
  

 

 

 

 

 

 

 

 

    月 火 水 木 金 

2  安全点検 

 

交通安全指導（そら） 

身体測定（ゆき） 

3 

ひな祭り会（コンサート） 

交通安全指導（ゆき） 

  身体測定（そら） 

4 

 避難訓練（全園児） 

交通安全指導（ほし4歳児） 

身体測定（にじ） 

5 

英語で遊ぼう（３～５歳児） 

交通安全指導（にじ4歳児） 

身体測定（つばめ） 

6 

  

交通安全指導（つき4歳児） 

身体測定（ほし） 

9 

体育遊び（３～５歳児） 

交通安全指導（はな 4 歳児） 

 身体測定(つき) 

10   

 

 

  身体測定（はな） 

11 

 

 

身体測定（ひよこ） 

12 

リサイクルの会 

 

身体測定（はと） 

１3 

 

 

身体測定（あひる） 

16 

誕生日会（２～5 歳児） 

身体測定(すずめ) 

17   

 

 身体測定(ちどり) 

１8  

  

 

19   

卒園式予行 

 

20  

春分の日（休園） 

  

２３ ２4 

 

25 

卒園式 

26 

 

27 

 

 

 

＜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．７３０ 

Ｒ２．２．２５

１９年１２月１

１日 

..．2８ 

 

 

へきなんこども園 

 

 

 

～すずめぐみ～ 

＜ 乳児だより ＞ 

 

 

   

こばと通信 

 

 

 

 

～ちどりぐみ～ 

～はとぐみ～  ～ひよこぐみ～ 

～つばめぐみ～

～ 

℡（0566）41－7300 

 

 

 

 

 

 

～親も子も 生き生き のびのび～ 

  早いもので今年度も今月を残すのみとなりました。 

子どもたちは、新しい生活に胸を膨らませながら、毎日元気に過ごしています。

  

＜ 年長の保護者の方へ ＞  

   

 

 わらべうたを通して、簡単なルールのある遊びを集団で楽しんでいます。

遊びの中で会話を楽しんだり、「つぎ交代ね！」などと、子どもたちでル

ールを作る姿も見られるようになりました。また、外へ遊びに出る時は、

上着の袖を通す場所を考えながら自分で着られるようになってきました。 

 世話遊びをしている姿が多くなってきました。人形を使ったり

お友達と、自分の体験を再現して楽しんでいます！シャワーを使

って髪や身体を洗う仕草は本当にお風呂に入っているかのよう

です。また、お友達が困っているとお世話をしてあげる姿があり、

微笑ましいです！遊びの中でお友達との会話を楽しみながら想

像を膨らませ、汽車やブロックなどを楽しんでいます！ 

段差のある様々な素材の道を歩いて遊

んでいます。腕を広げてバランスをと

りながらゆっくり進みます！楽しくて

何度も挑戦しています！また、ブロッ

クを繋げていくのも大好き！繋げ方の

違う 3 種類のブロックをで、指先を動

かして楽しんでいます！ 

 「赤ちゃんおんぶする！」「焼きそばやまもりいっちょっ！」「お

買い物行ってくるね～」など自分の気持ちが言葉に出来るようにな

り、遊びの中でも、お友達と言葉で意思疎通をする姿が増えてきま

した。「か～わって～」と玩具を貸し借りすることも！！ 毎日の生

活リズムを大切にする中で、生活習慣も身につき自分でしようとす

る姿が色々な場面で見られるようになり、成長を感じます！！ 

 

園にある持ち物や、卒園記念品などを持ち帰る 

ための袋を用意し、持ってきてください。 

★紙袋又はビニール袋・・・１枚 

（色鉛筆・クレヨン等を入れます） 

★大きい紙袋又はふろしき・・・１枚 

（卒園記念品等を入れます）（４０㎝×５０㎝以上） 

※どちらも記名して持ってきてください。 

 

～あひるぐみ～ 

パズルが上手くはまらなかったり 

場所が分からないと、「これは 

どこ？」「ここだよ～」と友だち 

同士で教え合う姿が見られるように 

なりました。また、戸外に新しく増えたグランピ

ングハウスの中のグリル焼きコーナーでは、魚の

型を並べて「今お魚焼いてるよ～ 

！」とバーベキューを 

楽しんでいます！！ 

 

〈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 

      さくらぎ  しゅうが 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 

      さくらぎ  しゅうが 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 

      さくらぎ  しゅうが 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 

      さくらぎ  しゅうが くん 

＜ 卒園式について ＞ 

 ★日時・・・3 月 25 日（水） 

      開始１０：００～ （開場９：４５～） 

★場所・・・Ｆホール 

★参列者・・5 歳児 ・ 5 歳児父兄 

★服装・・・スモック（スモックの中と下は自由） 

      名札・白短靴下又は白タイツ 

※５歳児の保護者の方は２月中に式に出席される人

数を担任までお知らせください。 

※式ですので、スモックの汚れやほつれなどは、直す

などしていただきたいと思います。 

 

 

 食事の時間、コップやお皿を自分でおかたずけしています。落とさ

ないように気を付けて運べるようになってきました。おやつや食事の

後は、使ったものを片付けて、鏡の前へ・・・「先生！見て～！お口汚

れてないよ～！」「上手に食べれた！！」と嬉しそうに話しています。 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

今月のお誕生児さんを 

紹介しています。       

 

～おたんじょうび  

おめでとう～ 

 

～おたんじょうび  

おめでとう～ 

 

 

☆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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


