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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 

        幸せの 待ち居る如く 初暦    稲畑 汀子 

 

 新年あけましておめでとうございます。昨年度中は、コロナ禍対策対応に全面的にご理解ご協力を賜り、
心より厚く御礼申し上げます。年明け早々ながら、本年も未だ終息する気配のないコロナ禍の中、引き続
き感染予防策を講じながら園運営に当たって参りますれば、何とぞ倍旧のご協力を願わしく存じます。 

 さて、早や３学期を迎え、学年の仕上げをする時期に入ります。年末に大掃除をした園内各所に新しい
カレンダーを掛け、冒頭の句のように表紙をめくり、１月のページを眺めました。ついでにパラパラと他
の月のページをめくると、「果たして今年の月々には幸せが待っているような新しいカレンダーであること
よ」という句と同じ気持ちになりました。カレンダーすなわち暦には、その季節に応じた絵や写真があり
ます。夢や期待を膨らませる美しく楽しいページばかりです。真新な手帳をめくってみても楽しいページ
はありませんでしたが、ここに、またどんなスケジュールが埋まっていくのかと思えば未知なる不安も楽
しみもあるというものです。 

 昨年１２月の生活発表会では出し物を観ながらさまざまな感慨が浮かんできました。とりわけ年長児さ
んの気合いのこもった表現には、「ああ、育ってきているなあ」と一入でした。今年こそは泣くまいと固く
誓った涙腺がまたもや緩んできます。コロナがあろうが、制限があろうが子どもたちの成育には待ったな
し！です。身体の成育はしますが、発育・成長のためにはやはり教育や躾けが不可欠です。制限がある今
だからこそなおさら意識して家庭教育・躾けが欠かせません。家にいる時間が限られているご家庭では計
画的に意識的に、手を掛け目を掛け声掛けて、関わりの密度を高めていただきたく思います。思いっきり
甘えさせる時間、距離を置いて子ども自身が迷いながら戸惑いながら考えている時を見守る時間、失敗し
ながらも何かに打ち込んで夢中になる時間、自分の言葉で考えたこと感じたことを表現する時間、しっか
り顔を見て目を見て愛情を伝える時間をお作りください。 

 また一年が始まります。日々の生活にのみ追われて余裕がない方は、これまでの暮らしを総点検して、
時間・お金・人との関わりが、自分からの視点だけで組まれていないか、他の視点、全体的鳥瞰的客観的
な視点からも見直してみましょう。そうすると不思議に無理だ！と思っていた事柄に隙が見えてきます。
「もう一人の自分の眼」を持ってみませんか。３０代４０代の生き方のヒントになればと思います。毎日
お疲れさまです。まず自分自身の心と体の健康をしっかり整え、そして家族の幸せにつながりますように。 
今年も何とぞよろしくお願い申し上げます。 

●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友達と一緒にルールのある遊びや集団で活動する楽しさを味わい繋がりを広げる。 

③身近な冬の自然（氷・霜・雪）に触れ、興味・関心を持つ。 

年中児 

①正月遊びや伝承遊びに興味を持ち、楽しむ。 

②他のクラスとも共有しながらルールのある遊びや集団遊びの楽しさを味わう。 

③身近な冬の自然（氷・霜・雪）に触れ、興味・関心を高める。 

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● 

★３学期も感染症予防対策にご協力ください。 

 ３学期も、感染症予防として毎朝の検温表の提出をお願いします。３７℃（平熱の＋０．５℃）以上ある方や体

調不良がみられる場合は無理をせずお休みしてください。検温を忘れる方がいます。その都度検温を行いますが、

登園の受け入れが難しいと判断することがあります。毎朝の検温がとても大切です。よろしくお願いします。〇バ

ス乗車の際消毒をこれまで通り行います（手袋を付けている場合は、乗車の際は行いません。ご自宅での消毒をお

願いします。なお、手袋は毎日洗濯をし清潔にしてください）〇保護者の方の検温も毎日お願いします。（提出する

必要はありません） 

★持たせてください。 

＊２学期に持ち帰った『ねがい』（パンダファイルに入れて）、『ピクニックシート』を、本日８日（金）提出になっ

ていました。まだ、持って来ていない方は持たせてください。年長児は『縄跳び』もお願いします。 

＊ピアニカを、年長児は１２日(火) 、年中児は１３日(水)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。また、２学期同様に園で使用した日には、その都度持ち帰ります。ハンカ 

チ・拭き口を洗い（消毒）、必ず次の日に持たせてください。 

★２０２１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 

２０２１年度開始の募集について、一般の方の受付を本日より開始しています。 

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、れんらくアプリにて『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 

当持参となります。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』をお願いする場合もあります。 

＊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。 

 ★バス停のマナーおよび翼の会カード携帯について 

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、園児や弟妹児さんが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（※必ず保護者の方が手をつないでください）の再確認をお願いいたします。ご

