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認定こども園 東海大学付属自由ケ丘幼稚園  園 長 中村 武徳 

         初空や 一片の雲 耀きて   日野 草城 
 
 あけましておめでとうございます。旧年中は一方ならぬお世話になりまして心より厚く御礼申し上
げます。本年も何とぞよろしくお願い申し上げます。ご家族お揃いでよい年をお迎えのことと拝察致
します。皆様、健やかで実のある一年となりますように。 
 さて、冒頭の俳句の「初空」とは、初めて明けた元日の大空のことをいいます。晴れた空ならいつ
もと同じようなものですが、要は見上げる人の心の有り様のことをいうのでしょう。有名な石川啄木
の短歌に、『何となく今年はよい事あるごとし 元日の朝晴れて風なし』があります。これもまた元日
の朝の特別感が表れていい歌です。ちなみに正月になると、多くが元旦と口にしています。元旦とい
うのは元日の朝をさし、「今日は元旦」ではなく、「今日は元日」というふうに使います。「旦」は朝
日が昇る様をさした文字です。 
 二学期の終業式の日に子どもたちに話しましたが、年末を迎えて子どもたちは本当に大きくなりま
した。とりわけ年長さんは驚くほど身体が大きくなり、声もしぐさも立ち居振る舞いまで立派になっ
てきました。二学期の中でも運動会や生活発表会に至る練習は真剣勝負そのもので、うっかり外から
声が掛けられませんでした。それくらい集中して、子どもたちの頭の中が働いていたのです。集団活
動を通して、集団性・社会性を身に付けました。それが日常生活のあれこれに現れてきて嬉しい限り
です。さらに年長さんは、三学期は小学校への進学へ向けて、さまざまなトレーニングを通してもう
一回り大きくなる予定です。三月の卒業証書授与式の日には立派な巣立ちが見られることでしょう。 
 また、毎月園のホームページに原稿を寄せてくださいます園医の宮原先生の『園医のつぶやき』は
開始以来、１２月号までに実に９４回を数えました。本当に有難い限りです。多忙の中に毎月書くこ
とは本当に大変なことなのです。感謝に堪えません。ちなみに私の『園長先生とゆかいなお茶会』も
毎月、翼の会の皆様のご支援の下、１２月で８７回を数えました。ありがとうございます。とりあえ
ず９０回まで頑張りたいと思います。この会も始めた頃とは随分ようすが変わってきましたが、翼の
会役員の方や毎回ご参加いただいている保護者の皆様に支えられてまいりました。今後ともよろしく
お引き立てくださいますようお願い申し上げます。 
 
