) にじいろワークショップ
27(土) 新入園面談
※避難訓練…予告なし

2月の予定

１～５ 身体測定週間
３(水) ひなまつり会＆お誕生日会
５(金) 人形仕舞
６(土) 新入園児面談
８(月) 幼児体育指導
10(水) 調理保育(はな)
27(土) 卒園式
29(月) 新クラススタート
※避難訓練…予告なし
※新クラス説明会は、詳細が決ま
　り次第お知らせいたします。

 『おにはそと！ ふくはうち』 と節分の季節がやってきました。
豆まきをする子どもたちの元気な声でたくさんの福が来て欲
しいものです。
 いよいよ発表会のビデオ撮りがはじまります。 今年度は、
中止という残念な形になり、 保護者の皆様にも子どもたち
にも申し訳ない気持ちでいっぱいです。 それでも発表の方
法は違えど、 子どもたちは何ひとつ変わらず諦めることなく、
自分たちの頑張りを伝えようと日々一生懸命に練習に取り
組んでくれています。 舞台の上で演じることを目標に突き進
む子どもたちの姿に、 大人の方が教えられました。 どのよう
な形であっても、 子どもたちが思う存分力を出し切り、 達成
感を味わうことができるようしっかり見守って参ります。 そして、
成長した子どもたちの姿を保育者の皆様にお届けできるよう
にいたします。 映像をご覧いただいた後は、 いつものように
たくさん褒めてあげてください。 お父さんお母さんに褒めて
もらうことが、 子どもたちの何よりの達成感、 そして自信へと
つながると思いますので、 どうぞよろしくお願いいたします。

●ひよこ
 ひよこ組のみんなは、 外に行くことがとっても
大好きです。 朝のおやつが終わると、 すぐに靴
下、帽子、上着が欲しいと、壁に添って座って待っ
ています。 『きょうは、 風がぴゅーぴゅーだから、
お部屋で遊ぼう。』 と言うと、 『いやだ！』 と声を
そろえての返事をするほどで、 冷たい風にも負け
ず、 散歩へ行っています。 ご飯も、 もりもり食
べられるひよこ組さんなので、 来月も体力をつ
けて、 たくさん遊びたいと思います。

●ぺんぎん
 ある日の出来事です。 散歩中、 風が強く吹く
と 『さむ～い。 あたまとれちゃう』 と言う子が
いて大笑いをすることがありました。 子どもは風
の子、 寒くても散歩が大好きなぺんぎん組さん
です。 今は遠くの公園まで行って遊ぶこともも
ちろんですが、 近くの神社公園、 川崎公園まで
は歩いて行くことも多くなりました。 どの子も『歩
きたい』 という気持ちが強く、 散歩カーから降
りて歩く順番争いが起きるほどです。 今後はお
友だち同士で手をつないで歩けるような安全な
道を選びたくさん歩いて、 お散歩へ行きたいと
思います。 発表会の動画撮影が無事に終わりま
した。 直接ご覧いただけず残念ですが、 子ども
たちの一生懸命な姿に成長を感じていただける
よう準備していますので、 お楽しみに。

●うさぎ
 早いものでもう２月。 劇の練習を通してみんな
の前でも大きな声で話をすることも上手になり、
もじもじすることも少なくなってきました。 嬉しい
こと楽しいことはもちろん、 困ったことや嫌なこ
とをお友だちにもことばで伝えられるようになり
ました。 『かしてって言えたよ』 『出来ないから手
伝って』 『やめてって言ったらやめてくれた』 な
どなど。 『上手に言えてすごいね』 とその都度
たくさん褒め、 自信となるよう関わっています。
 先月より、 生活の中で一人ずつコップを使い始
めました。 コップの裏に書く自分のマークもお友
だちと相談しながら 『わたしはコレ』 『ぼくは○○』
と決めました。 これから３年間使っていくマーク
です。 その子らしいマークが決められたかと思い
ます。 そして、 コップは外から帰ってきたときのガ
ラガラうがい、 食事後のブクブクうがいで使用
中です。 ガラガラうがいをする際、 口から水が
出てきてしまったり、 頑張りすぎて服が濡れてし
まうこともありますがやる気をもって頑張ってい
ます。 ご家庭でも是非やってみてください。

