
●ひよこ
 早いもので、 ひよこ組の生活も残り２か月とな
りました。 クラス内では、 お友だち同士で顔を見
合わせて、 ばあっとやりとりをし、 「あははは」 と
笑い声が部屋に響き渡っています。 みんなで笑
いあっているその姿をみるとほっこりし、 思わず
つられて笑ってしまいます。
 戸外では、 寒さに負けずにコンビネーション遊具
でたくさん体を動かし遊ぶ子どもたち。 高いとこ
ろまで登ると、 「お～い！」 と手を振る子もおり、
可愛らしいです。 給食では、 苦手なものが出て
きた子もいますが、 「これ食べたらこれ食べよう
ね」 などの声掛けで食べられるようになってきま
した。 残りの日々もたくさん笑って楽しい思い出
を作っていきたいと思います。

●ぺんぎん
 寒い季節になりましたが外が一番大好きなぺん
ぎん組です。 おしゃべりが上手になり、 やり取り
が楽しくなってきました。 お友だちとも 「ねーねー
○○ちゃん」 「一緒に手つなごう」 「寒いね」 な
ど、 散歩中もおしゃべりが止まりません。 そして、
歌もとても好きです。 新しい歌に挑戦すると、
ごにょごにょ言いながら真似っこしています。 み
んなの可愛いおしゃべりや仕草をご覧いただけ
たら嬉しいです。
 他にも散歩に行く準備など自分でできるところ
も増えてきました。 お家でも着脱、 くつの脱ぎ
履きなど少しづつチャレンジしてみてください。

●うさぎ
 年が明け、 新年会では十二支のお話を真剣に
聞き、 自分の好きな動物を答える子どもたちで
した。 しかし、 獅子舞が登場するとプチパニック
に。 獅子舞の次は鬼が園に来る予定なので今か
ら豆入れや鬼のお面を作って対策をしています。
また、 うさぎ組では発表会に向けてセリフや踊り
の練習が本格的にスタートしました。 今回の発
表会は、 ４月から子どもたちが大好きな絵本の
「ねこのピート」 をやります。 先日のゆとろぎで
のリハーサルは、 大きな舞台に緊張していた様子
でしたが、 本物のマイクに興味津々の子どもた
ち。 ドキドキしていましたが、 楽しみながら無事
に終えることができました。 また、 一回りお兄さ
ん、 お姉さんに成長したうさぎ組さんです。

●ことり

 発表会も間近になってきました。 子どもたちも

セリフを覚え 「言えるんだよ」 と得意気な表情
で教えてくれます。 練習の中では、 ことばに詰
まってしまったお友だちに 「○○だよ」 とセリフ

のヒントを出してくれます。 また、 コソっと指をさ
して教えてくれたり、 優しい姿が見られ嬉しく思
いました。 練習を重ねる度、 自信を持ち堂々と
した姿にみんなの成長を感じています。 人前で
は少し緊張もあるようですが、 あたたかく見守っ
ていただけたらと思います。
 そして、 秋の終わりに植えたミニ大根が大きく
なり、 収穫の時期になりました。 大根を抜く体
験に加え、 「お味噌汁」 「きんぴら」 「大根ステー
キ」 など、 いろいろな味で楽しむことができまし
た。
 子どもたちは自信を持っていろいろなことに参
加したり、 新しい挑戦をしようとするなど、 逞し
くなったなと感じるほど成長してきました。 ことり
組の生活もあとわずかですが、 元気に楽しく過
ごしていきたいと思います。