［１月の歌］ 夢語る 子どもに繋ぐ世の中であれよと願ふ 初詣かな     

●学年目標● 

  1歳児 
①さまざまな活動に関心を持ち進んで関わろうとする。 

②保育者や友達と簡単な言葉でのやり取りを楽しむ。 

  ２歳児 
①友達と一緒にごっこ遊びや正月遊びを楽しむ。 

②身近な玩具や生活用具の正しい使い方を理解して使う。 

年少児 

①正月遊びや伝承行事に興味・関心を持ち、楽しむ。  

②友達と一緒に活動や集団遊びをする楽しさを味わい、繋がりを広げる。 

③冬の自然に興味を持ち、見たり触れたりする。 

年中児 

①正月遊びや伝承遊びに興味を持ち、楽しむ。 

②ルールのある遊びや集団遊びを他のクラスとも共有しながら楽しむ。 

③身近な冬の自然（氷・霜・雪）に触れ、興味・関心を持つ。 

年長児 

①伝統行事に親しみを持ち正月遊びなどを楽しむ中で、文字や数への関心を深める。 

②友達と励まし合ったり競い合ったりしながら遊び、自分の力を発揮する。 

③霜や氷などの自然現象に気付き、調べたり触れたりしながら遊びに取り入れ楽しむ。 



●お知らせ● 

★持たせてください 

＊２学期に持ち帰った『ねがい』（保護者印を押し、パンダファイルに入れて）、『ピクニックシート』を９日（木）

に持たせてください。また、年長児は『縄跳び』と『エプロン』もお願いします。 

＊ピアニカを、年長児は９日(木) 、年中児は１０日(金)に持たせてください。ケースの中にピアニカ用ハンカチ

（薄手のもの）を入れてください。 

★２０２０年５月開始の未就園児遊びの会「にこにこパンダ」会員募集について 

２０２０年度開始の募集について、後日別紙にて配付します。どうぞお知り合いの方をご紹介ください。 

★降雪時の対応について 

降雪の影響によりスクールバスの運行が困難と思われる場合は、メール配信システムにて『自由登降園』または『休 

園』の連絡をします。また、ホームページの「お知らせ」にも同じ内容を掲載します。 

＊【自由登降園】の場合は、各自で送迎をお願いします。お休みされても欠席扱いにはなりません。たとえ給食日で 

もお弁当を持参していただきます。当日は１４：００降園(変更の可能性あり)で、一時預かり・課外活動はありま 

せん。また、登園途中でも雪が降り、スクールバスの運行に影響が出そうな場合は、『自由登降園』をお願いする 

こともあります。 

＊全ての登降園が困難、または危険と判断した際は『休園（一時預かり・保育利用なし）』となる場合もありますの 

でご了承ください。 

※２・３号認定児においては、時間帯など上記とは限りません。状況に応じて判断し、連絡いたします。 

 ★バス停のマナーについて（※必ず保護者の方が手をつないでください） 

乗降場所では整列してスムーズに乗降（整列・小さなお子様の安全面）できるよう各バス停にてご配慮く

ださい。帰りのバスで降車後、走り出したり動いたりしますと大変危険です。大きな事故へ繋がりかねま

せんので、緊張感を持ちマナーの再確認をお願いいたします。ご協力宜しくお願いいたします。 

★１０日（金）「もちつき」：昔ながらの臼
うす

と杵
きね

を使って、餅
もち

を搗
つ

きます。 

年長・年中組はねじりハチマキをして餅つきをしますので、日本手拭い、または結びやすいバンダナや大

判ハンカチ(硬いハンカチは不可)を、年少組はゴム付き三角巾(※園生活のしおり参照：お手持ちになけれ

ば、ゴムなし三角巾もしくは年長組と同様のものを持たせてください)を、必ず名前を記入して９日(木)

