
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    月 火 水 木 金 

3  安全点検  豆まき 

身体測定（ゆき） 

交通安全指導（そら） 

4 

  身体測定（そら） 

交通安全指導（ゆき） 

5 

身体測定（にじ） 

交通安全指導（ほし4歳児） 

6 

身体測定（つばめ） 

交通安全指導（にじ4歳児） 

7 

身体測定（ほし） 

交通安全指導（つき4歳児） 

10 リサイクル回収開始→ 

 身体測定（つき） 

交通安全指導（はな 4 歳児） 

11  

 建国記念日（休園） 

12 

身体測定(はな) 

13  

身体測定(ひよこ) 

リサイクルの会 

１4 

 身体測定（はと) 

１7 身体測定(あひる) 

 体育遊び（３～５歳児） 

 就学前懇談会(５歳児)→ 

18 身体測定(すずめ) 

英語で遊ぼう(3～５歳児) 

１9 身体測定(ちどり) 

  

 

20 

避難訓練（全園児） 

 

21 

  

 

24 

 振替休日(休園) 

２5 

英語で遊ぼう(3～５歳児) 

個別懇談会(０～４歳児)→ 

２6 

誕生日会（２～5 歳児） 

 

27 

 

28 

 

 

 

 

 

 

＜今月の行事予定＞ 

 

 

＜今月の行事予定＞ 

 

〒447-0878 

愛知県碧南市松本町７３番地   

 

ｖｏｌ．7２７ 

Ｒ２．１．２７ 

..．2８ 

 

 

へきなんこども園 

 

 

 

 

～はなぐみ～ 

＜ 幼児だより ＞ 
   

 

   
こばと通信 

 

 

 

 

コマを回したり、みんなでカルタをしたりして遊

びました。日本の伝統文化にも触れ、楽しみました。 

～ゆきぐみ～  

～ほしぐみ～ 

～にじぐみ～ 

℡（0566）41－7300 

＜ お正月あそび ＞  

   

 

 ＜ 課業(紙すき遊

び)～幼児～ ＞  

   

 

サンタさんもらったお家や衣装は大人気！！乳児さんも新

しいボールが大好きで、とっても楽しそうに遊んでいます。 

 

 

 

 

 

～親も子も 生き生き のびのび～ 

 

 

 冷たい北風が吹き、1 年の中でもっとも寒さの厳しい季節となりました。 

子どもたちは寒さに負けず、縄跳びやサッカー・鬼ごっこと元気いっぱい身体を動かして遊んでいます。 

＜ たこあげ ＞  

   

 