●ことり
 育てている大根が大きくなるのを楽しんでいた
子どもたち。 やっと 1 月に大根を収穫してみん

なで 『だいこんステーキ』 を作りました。 『こん
なに大きいよ』 と喜び、 担任が切って焼いてい
るのをワクワクして見ていました。 焼けたときには
『わぁ～！いいにおい！』 と大喜びでした。 まだ半
分大根が残っているので、 次の調理保育も楽し
みです。
 そして日々発表会の練習をしてきて、 セリフも覚
えてきた子どもたち。 部屋で遊ぶ時間でも 『ペ
ンギンホテル』 の絵本を取って自分のセリフや友
だちのセリフを言い合って楽しむ姿も見られます。
少し恥ずかしい気持ちもありますが、 頑張る姿
を動画配信でお見せできたらと思います。

●はな
 いよいよ発表会の動画撮影の日が近づいてき
ました。今年ははな組バージョンにアレンジした『イ
ンサイド ・ ヘッド』 をやります。 ヨロコビ ・ カナシ
ミ ・ ビビリ ・ ムカムカ ・ イカリ ・ ドキドキ、 一人ひ
とりが感情たちになります。 時には自分たちの
姿と重ね合わせながら、 色々な感情が子どもた
ちの中にも生まれてきたことも、 劇を通して感じ
てもらいたいと思います。 また、 今回ははじめて
ピアニカに挑戦します。 毎日少しずつがんばって
練習してきた成果をお見せすることができると思
いますので、 お楽しみに。
 そして、 発表会を頑張った後のお楽しみとして、
３月には 『はな組お店屋さんごっこ』 を予定して
います。 子どもたちとたくさん話し合い、 じっく
り製作をして、 はな組最後の楽しい思い出が作
れるようにしていきたいと思います。

●つき
 発表会は残念ながら皆さんの前でお見せするこ
とはできませんが、 動画撮影に向けてますます
やる気に満ちている子どもたち。 今回はリトル ・
マーメイドのミュージカルに挑戦します。 役ごと
に踊りや歌があり、 それぞれの個性が光る劇に
なっています。 セリフは台本を配ってから驚くほ
ど早く覚え、 休んでいる子の代役も自ら率先し
てやってくれるほど劇に入り込んでいるつき組で
す。 最近は 『やれば～？』 『できる～！』 『それが
できるのが～？』 『つき組～！』 の合言葉で楽しく
みんなで心を一つにして練習を頑張っています。
保育園生活最後の発表会、 素敵な思い出にな
りますように。
 1 月からお昼寝の時間がなくなったので、 みん
なのお家探し散歩を始めていきます。 子どもた
ちに案内してもらいながら探していくので、 無事
にたどり着けるのかドキドキわくわくしながら楽し
みたいと思います。 2 月は子どもたちへのご褒
美として、 担任がつき組レストランの店員になり、
子どもたちをおもてなししたいと思います。 サプ
ライズなのでまだ内緒にしていてくださいね。

今年の節分は 124 年ぶりに 2 月 2 日です。前年の

邪気を払い、新しい年を迎え、春を呼ぶ行事といわ

れてます。みんなの心の中から、「怒りんぼ鬼」や

「泣き虫鬼」を追い出して元気一杯の明るい春がや

ってくると良いですね。子ども達の笑顔とともに一

年の無病息災を祈りたいと思います。

節分

◎換気をしましょう

 部屋を閉め切って遊んでいると空気が汚れ、頭がぼんやりする、
気分が悪くなる、ふらふらするなどの症状が出てきます。空気が
汚れる原因は、人の吐く息や細菌・ウィルス、ほこりなどです。
 新型コロナウイルスをはじめ、インフルエンザ・感染性胃腸炎
などが流行する時期です。１時間に１回は窓を開けて風の流れを
作り、部屋に新鮮な空気を取り入れましょう。

お願い

　ご家庭で不要になった、古いタ
オル・古布がありましたら、保育
園までお持ちください。ご協力お
願いいたします。


