
２０１７年度  

１ 月 園 だ よ り 
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 

  何となく 今年はよい事あるごとし 元日の朝晴れて風無し  石川啄木 
 
 あけましておめでとうございます。旧年中は保護者の皆様には大変お世話になりました。本年
も昨年に変わりませず、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お正月をお迎えの事と存じます。毎年のことながら、家族揃って元気に新
年が祝えることは嬉しいことではありますが、世界を俯瞰してみますと安穏として新年を迎える
ことさえままならない国や地域がたくさんあります。長じて家族全員がいつも揃うことはなかな
か難しくなりがちです。どうぞ、お子様が小さい今を大切に日々愛しんでお過ごし下さいませ。  
さて、いよいよ三学期。それぞれの学年が総括をして次の学年へと進級準備。そして年長さん

は小学校進学へ向けてのラストスパート。二学期の大きな行事を経て獲得した力とはまた異なる
三学期ならではの力がつくチャンスであります。ホップステップそしてジャンプのジャンプで
す。ただ単に次の学年へ上がることをプレッシャーにするのではなく、むしろ楽しみにして頂き
たいと考えます。楽しみには期待感が付きもの。進級して次の学年に上がることで、新しいお友
だちとの出会いや、上の学年ならではの行事や取り組み。そして自分自身の可能性への挑戦があ
ります。「上の学年になったら……あれとこれをガンバリたい！」という意欲に繋げていけるよ
うに指導してまいりますので、どうぞお家でも背中を押していただければ有り難く存じます。 
また、「一年の計は元旦にあり」と申します。元旦というのは元日の朝だけを指します。朝日

が昇る様子を「旦」という字で表しています。つまり朝日が昇る元日の朝に、一年間の物事を進
めるために計り事をするという意味です。思いつきで事を進めず、目的を決め、その実現のため
の目標を定め計画性をもって事に当たることでもあります。鉛筆の正しい持ち方や箸の持ち方・
使い方など具体的な目標もいいでしょう。お手伝いをすることや自分で全部着替えることなど、
子どもにとってわかりやすい目標をいっしょに取り組んでいけますよう、ご家族皆様のご協力を
よろしくお願い致します。風邪・熱発・インフルエンザ等が心配な季節でもあります。徹底した
「うがい・手洗いの励行」も併せてお願い致します。 

［１月の歌］恙
つつが

なく 初春
はつはる

迎ふありがたさ 見上ぐる空に かかる雲なし 

●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使う。 

年少児 

①正月遊びや伝承遊びに興味・関心を持ち楽しむ。 

②言葉で気持ちを伝え合い、相手の気持ちに気付きながら遊ぶ。 

③冬の自然に興味を持ち、見たり触れたりする。 

年中児 

①正月遊びや伝承行事に興味を持ち、他クラスとも共有しながら楽しむ。                                     

②幼稚園まもり隊を引き継ぎ、新年度への意欲・期待を高める。                  

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て遊びに取り入れ楽しむ。 



●お知らせ● 

★持たせて下さい 

＊２学期に持ち帰った『ねがい』（保護者印を押し、ピンクの封筒に入れて）、年中・少組は『ピクニックシー

ト』１０日（水）に持たせて下さい。またを、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１１日(木) 、年中児は１２日(金)に持たせて下さい。（ケースの中にピアニカ用ハン

カチを入れて下さい） 

★２０１８年６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 

２０１８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下さい。 

★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。ご確認下さい。 

＊【自由登降園】の場合は、ご家庭で送迎していただきますが、お休みされても欠席扱いにはなりません。 

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、預かり保育・課 

外活動はありません。ご了承下さい。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、登園途中でも『自由登降園』をお願いすることもあります。 

＊【休園】の場合は、全ての登降園が困難、または危険と判断した際は『休園（お預かり保育なし）』となる場

合もありますのでご了承下さい。 

※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。状況に応じて判断させていただきます。 

 ★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。 

★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

慮下さい。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致します。ご協力宜しくお願い致します。 

★１２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。(１月９日現在実施予定) 

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下さい)を、必ず名前を記入

して１１日(木)に持たせて下さい。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、ご了承下さい。尚、お餅を食べさ