年間のテーマである『自然・社会』を受けて、日

本の文化である『七草について知る』をねらいに課

業で取り組みました。日本では、１月７日の朝に７

種の野草・野菜が入った粥を食べる風習があります。

子どもたちにそんな日本の行事食を知ってもらいた

いと思い、七草にはどんな野草・野菜があるかを五

感を通して伝え、学びました。そしてどうして七草

粥を食べるのか（その年の無病息災を願ってのこと

と、お正月のご馳走で疲れた胃腸をいたわるため）

なども話したり、七草のそれぞれの効能も伝えると

「へぇー」と興味深そうに聞く姿も見られました。

わらべ歌の『ななくさ』を歌ったり、一つ一つの七

草を手に取り、匂いを嗅ぎ、葉の形などを見て、実

物を通してより七草について学び、楽しむ時間が過

ごせました。これを機に、園庭の草花や畑の野菜に

も、また目を向けていけるといいなと思っています。 

 自分の家には誰が住んでいて、何人家族か、お家

に家族を貼り、自分の家を作りました。「赤ちゃん

が生まれたよ」「お兄ちゃんがいるんだよ」「これ○

○くん（弟）でしょ！」とお友達同士家族の話で盛

り上がりながら、自分の家を完成させました。また、

最近数字に興味が出てきた子が多く、遊びの中でも

数を数えたり、数字を書いたりする姿が見られるの

で、出来上がった家の中にいる人数を数えて何人家

族か楽しんで見せ合っていました。 

 「みんなのお父さん、お母さん、お兄ちゃん、お

姉ちゃん、弟、妹とか、同じ家に住んでいる人たち

の事を家族って言うんだよ」という話から、家族の

絵カードから選び、みんなに紹介してもらいました。

自分の家族の人たちを再認識！！年中さんは、○人

家族ということもプラスして、考える事が出来まし

た。その後は画用紙に自分の家族の顔の絵を描きま

した。「パパだよ」「ママだよ」「これはお姉ちゃん」

「赤ちゃんもいるよ」などと友達同士の会話もはず

んで楽しむ姿も見られました。 

家族というテーマから花組さんはみんなのお家を作りました。

みんなのお父さん、お母さんを貼っていきながら、「私の家には

大きなお兄ちゃんがいるよ」「犬もいるから家族だ」とお友達と

の会話を楽しみました。家族は何人いるかな？と聞くと、「１…

２…３…」とみんなで数えながら考えていました。数字カード

を使って、子どもたちと一緒に数を数えていき、数への意識が

高まり、遊びの中でも数を数えたり、数字カードで遊んだりす

る姿が見られました。 

～つきぐみ～ 

 自分の近くにいる「家族」についてみんなで話を

しました。「誰がいるかな」「何人いるかな」それぞ

れ家族の形は違うけれど、「お家の人がいるから、暖

かいお布団で寝られるね」「美味しいご飯も食べられ

るね」など家族が自分たちにとっても、家族にとっ

ても大切な存在であることに気付けたようです。 

〈ゆ き〉 かたやま  そうま  くん 

〈そ ら〉 いそべ   りお   さん 

      いたくら  あやか  さん 

〈に じ〉 たけうち  まさと  くん 

      なかもり  ひでき  くん 

      まつもと  かほ   さん 

〈ほ し〉 たなか   かりん  さん 

〈は な〉 いくた   ゆう   くん 

〈ゆ き〉 かたやま  そうま  くん 

〈そ ら〉 いそべ   りお   さん 

      いたくら  あやか  さん 

〈に じ〉 たけうち  まさと  くん 

      なかもり  ひでき  くん 

      まつもと  かほ   さん 

〈ほ し〉 たなか   かりん  さん 

〈は な〉 いくた   ゆう   くん 

今月の誕生児を 

 紹介しています。 

〈ゆ き〉 かたやま  そうま  くん 

〈そ ら〉 いそべ   りお   さん 

      いたくら  あやか  さん 

〈に じ〉 たけうち  まさと  くん 

      なかもり  ひでき  くん 

      まつもと  かほ   さん 

〈ほ し〉 たなか   かりん  さん 

〈は な〉 いくた   ゆう   くん 

〈ゆ き〉 かたやま  そうま  くん 

〈そ ら〉 いそべ   りお   さん 

      いたくら  あやか  さん 

〈に じ〉 たけうち  まさと  くん 

      なかもり  ひでき  くん 

      まつもと  かほ   さん 

〈ほ し〉 たなか   かりん  さん 

〈は な〉 いくた   ゆう   くん 

＜ 年少の保護者の方へ ＞ 

 ２月２1 日（金）でお昼寝を終了

させていただきます。休息が必要な

お子さんは臨機応変に対応させてい

ただきます。 

 

伝承遊びに興味を持つというねらいでカルタや

コマで遊びました。伝承遊びに限らず、「遊び」に

は子どもたちの色々な力を育てる良さがあります。

例えば、カルタは遊びの中で言葉を覚える事に繋が

り、コマはどうしたら上手に回せるか考える思考力

や友達と喜びを共感するなどの人間関係を養いま

す。ゲーム形式の遊びは積極性や協調性などを育て

ることにも繋がります。卒園までに遊びを通して、

様々な力が身についてくれたらいいなと思います。 

 

 

＜ サンタさんからもらった 

プレゼントで遊んでるよ！！ ＞  

   

 

課業テーマ『伝承あそび』 

～ 

～そらぐみ～ 

ぐうぐみ～  課業テーマ『七草』 

～  

～おたんじょうび  

おめでとう～ 

 

～おたんじょうび  

おめでとう～ 

課業テーマ『家族』 

～ 

課業テーマ『家族』 

～ 
課業テーマ『家族』 

～ 

課業テーマ『家族』 

～ 

風に乗せて上手に飛ばせました。 

☆赤字はおでかけの服装でお願いします。 

おでかけの服装はスモックのみです。（スモックの中と下は自由です） 

  

 

☆赤字はおでかけの服装でお願いします。 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