協力よろしくお願いいたします。また、『翼の会ＩＤカード』の携帯をお願いします。防寒具着用の際は防寒具の

上から携帯してください。保護者の顔が分かっても、カードの携帯がない場合は、お子さんの誕生日等での確認

をいたします。お手間をかけますが、教員の対応にご協力ください。 

★幼稚園への送り、お迎えの際の翼の会ＩＤカード登録忘れについて 

幼稚園内にいるお子様、保護者の確認をＩＤカードの登録タッチにて行っております。お子様の入室、退出の登 

録タッチに合わせて、保護者の登録タッチも併せて忘れないようにお願いします。※バス利用の方が、お迎えに 

した際のＩＤ登録タッチ忘れが多いようです。確認が取れませんので必ずタッチを忘れないようにお願いします。 

★「もちつき」について 今年度の「もちつき」は、感染防止対策の一環として中止といたします。 

 ★一日入園について【１月２３日（土）】※時間短縮で実施します。 

  は２０２１年度入園予定児の「一日入園①」です。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３０分程度の予定です。 

 ★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１５日（金）まで 

に担任までお申し出ください。その後、日程調整をします。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：１月２５日（月）～２７日（水）１４：００～１５：３０ 場所：各クラス（もしくは会議室） 

★２月に写真販売申し込みを予定しています（詳細は２月の園だよりに掲載します） 

  感染症予防のため、学年分散で、写真販売（芋ほり・みかん狩り・生活発表会）を行います。  

▼場所：２階図書コーナー   ▼写真展示期間：２月１６日（火）～２４日（水）１７：００まで 

▼あかま写真館来園日（９：３０～１５：００）および販売優先学年 

２月１６日（火）･･･【年中児】優先  ２月１９日（金）･･･【１歳児・２歳児・年少児】優先 

２月２２日（月）･･･【年長児】優先 



●行事予定● 

日 曜 行 事 １・２歳児 年少児 年中児 年長児 

１ 金 元日     

２ 土      

３ 日       

４ 月      

５ 火      

６ 水      

７ 木      

８ 金 
始業式（短縮） 

※自由登園に変更 
    

９ 土 ◎土曜日保育利用     

10 日      

11 月 成人の日     

12 火 
平常保育開始 

（始業式）・にこパン 
身体測定 お正月遊び（月内） お正月遊び（月内） 

お正月遊び・書初め 

郵便ごっこ（月内） 

13 水 内科検診・にこパン 内科検診（ひよこ） 内科検診（くま） 内科検診（ばら） 
内科検診（ひかり） 

身体測定 

14 木 
リズム・ハロー 

にこパン 

１歳児制作 

「てぶくろ」 

絵の具制作「鏡もち」 

（２２日まで） 
リズム体操教室 ハローイングリッシュ 

15 金  
２歳児制作 

「雪だるま」 
 身体測定  

16 土 ◎土曜日保育利用     

17 日      

18 月 
誕生会 

園長先生とゆかいなお茶会 
誕生会※給食 誕生会※給食 誕生会※給食 

誕生会※給食 

鬼のお面制作(月内) 

19 火 
ふれあい week 

にこパン 
  鬼のお面制作  

20 水 内科検診・にこパン 内科検診（あひる） 内科検診（きりん） 内科検診（ひまわり） 内科検診（にじ） 

21 木 
体操教室・ハロー 

にこパン・内科検診 
★弁当日 

内科検診（うさぎ） 

★弁当日 

ハローイングリッシュ 

内科検診（さくら） 

★弁当日 

体操教室★弁当日 

内科検診（つき） 

22 金 
避難訓練・内科検診 

子育て健康相談 
避難訓練 

避難訓練 

内科検診（りす） 

避難訓練 

内科検診（たんぽぽ） 

避難訓練 

内科検診（ほし） 

23 土 
◎土曜日保育利用 

◎一日入園① 
    

24 日      

25 月 個人面談（希望者） 鬼のお面制作（月内） 鬼のお面制作（月内） 制作『ふくわらい』 個人写真撮影 

26 火 
にこパン 

個人面談（希望者） 
   個人写真撮影 

27 水 
にこパン 

個人面談（希望者） 
★弁当日  ★弁当日 ★弁当日 

28 木 
リズム・ハロー 

にこパン 
 ハローイングリッシュ リズム体操教室  

29 金 歯科検診 歯科検診 歯科検診 歯科検診 歯科検診 

30 土 ◎土曜日保育利用     

31 日      



●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。（園でお貸しした体操服等は、 

早めに返却をお願いします） 

◆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。 

１
・
２
歳
児 

◆持たせてください。 

 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（木）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 

◆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。 

◆１月のお弁当日は、２学期の調整のために１回となっています。 

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、輪ゴム以外）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（金）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、１５日(金)まで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。 

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。※紙袋の後頭部外側に記名をお願いします。 

◆２５日（月）・２６日（火）に卒業証書フォルダーに一緒に入れる個人写真撮影を行います。 

  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。 

◆ (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。 

【２月行事予定】※今後の状況により変更の可能性があります。 
３日（水）：節分（豆まき）           ５日（金）：年長お別れ遠足【予備日：１７日（金）】 

８日（月）：誕生会・園長先生とゆかいなお茶会・子育て健康相談日 

  ９日（水）・１０日（木）：ふれあいクラス活動  １２日（火）：観劇会    １５日（月）：避難訓練 

◎保育参観について 

１６日（火）：年中児 １９日（金）：１・２歳児・年少児 ２２日（月）：年長児（うたごえコンサート） 

 ◎バイキング食事会 

  ２４日（水）：年長児 ２５日（木）：年中児  ２６日（金）：年少児 

 

 


