
２０１９年度 

２ 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 

生きることは 一筋がよし 寒椿   五所平之助 
 

映画監督の五所平之助の句です。句の中にあるどの言葉も強く清いものですが、この句に命を持たせ

た言葉は、「寒椿」だと思います。「寒椿」を句末に添えることで、色が、情景が、季節が生まれ、命あ

る句としてこの句が生まれました。一心に生きることの尊さに加え、人へ譲る心、愛らしさ、何事にも

耐え、そして鮮やかに・・・生きることが不器用で、本当につらいと感じていた人がこの句と出会い、

それからいつもどこかで支えてくれた句でした。 

世の中に、生きることがそんなにも器用な人は多くいません。自分がうまく立ち回れない時には、他

人の生き方が上手に見えるだけであり、当事者はさほどに器用な人間とは思っていないでしょう。「隣

の芝生は青い」ものです。事実、心療内科等を受診したり、マッサージ治療を受けたり、サプリメント

を服用したり、お悩み相談したりと、心身の疲れや異常など何らかの不調を抱える人は数千万人ともい

われ、誰しもが何らかの荷物を抱えているものです。くれぐれも自分だけがうまく生きられない、運が

悪いなどと嘆かないでください。子どもたちは、そんなママの溜息や青い顔色を見て、不安に感じてし

まいます。片や笑顔満面のママほど好きなものはこの世にありません。ママが大好き、いちばん好きで

す。お母さまのやさしくて穏やかな笑顔は子どもの心の奥深くに棲みつきます。母親がどんなに年を取

っても子どもが思う母親像は子どもの時に慈しんだ母親の笑顔です。それだけに、今のお母さまの笑顔

が、今の子どもたちの心の中のアルバムに収められていきます。毎日の生活に追われて余裕を失い、時

としてちょっと恐い顔やしんどい顔や不機嫌な表情や大声が出てはいませんか。子どもはまだ小さいか

ら何にも分からないなどとはゆめゆめ思わないでください。よく見ています、よく感じています。 

さあ、年度を締めくくる残りの月日が減ってきました。風邪・インフルエンザ・感染症…予期せぬ魔

の手も待ち構えています。予防に努め、元気で寒い寒い朝を乗り切ってください。 

 

［２月の歌］ 落ちてなほ 姿残さむ寒椿  花もいろいろ 人もいろいろ 

●学年目標● 

１歳児 
①身支度や、制作などの活動が自分でできた喜びを感じる。 

②友達と一緒につもり遊びやごっこ遊びを楽しむ。 

２歳児 
①冬の自然に触れたり、体を動かしたりして元気に戸外遊びを楽しむ。 

②異年齢児との関わりの中で、憧れや感謝の気持ちを育む。 

年少組 
①自分の思いを伝え合い、友達と一緒に遊びを広げる楽しさを味わう。 

②異年齢児との活動を通して、感謝の気持ちを持ち交流を深める。 

③冬の自然事象に興味を持つ。（氷・霜など） 

年中組 

①友達と意見を出し合いながら、協力して遊ぶ楽しさを味わう。 

②異年齢児との関わりを通して、思いやりや感謝の気持ちをもつ。 

③冬の自然を発見し、見たり触れたりして楽しむ。 

年長組 
➀友達と互いに力を出し合い団結してやり遂げる達成感を味わう。 

②卒業に向けた様々な活動を通して、小学校へ進学することへの期待と意識を高める。                     

③身近な冬の自然に触れ、環境の変化に気づき関心を深める。 



●お知らせ● 

★お餅つきでは有志のお父様方やおじいちゃま・おばあちゃまにお手伝いをいただきありがとござい

ました。おかげさまで無事、楽しく終えることが出来ました。 

★新年度教材・教具の販売・翼の会カードの引き渡しについて（進級園児対象） 

＊教材販売日は、３月１８日（水）１３：００～１４：００です。後日配付します「本人控え書」 

   と一緒に業者別におつりのないように持ってきてく゚ださい。新入園児の兄姉については、午前中

販売のときに一緒に購入可能です。 

＊また、この日が『翼の会カード』の引き換え日となっています。教材販売後にそのままホールで 

現在の発行枚数を確認し引き換えいたします。現在お持ちの全ての「翼の会カード」を持ってき 

てください。 
 

 ★変更届について 

年度内（２０２０年３月末）に宗像市外へ住民票を移した方や家族の状況が変わった方、もしくは

これから変動のある方は至急事務室、または担任までお知らせください。変更届の提出が必要です。 

 ★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以降は職員室です）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。 