●はな

 1 月は小坂保育士手作りのたこあげを楽しみま

した。 公園に行きあげると、 ちょうど風も吹いて
いたのでたくさんあがり、 全力で走って 「見てみ
て～」 と嬉しそうな子どもたち。 止まってあげる
やり方を教えたのですが、 「走ったほうがあがる
よ！」 と 「はーはー」 しながらも夢中でずっと走っ
ている姿が可愛かったです。
 そして、 もうすぐ発表会です。 セリフのやりとり
がスムーズになったり、 セリフを大きな声でゆっく
り言えるようになったりと子どもたちは様々なこ
とを覚えるごとにさらに練習が楽しくなり、 「今
日は練習はお休みだよ」 と伝えると、 「え～」
との声がでるくらい楽しんで劇を行っています。
お友だちのセリフのところも覚えたり、 動いたり
しているので、 本番は自分のところだけでなく、
お友だちのところも応援したりと舞台裏でも楽し
んでいきたいと思います。

●つき

 いよいよ保育園最後の発表会。 練習の中で気

持ちを込めて、 セリフを言いながら動きも入れ、
自分で考えて役になりきれるように工夫をしてい
ました。 また、 踊りや舞台に出るタイミングなど、
細かい動きも一つひとつ覚えて、毎日上手になっ
て逞しい姿から成長を感じる場面も多くありまし
た。 「早くやりたい！」 と、 子どもたちも本番を楽
しみにしています。 クラスみんなで力を合わせて、
一生懸命取り組む姿に注目してご覧ください。
当日まで応援、 よろしくお願いします。
 そして、 寒い冬を元気に過ごせるようにお家で
も早寝 ・ 早起きを心掛けていただき、 保育園で
は思いっきり体を動かす活動もたくさん取り入れ
ていきたいと思います。

3月の予定

2月の予定

１～４ 身体測定週間
２(水) 発表会リハーサル
３(木) 豆まき集会
５(土) 発表会→幼児のみ
８(火) こうさくやさん
　　　 ０歳児健診
９(水) 調理保育(ことり)
14(月) 保健指導(つき)
15(火) 幼児体育指導
16(水) 調理保育(つき)
       保健指導(はな)
17(木) ひな人形飾り
18(金) お別れ遠足
21(月) 保健指導(ことり)
22(火) お誕生日会
24(木) にじいろワークショップ
25(金) お別れ遠足(予備日)
26(土) 新入園児面談
※避難訓練…予告なし

１～４ 身体測定週間
３(木) ひなまつり会
　　　 お誕生日会
４(金) 人形仕舞
５(土) 新入園児面談
７(月) 幼児体育指導
９(水) 調理保育(はな)
19(土) 卒園式
22(火) 新クラススタート

2 月の園だより

あおぞら保育園 2022 年 2 月号

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。

新クラス説明会は
中止とさせていただきます

※新入園児の方を対象とした「新入園

　児個別面談」は予定通り実施します。

　年間予定にて３月に実施を予定して

いた新クラス説明会は、感染拡大防止

のため中止とさせていただきます。説明

会にてお伝えする予定だった内容につ

きましては、文書などにてお伝えさせて

いただきます。

立春

2022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。

雨水

2022年は、 2月 19日
　空から降る雪が雨に変わり、氷が溶けて水になるという意味の
雨水。二十四節気のひとつで、立春からさらに春の訪れを感じる
ようになり、昔から農耕の準備をはじめる目安とされてきました。
地方によっては、この日にひな人形を飾ると良縁に恵まれるとい
う言い伝えもあります。

　寒さが一段と増す時期となりました。 どんなに寒くても、 子

どもたちの元気な声を聞くと心が温かくなりますね。

　ここへ来て急激に新型コロナウイルスの感染が拡大し、 特

に子どもたちの感染が増えてきています。 保護者の皆様も不

安を抱えていらっしゃることと思います。 残念ですが、 現状で

は当園だけは大丈夫ですとも言えない状況です。 この先ど

のような状況にあっても、 子どもたちの心だけは、 しっかり守っ

ていきたいと強く思います。

　子どもたちは今、 行事に向けて、 自分の持てる力を思う存

分発揮しようと頑張っています。 失敗を繰り返しながらも諦め

ずに取り組む姿、 本当に立派です。 この子どもたちの頑張り

を保護者の皆様にお届けできるよう、 しっかりサポートして参

りますので、 どうぞよろしくお願いいたします。


