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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 

立春の庭に捨てられ鬼の面  原コウ子 

 

今年の立春は２月２日、節分の翌日が立春（春立つ日）。ずっと２月３日だったのですが、２０２１

年は２日です。毎年、幼稚園での節分（豆撒き）の日は子どもたちが鬼の面を手作りして、クラ

スや自分の心の中の悪い鬼を外へと豆を撒きながら追い払います。冒頭の句は、その翌日には昨

日の出来事はもう忘れたように、鬼の面が庭に打ち捨てられている。暦の上では春の始まり。こ

こから数えて年中行事の多くが定まります。それとは別に日本以外のアジアの国の多くでは、旧

正月（旧暦の正月）を「春節」といって盛大に祝います。風習はそれぞれ異なりますが、それほ

ど春を待つ心（待春の情）は喜びに満ちるもののようです。日本は４月が新年度・新学期ですか

ら、旧正月とはまた違った意味での「待春の情」かもしれません。 

 新型コロナウイルスが世界中を席巻し、その感染の恐怖と対応に一年中追われた昨年でした

が、感染拡大・世情不安・人々の対応も実に様々で、それまでの出来事以上に、人々の考えが如

何に多様であるかを思い知った一年でした。せっかくの立春間近ではありますが、前途多難はま

ず間違いのないところです。日々の暮らしの中で、どれほどの対策ができるか、感染予防も概ね

習慣化してきていますが、人の動きの制限は各々異なりますから、一斉自粛や行動停止の徹底も

どれほどかは分かりません。自分で出来る感染予防をしっかりやっていくほかはなさそうです。

少なくとも興味本位で噂話を人に話したり、根拠もないのに感染者を犯人扱いのように言う人が

あってはなりません。互いに気をつけたいものです。 

 そういえば、先日、年長組さんで「一寸法師」の紙芝居を読んだ後、「みんなは打ち出の小槌

があったら何を出してほしいかな」と問うと、ある子が「コロナが無くなってほしい」と答えま

した。子どもたちなりに、コロナ禍の悲しさを感じていたようでした。引き続き、知恵と工夫を

尽くし「禍を転じて福と為す」としたいものです。  

 
 ［２月の歌］ 立春の 沸き立つ歓喜抑えつつ 時世気遣い ささやかに謳う 

●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異年齢児に興味を示し、憧れや感謝の気持ちを持つ。 

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感じる。 

②時間の見通しを持って行動をする。（周りを見る・時計を見る） 

年中組 
①友達の良さや頑張りを認め合い、共感しながら活動を進める充実感を味わう。 

②冬の自然を発見し見たり触れたりして楽しむ。 

年長組 
①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卒業に向けて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● 

★感染症対策（１月２５日からの追加分）について 

 １月２２日にれんらくアプリでお知らせしましたように、以下の感染症対策のご協力をお願いします。 

 ①昼食後の歯磨きはしない。（朝食・夕食後の歯磨きをご家庭でしっかりとお願いします） 

 ②ピアニカ使用は見合わせる。（再開の時期相当と判断までは家庭で保管） 

 また、緊急事態宣言中の園児の体調不良、家族・同居人の発熱による欠席は出席停止扱いとします。 

 ③戸外でもマスク着用（運動の度合いによっては外す）※マスク（不織布を含む）に記名をしてください 

★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。（※新型コロナウイルス感染症対策により、各クラスで実施）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ます。 

消費者庁より指導があり安全管理のため、福豆（大豆）は食べません。また、給食メニューで出される袋

入りの福豆は２月３日に給食セットの袋に入れて持ち帰ります。ご家庭にて健康祈願をしてください。 

※本日、宮地嶽神社より「節分祭」としていただいた鬼のお面ぬりえと福豆を持ち帰ります。 

 ご家庭でお使いください。また、年少ぐみは、２月の月刊絵本付録の鬼のお面も持ち帰ります。 

★保育参観について 

今年度は新型コロナウイルス感染症による「緊急事態宣言」の発令を受け、 

全学年（年長組『歌声コンサート』を含む）中止とします。 

★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。 

※サッカークラブの最終日２月１６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。詳細は先日のれんらくアプリ（メール配信）にて再度ご確認ください。 

★写真販売申し込みについて 

新型コロナウイルス感染症による「緊急事態宣言」の発令を受け、写真販売【年長組秋の遠足（ふれあい

の森）・みかん狩り・生活発表会】がネット販売になりました。ネット販売の詳細についてのご案内は後日

配付します。販売期間：２月１０日～３月末の予定 

※１月の園だよりでお知らせしていました、２月１６日～２４日の幼稚園での写真展示・販売は中止です。 

★３月１３日（土）：卒業証書授与式（年長児対象） （※翼の会カード返却、換金日） 

 ＊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いたします。 

 ＊詳細は後日、年長児のみにご案内いたします。 

＊また、前日の３月１２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。 

★新年度教材・教具の販売について（進級園児対象）※４月の新学年まで大事に保管してください。 

＊教材販売については、１月１９日（火）に配付の手紙をご確認ください。 

※３月分保育料と合わせて、口座引き落としをします。 

※３月１７日（水）に予定していました教材販売は中止です。 

教材は、園児が学年別に下記の日程で、「通園リュック」または「通園バック」に入れて持ち帰ります。 

 ２月２２日（月）：くま組・きりん組    ２４日（水）：うさぎ組・りす組  

２５日（木）：ひよこ組・あひる組   ２６日（金）：年中組 

★変更届について 

年度内（２０２１年３月末まで）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。保育料無償化に関して手続きが必