★保育参観について（親子弁当・親子降園） 

◎２月１４日（金）：年長組    

＊保育参観 （各クラスにて）       １０：１５～１１：００ 

＊うたごえコンサート          １１：２０～１１：５０    

＊親子でお弁当・降園                １２：００～１３：００ 

◎２月２１日（金）：年中組  ◎３月６日（金）：１歳児・２歳児・年少組     

＊保育参観               １０：３０～１１：２０  

＊親子でお弁当・降園          １１：３０～１２：３０ 

※保護者の方のお弁当、室内用の履物などのご準備もお願いします。 

※詳細についてのお手紙を後日配付致します。ご確認ください。 

※バスコースの方は、帰りは【帰りのバス不要】に園にて一括登録します。 

★３月９日（月）「第１０回園長先生とゆかいなお茶会」は都合により、３月３日（火）へ変更に 

  なりました。 

★３月１４日（土）：卒業証書授与式（年長児対象） 

 ＊年長児対象です。在園児は参加しませんのでお休みです。 

  尚、当日は教職員全員で式に臨みたいと思いますので、２・３号認定児さんで土曜日保育利用 

  される方は何卒ご家庭での保育にご協力をお願い致します。 

 ＊詳細は後日、年長児のみにご案内致します。 

＊また、前日の３月１３日（金）は準備のため短縮保育です。１号認定の一時預かり（お弁当の準

備をお願いします。）、２号・３号認定の保育利用は通常通りですが、早めのお迎えにご協力をお

願いします。 

★特別活動について 

一年間頑張ったクラブ活動・ハローイングリッシュ、リズム体操教室、体操教室、なかよし広場、

また、課外活動の新体操は最終月です。どの活動も大きく成長が見られました。サッカークラブの

み３月３日（火）までとなります。 

※新体操クラブは最終日２月１２日（水）に発表会があります。また、来年度２０２０年４月からは、

講師の一身上の都合により新体操クラブを終了します。保護者の皆様のご要望にお応えできず申し

訳ありません。 

※サッカークラブの最終日３月３日（火）は、Ａ・Ｂチーム合同で高校人工芝グラウンドにて試合を

行います。詳細はメール配信にてご確認ください。 



●行事予定● 

日 曜 行 事 １・２歳児 年少児 年中児 年長児 

１ 土 土曜日保育利用     

２ 日      

３ 月 豆まき 豆まき 豆まき 豆まき 豆まき 

４ 火 ハローイングリッシュ 
リズム体操・にこパン（バス登園） 

  リズム体操教室 
ホール壁面制作（月内） 

ハローイングリッシュ 

５ 水 なかよし広場・にこパン（バス登園）  なかよし広場 なかよし広場 なかよし広場 

６ 木 
なかよし広場・ 

にこパン（バス登園） 

１歳児：スタンプ遊び 

「雪だるま」（１４日迄） 
なかよし広場 なかよし広場 

なかよし広場 

小学校説明会 

７ 金  
２歳児：折り紙制作 

「ペンギン」（１４日迄） 
   

８ 土 土曜日保育利用     

９ 日      

10 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 

お雛様制作（２１日迄） 

11 火 建国記念の日     

12 水 にこパン（バス登園）  年長プレゼント制作 年長プレゼント制作  

13 木 にこパン（バス登園）     

14 金 
年長保育参観・歌声コンサート 

（親子弁当降園） 身体測定   
保育参観★弁当日 
歌声コンサート（親子降園） 

15 土 土曜日保育利用     

16 日      

17 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 
お雛様制作（２０日迄） 

誕生会★弁当日 
思い出表紙制作（週内） 

18 火 ハローイングリッシュ 
体操教室・にこパン（バス登園） 

 
お雛様制作 

（月内） 
ハローイングリッシュ 体操教室（礼儀作法） 

19 水 
年長お別れ遠足 

にこパン（最終日） 
お雛様制作（月内）   

お別れ遠足 

（ランチ BOX） 

20 木 にこパン（最終日）     

21 金 年中保育参観（親子弁当降園） ★弁当日  
保育参観★弁当日 

（親子降園）  

22 土 土曜日保育利用     

23 日 天皇誕生日     

24 月 振替休日     

25 火 
ハローイングリッシュ 
体操教室・にこパン（最終日） 

 ハローイングリッシュ  体操教室（ラグビー） 

26 水 年長お別れ遠足予備日    遠足予備日（ランチ BOX） 

27 木 
お別れ食事会 

（バイキング） 
 

バイキング食事会（う・き）

※弁当日（く・り） 

バイキング食事会 

（さくら・ばら） 

※弁当日（ひま・たん） 

バイキング食事会 

（にじ・ほし） 

★弁当日（ひか・つき） 

28 金 
お別れ食事会 

（バイキング） 
 

バイキング食事会（く・り）

※弁当日（う・き） 

バイキング食事会 
（ひまわり・たんぽぽ） 

※弁当日（さくら・ばら） 

バイキング食事会 

（ひかり・つき） 

★弁当日（にじ・ほし） 

29 土 土曜日保育利用     

●３月の行事予定● 

２日(月)：お別れ会（弁当）  ３日(火)：園長先生とゆかいなお茶会 ・年中お別れ遠足（園児のみ）※予備日５日(木)  