せない方は事前に担任までお知らせ下さい。（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致します。 

★１月お弁当について（年中･年長のみ） 

 年中･年長は１月のお弁当の回数は１回になります。（行事との調整により、２月はお弁当３回になります。） 

 ★２月１９日（月）保育参観（うたごえコンサート）について 

  年長児最後の保育参観を行います。当日は、親子でお弁当を食べ、親子で降園となります。 

  詳細は後日お手紙を配付しますのでご確認下さい。よろしくお願いします。 

★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・赤キャップ・髪留めなど） 

ご確認下さい。（落とし主がない場合は、処分させていただきます。ご了承ください。） 

★記名の確認をお願いします。 

 制服・ポロシャツ・トレーナーなど記名があるか再確認をお願いします。靴下・パンツ・シャツなど

身に付けるものも併せてお願いします。 



●行事予定● 

日 曜 行 事 １・２歳児 年少児 年中児 年長児 

５ 金      

６ 土 ◎土曜日保育利用     

７ 日      

８ 月 成人の日     

９ 火 始業式  お正月遊び（月内） お正月遊び（月内） お正月遊び（月内） 

10 水 にこパン  

身体測定 

絵具制作「鏡餅」 

  （１６日迄） 

絵画制作「獅子舞」

（１７日迄） 

身体測定 

書初め（週内） 

11 木 にこパン   身体測定  

12 金 餅つき 餅つき 餅つき 餅つき 餅つき 

13 土 ◎土曜日保育利用     

14 日      

15 月  誕生会・弁当日 ★弁当日 ★弁当日 ★弁当日 ★弁当日 

16 火 体操・ハロー・にこパン 身体測定  ハローイングリッシュ 体操教室（ボール） 

17 水 にこパン 絵画制作「雪だるま」（月内） 鬼のお面作り（月内） お正月遊び大会 鬼のお面作り（月内） 

18 木 にこパン   鬼のお面作り（月内）  

19 金     アルバム写真撮影 

20 土 ◎土曜日保育利用・一日入園①     

21 日      

22 月 第 8回園長お茶会  鬼のお面作り（月内）   アルバム写真撮影（予備日） 

23 火 リズム・ハロー・にこパン   リズム体操教室 ハローイングリッシュ 

24 水 にこパン     

25 木 にこパン    ドッジボール大会 

26 金      

27 土 ◎土曜日保育利用     

28 日      

29 月 避難訓練 ★弁当日 ★弁当日   

30 火 体操・ハロー・にこパン  ハローイングリッシュ  体操教室（ラグビー） 

31 水      

【２月行事予定】 

２日（金）：節分豆まき             ５日（月）：誕生会・弁当 

８日（木）・９日（金）：バイキング食事会【縦割り６クラス①②】 

１５日（木）：【年長】お別れ遠足         １６日（金）：避難訓練 

１９日（月）：【年長】保育参観・うたごえコンサート（親子降園）  

２１日（水）・２２日（木）：なかよし広場     ２６日（月）：お別れ食事会 

２８日（水）：【年中】保育参観（親子降園） 

 

 

 

 

 



●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下さい。必ず名前を表に記入して下さい。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がありましたら、返却をお願いします。） 

１
・
２
歳
児 

◆持たせて下さい。 

 冬だよりでお知らせしていましたが、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２個を集めます。１月１２日までに持た

せて下さい。ご協力よろしくお願いします。 

年
少
児 

◆鬼のお面作りをします。 

◎紙皿を１２日（金）に持ち帰ります。 

紙皿を右図のように鬼の形に切って 

下さい。角、牙の数は自由です。 

※頭に帯を付けます。目と角までの 

間隔が狭くならないようにして下さい 

中心をくり抜くと丁度良くなります。 

◎鬼の髪の毛・ヒゲに使いますので、右記の 

うに形を整えた毛糸（並太で一般的な毛糸） 

６個を作って下さい。 

◎作った毛糸と紙皿をクラス・名前を書いた袋に 

入れて１７日（水）迄に持たせて下さい。 

年
中
児 

◆鬼のお面を作ります。 

右の図のようにティッシュ箱を切り、 

名前を書いた紙袋に入れて 

１５日（月）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月に集めますので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 

◆卒業アルバム用の写真撮影（個人・集合写真撮影）を行います。＊１９日(金)〈予備日：２２日(月)〉 

※集合写真は園庭で撮影予定です。１９日（金）の天候状況次第では、２２日（月）に延期します。 

【服装】：制服のベスト付きズボン・スカート・ポロシャツ・紺ハイソックス・名札(必ず付けて下さい) 

※寒い時はトレーナー着用可。撮影時に脱いで撮ります。髪飾り・髪ゴムなど華美な物はご遠慮下さい。 

※朝、送りの方は９：３０までに登園して下さい。 

※１９日（金）・２２（月）、両日とも正規の服装でお願いします。 

体調を整えて全員で撮影出来ることを願っています。 

尚、集合写真撮影欠席の場合は別枠になります。ご了承下さい。 

◆鬼のお面作りをします。   

牛乳パックを右記の図のように切り、内側に名前を書き紙袋に 

入れて、１２日（金）に持たせて下さい。（紙袋にも記名をお願いします） 

◆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です。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下さい。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下さい。 



 