に持たせてください。あひる・ひよこ組は応援のみです。持ってくるものはありません。 

※爪を短く切り清潔にしておきましょう。ご協力お願いします。 

※衛生管理上、持ち帰りのお餅はありません。園で搗きたてのお餅【きな粉・砂糖しょうゆ】をいただき

ます、ご了承ください。尚、アレルギーがある方、お餅を食べさせない方は事前に担任までお知らせく

ださい。（特に１･２歳児さんで今までお餅を食べたことがない等） 

※今後、「感染性胃腸炎」等の拡大の様子次第では実施の有無を検討いたします。 

 ★一日入園について 

  １月１８日（土）は２０２０年度入園予定の「一日入園」になっています。入園にあたっての様々な説明を

ホールで行い、入園対象のお子さんはクラスで職員が保育をします。 

  ９時３０分受付 １０時開始で１時間程度の予定です。 

 ★写真販売について（秋の遠足・生活発表会の写真です） 

２月１２日（水）～１４日（金）９：３０～１５：３０（２階図書コーナーにて） 

写真閲覧は１８：００迄、１３日・１４日は早朝７：３０から可能です。１５：３０以降は代金（おつり

がないように）を添えて、事務室へお持ちください。（１６：３０以降は職員室へ、お持ちください。）また、来

園が難しい方は、２月２１日（金）迄にあかま写真館へ事前に連絡した後に、直接お申込みください。 

 ★年間行事予定について 

  年度当初に配付しておりました年間行事予定では、３学期の修了式を３月２０日（金）とお知らせしていま

したが、その日は「春分の日」で祝日のため、３月１９日（木）に修了式と訂正いたします。 

  ※また、第４７回卒業証書授与式は予定通り、３月１４日（土）に執り行います。（年長組対象） 

   なお、２・３号認定園児で土曜日保育利用をされる方は自宅保育のご協力をお願いします。 

★個人面談（希望者）について 

 ３学期の「個人面談」を希望者の方において下記の日程で実施します。希望される方は、１月２４日（金） 

までに担任までお申し出ください。その後、日程調整っをします。日時の都合がつかない方は担任までご 

相談ください。※なお、担任からもお声かけをさせてもらう場合もありますので、よろしくお願いします。 

 日時：２月１７日（月）～２１日（金）１４：００～１５：３０ 場所：各クラス（もしくは会議室） 



●行事予定● 

日 曜 行 事 １・２歳児 年少児 年中児 年長児 

       

       

       

       

       

       

       

８ 水 始業式（短縮） 始業式（短縮） 始業式（短縮） 始業式（短縮） 始業式（短縮） 

９ 木 にこパン（バス登園） 正月遊び（月内） 正月遊び（月内） 正月遊び（月内） 
正月遊び（月内）・身体測定 

書初め（15日まで）  

10 金 餅つき 餅つき 餅つき 餅つき 餅つき 

11 土 ◎土曜日保育利用     

12 日      

13 月 成人の日     

14 火 
体操・ハロー 

にこパン（バス登園） 

２歳児：絵の具制作 

「雪だるま」（２１日まで） 

絵の具制作「ねずみ」（２０日迄）
身体測定 

ハローイングリッシュ 体操教室 

15 水 にこパン（バス登園） 
１歳児：クレパス制作「てぶくろ」 

（２１日まで） 
 

年間制作「だるま」（20日迄） 

身体測定 
 

16 木 にこパン（バス登園） 身体測定   鬼のお面制作（２４日迄） 

17 金 観劇会 観劇会 観劇会 観劇会 観劇会 

18 土 ◎土曜日保育利用・一日入園①     

19 日      

20 月 避難訓練・子育て健康相談 避難訓練 避難訓練 避難訓練 避難訓練 

21 火 
リズム・ハロー 

にこパン（バス登園） 
★弁当日 ★弁当日 リズム体操教室★弁当日 ハローイングリッシュ★弁当日 

22 水 にこパン（バス登園）   鬼のお面制作（月内） 観察画「だいこん」（月内） 

23 木 にこパン 鬼のお面制作（月内） 鬼のお面制作（月内）   

24 金      

25 土 ◎土曜日保育利用     

26 日      

27 月 
誕生会・ 

園長先生とゆかいなお茶会 
誕生会★弁当日 誕生会★弁当日 誕生会★弁当日 誕生会★弁当日 

28 火 体操教室・ハロー・にこパン   ハローイングリッシュ 体操教室 

29 水 にこパン    ドッジボール大会 

30 木      

31 金      

【２月行事予定】 

３日（月）：節分（豆まき）            ５日（水）・６日（木）：なかよし広場   

１０日（月）：避難訓練・子育て健康相談      １４日（金）：年長保育参観・うたごえコンサート（親子降園） 

１７日（月）：誕生会・園長先生とゆかいなお茶会  １９日（水）：年長お別れ遠足 

１７日（月）～２１日（金）：個人面談（希望者）※詳細は「園だより」の表側「お知らせ」をご覧ください。       

２１日（金）：年中保育参観（親子降園）      ２６日（水）：年長お別れ遠足予備日   

２７日（木）・２８日（金）：お別れ食事会（バイキング）     

 