４日(水)：年少お別れ遠足（園児のみ）※予備日１１日（水）  ６日(金)：年少・１，２歳児保育参観 

７日(土)：２・３号新入園児面接、制服・教材等申し込み    ９日(月)：誕生会（給食）  

１０日(火)：卒業式リハーサル                

１３日(金)：卒業式準備（短縮保育）※一時預かり・保育利用の方の早めのお迎えにご協力ください。 

１４日(土)：卒業証書授与式（１号認定の年中・年少児は休園）           

       ※2･3号認定児のご家庭での保育のご協力をお願いします。全教員で式に参加したいと思います。 

１６日(月)：避難訓練・子育て健康相談  

１８日(水）：第二回一日入園・対面式、教材販売（平常保育） ※在園児の教材販売は午後 1時～２時まで 

１９日(木)：修了式（短縮保育）  

 



●お知らせ・お願い● 

全 

体 

★廃材について 

  今年度もたくさんの「廃材」をお寄せいただきありがとうございました。子どもたちと楽しく使わせてい

ただきました。今年度の受け付けは終了いたします。また、来年度もよろしくお願いいたします。 

★節分・豆まき（２月３日）について 

教員の扮した鬼が厄払いをします。子ども達は手作りの鬼の面をかぶり、豆まきを行います。心や体の

中にいる悪い鬼を追い払い、年齢の数だけ大豆を食べて健康を祈願します。 

※大豆アレルギーの方はお知らせください。 

年
少
児 

★年長さんへのプレゼント作りをします。 

1ℓ牛乳パックを使います。右図のように 

切り取り、名前の書いた紙袋に 

入れて５日（水）迄に持たせてください。 

※２個用意できる方は準備してください。 

※牛乳パックには名前を記入しないでください。（プレゼントのため） 

年
中
児 

★年長さんへのプレゼント作りをします。 

牛乳パックを使います。 

右図のように切り取ってください。 

※2個用意できる方は準備してください。 

※牛乳パックには名前を記入しないでください。 

（プレゼントのため） 

★お雛様制作を行います。 

牛乳パックを使います。 

右図のように切り取ってください。 

※名前を記入してください。 
 

◎『年長さんプレゼント用牛乳パック』と『お雛様制作用の牛乳パック』を一緒に 

名前を書いた紙袋に入れて、７日（金）までに持たせてください。 

年
長
児 

★６日（木）小学校説明会について 

各学校別に小学校説明会が行われます。詳細は、各小学校からご家庭に配付されているお手紙等でご確認 

ください。説明会に参加し園を欠席されましても、出席停止扱い（公欠）となり欠席にはなりません。 

・欠席・早退等は、登録システムにてご連絡ください。弟妹児で一緒に欠席・早退する場合は、前日まで

にご連絡ください。 

※早退される場合は、必ず携帯のシステムにて早退ボタンを押し、登録をお願いします。 

 (早退時間の記入をお願いします。お迎えの登録とは違いますのでご注意ください。) 

★１９日（水）お別れ遠足 に行きます。 雨天時延期日：２６日（水） 

場所：ユリックス わんぱく広場 

日時：２月１９日（水）１０：１０出発 

服装：１９日（水）、２６日（水）両日ともに体操服登園（赤白帽子）ズボンのみ私服可（長ズボン） 

・送りの方は９時半までに登園してください。 

  ・両日ともに給食（ランチボックス）です。天候・気温次第では、幼稚園での昼食になります。 

★卒業アルバム料金徴収について 

２月の園費と一緒に徴収しますので、残高の確認をお願いします。 

  ＊卒業アルバム代金 ：５８００円    ＊料金徴収日：２月の園費引き落とし日(２月２５日)                        

  ＊アルバム配付日   ：仲良し同窓会【 ７月２７日（月）予定 】 

★卒業後の連絡について 

昨年度までは封筒でのご案内でしたが、今年度より、卒業後の行事のお知らせ及び出欠アンケートはバス 

キャッチメール配信システムにてご案内します。その為、卒業後もバスキャッチメール配信システムの 

アプリ等は削除しないようお願い致します。なお機種変更やメールアドレス変更時には登録手続きが必 

要になりますので、入園時に配付いたしました「利用者登録用紙（QRコード）」は引き続き保管してく 

ださい。 

【２０２０年仲良し同窓会７月２７日（月）予定】【２０２０年運動会９月２６日（土）予定】 

※学校行事やオリンピック行事などの関係上、日程を変更する場合があります。ＨＰやバスキャッチメ 

ールでご確認ください。 



 