要です。 

★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。駐車場での保

護者同士の立ち話を見かけます。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。 



●２月行事予定● 

日 曜 行 事 １・２歳児 年少児 年中児 年長児 

１ 月   身体測定 折り紙制作「おでん」 ドッジボール大会 

２ 火 にこパン（バス登園）    ホール壁面制作（24日まで） 

３ 水 節分・豆まき 豆まき 豆まき 豆まき 豆まき 

４ 木 
ハロー・体操教室 

にこパン（バス登園） 
  ハローイングリッシュ 体操教室（柔道場） 

５ 金  ★弁当日 ★弁当日 ★弁当日 ★弁当日 

６ 土 土曜日保育利用     

７ 日      

８ 月 誕生会・子育て健康相談 誕生会★給食 誕生会★給食 誕生会★給食 誕生会★給食 

９ 火 
縦割り WEEK 

にこパン（バス登園） 
  お雛様制作（１７日迄） 

ひな祭り制作 

(1６日まで) 

10 水 にこパン（バス登園）     

11 木 建国記念の日     

12 金 観劇会 観劇会 観劇会 観劇会 観劇会 

13 土 土曜日保育利用     

14 日      

15 月 避難訓練 避難訓練 避難訓練 避難訓練 避難訓練 

16 火 にこパン（最終日） お雛様制作（月内） ひな祭り制作（月内）   

17 水 
年長お別れ遠足 

にこパン（バス登園） 

 
  お別れ遠足（給食） 

18 木 
ハロー・リズム体操教室 

にこパン（バス登園） 
  リズム体操教室 

ハローイングリッシュ 

思い出表紙制作 

（22日まで） 

19 金  身体測定    

20 土 土曜日保育利用     

21 日      

22 月 年長お別れ遠足（予備）  年長プレゼント制作（週内） 年長プレゼント（月内） お別れ遠足予備日 

23 火 天皇誕生日     

24 水 
バイキング食事会（年長） 

にこパン（最終日） 
 ★弁当日 ★弁当日 バイキング食事会 

25 木 
バイキング食事会（年中） 

にこパン（最終日） 
★弁当日 ★弁当日 バイキング食事会 ★弁当日 

26 金 バイキング食事会（年少）  バイキング食事会 
★弁当日 

思い出表紙制作 
★弁当日 

27 土 土曜日保育利用     

28 日      

●３月の行事予定● 
１日(月)：避難訓練・子育て健康相談             ２日(火）：お別れ会  

３日(火)：お別れ食事会（ランチボックス）          ４日(木）：年中お別れ遠足（園児のみ）※予備日１０日（水） 

５日(金)：年少お別れ遠足（園児のみ）※予備日１１日（木）  ６日(土)：２・３号新入園児面接、制服・教材等申し込み 

８日(月)：誕生会（給食）・園長先生とゆかいなお茶会      ９日(火)：卒業式リハーサル                

１２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。 

１３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。 

１７日(水）：第二回一日入園（２０２１年度新入園児対象） 

１９日(金)：修了式（短縮保育）          ※2 月の給食回数調整のため、3 月の弁当日は 1 回です。 

 



●お知らせ・お願い● 

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、 

クラス・名前を記入した紙袋（縦２５×横２２×幅１２程度）に入れて 

１２日（金）迄に持たせてください。 

※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） 
★ひな祭り制作を行います。 

・牛乳パックを使います。 

下の図のように切り取ってください。 

・トイレットペーパーの芯を 2本持たせてください。 

※牛乳パックの絵柄の面に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、８日（月）までに持たせてください。 

年
長
児 

★１日（月）クラス対抗【ドッジボール大会】開催です！ 

 優勝のクラスには、園長先生から大きなトロフィーが渡される予定です。クラス団結して頑張ります。 

★４日（木）小学校説明会について 

各学校別に小学校説明会がおこなれる予定でしたが、学校によっては中止となっているようです。各自小学

校からのお手紙にて確認ください。 

★１７日（水）お別れ遠足 に行きます。雨天時延期日：２２日（月）（※先月お知らせした日より変更です） 

場所：あんずの里運動公園 

日時：２月１７日（水）１０：００出発  

服装：１７日（水）、２２日（月）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。 

  ・昼食はランチボックスで、幼稚園に戻ってから食べます。 

★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 ：６５００円  ＊卒業記念品代：１０００円  計：７５００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  ７月を予定（アルバムをお渡しする方法等もれんらくアプリでお知らせします） 

★翼の会カード返却について 

卒業式当日に回収し、預かり金 1,000円（１枚につき）を返金します。返金期間は１年間とします。申請し

ているカード枚数を揃えて返却ください。 

★卒業後の連絡について【れんらくアプリをそのまま利用します。】 

卒業後の行事のお知らせ及び出欠アンケートは『れんらくアプリ』にてご案内します。その為、卒業後も『れ

んらくアプリ』は削除しないようお願いします。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。 

※感染症状況やその他により、中止になる場合が考えられます。その場合も、れんらくアプリにてお知ら

せします。（幼稚園 HPにも同様の掲載をいたします） 
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