●お知らせ・お願い● 

全 

体 

◆日常の遊びに使用します。(常時、受け付けています) 
並太以上の太さの明るい色の毛糸を集めています。あやとり、マフラー編みで使用したいと思います。

細い毛糸はご遠慮ください。 

◆着替え用のパンツ・タイツ(スパッツ：幅広いものは避け、足にフィットしたもの)について 
年中児・年少児は、着替え用パンツと靴下(スパッツ着用の場合はスパッツ、タイツ)をビニー 

ル袋に入れ常時カバンに入れてください。必ず名前を表に記入してください。年長も朝タイツ・スパッ

ツをはく場合は予備をカバンに入れてください。着替える場合、予備がなく困っております。（園でお貸

ししたパンツや体操服は、必ず返却をお願いします。） 

◆落とし物について 
 落とし物を職員室・第２職員室に保管しております。（ハンカチ・靴下・髪留め・水筒のコップなど）ご

確認ください。（落とし主がない場合は、１月末で処分させていただきます。ご了承ください。） 

◆ティッシュ・カイロ携帯について  
ティッシュは幼稚園に随時置いておりますので、携帯の必要はありません。カイロの携帯は安全上禁止しておりま

す。子ども同士のやり取りが原因で、トラブルになることもあります。 

◆東側駐車場の車の停め方について 

送迎をされる際は、必ず駐車スペースの枠内に車を停めてください。門前の横付けは他の方へのご迷惑

になります。お子様と一緒に手を繋いで東門への出入りをしていただくよう、お願いします。一人歩き

などのお子様だけでの行動がありませんようご注意ください。 

１
・
２
歳
児 

◆持たせて下さい。 
 買い物ビニール袋（100 枚）とビニール袋（100 枚）、また、１月は箱ティッシュ１箱とウエットティッ

シュ１個を集めます。１月１４日（火）までに持たせてください。ご協力よろしくお願いします。 

年少児 ◆特にありません。 

年
中
児 

◆鬼のお面を作ります。 
下記の通り、お面制作にご協力お願いします。不明な点がありましたらお尋ねください。 

①ティッシュ箱の斜線部分を切り取る。 

②太線部分に２箇所切り込みを入れる。 

③お子様の頭に合わせて図のように組み立て 

中央の重なる部分をテープで仮止めする。 

④顔の大きさに合わせてゴム（平ゴムなど）を付ける。 

（両端に穴をあけてゴムを通し、とれないようにお願いします） 

※ティッシュ箱の内側に名前を書いてください。 

名前を書いた紙袋に入れて、１５日（水）迄に持たせてください。 

◆年長さんへプレゼント作りをします。 
  １ℓ牛乳パックを１本２月上旬に集めます。準備をお願いします。 

  詳細は２月園だよりにてお知らせします。 

年
長
児 

◆鬼のお面を作ります。   
紙袋を使って作ります。頭から被れるサイズの紙袋を用意して頂き、 

  お子さんの目や口の位置に合わせて穴をあけ、１４日(火)に持たせて 

ください。穴の形や大きさの指定はありませんので、お子さんと 

相談されてください。※紙袋の後頭部外側に記名をお願いします。 

 鬼の顔の模様付けに使用しますので、不要な包装紙がありましたら 

 持たせていただけると助かります。 

◆２０日（月）、２１日（火）に卒業証書フォルダーに一緒に入れる個人写真を撮ります。 
  担任と２人で撮影を行います。欠席された場合は、後日の撮影となります。 

 ◆２９日（水）ドッジボール大会をします！ 
毎年恒例のクラス対抗ドッジボール大会を行います。優勝をめざしてがんばります！ 

◆ (年長のみ)小学校入学に備えて、ハンカチの携帯を習慣づけていきたいと思います。 

毎日ハンカチをポケットに入れて持たせてください。徐々に自分で気づき準備ができるといいですね。

※お手拭タオルは使用しません。コップは歯磨きやうがいで使いますので持たせてください。 



 


