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年が明けて 1 か月。暦の上では春ですが、まだまだ寒いですね。寒さの中、子どもたちはほっ
ぺたを赤くしながらも元気に園庭で体を動かしたりごっこ遊びをしたりしています。
また、作品展に向けての活動の中、子どもたちは今までの素材の経験や技能、技法を使って作品
を制作しています。制作を通して描く、切る、貼る、折る、塗る、刷るなど様々な技能を経験する
ことができます。その中の一つに、
「ハサミで切る」ということがあります。危なくて使わせていな
いという家庭もあるかと思いますが、園では発達に合わせて指導をしていきます。経験のない幼児
は、ハサミのどこにどの指をどう入れるかさえ分かりません。指の力がないと、刃を開くことも難
しいのですが、最初は細い紙をチョキンと刃先で 1 回切ることから始めます。そして、刃を大きく
広げての 1 回切りを経験し、ジョキジョキと連続しての直線切りを経て、曲がった線や丸を切れる
ようになり、小さな形や思い通りの形を切れるようになります。ハサミを持つ手が大切なのは言う
までもなく、紙を支えているもう一方の手を動かすということが重要です。幼児にとって紙を動か
しながら切る、
ということは結構難しいのです。
左右の手で同時に別々の動きをするということは、
経験を通していく中で身に付いていきます。
また、園では糊（でんぷん糊）を使い、
「紙を貼る」ということをします。指が汚れないスティッ
ク糊があるのに…と思われるかもしれませんが、
これもまた指先を使うということが大切なのです。
指先にべトッとした感触を感じる、どの程度入れ物に指をつければどれくらいの糊が取れるかを感
じる、指で糊を伸ばす…ということを経験し、紙の大きさに応じた糊の量を調整したり、紙全体に
伸ばしたりということができるようになっていきます。一方の手で紙を押さえたり、糊のついてい
ない指で紙をつまんだり、ということもやりながら覚えていきます。このように、切る、貼る一つ
とっても段階を経て様々な経験をしていきます。
子どもたちの作品一つ一つ、それぞれの思いやイメージが詰まっています。ぷっと吹き出してし
まうくらいにユニークな発想の作品もたくさんあります。
こんなことができるようになったんだな、
ここを苦労しながら作ったんだな、
と感じながら作品をご覧いただき、
子どもたちの豊かな発想を、
ともに楽しんでいただきたいと思います。
豊かな表情のオニがたくさんです

今月の保育のねらい
太陽組（３歳児） ☆
☆
☆

自分の思いを教師や友達に表しながら、一緒に遊ぶ楽しさを味わう。
触れ合い遊びやルールのある遊びなどを通し、友達と一緒に活動することを楽しむ。
寒さに負けず、戸外で体を動かして遊ぶことを楽しむ。

地球組（４歳児） ☆ 友達と伝え合いながら、一緒に遊びや生活を進めていこうとする。
☆ 年長児とのかかわりを通して、感謝の気持ちや進級への期待感をもつ（誕生会の司
会、当番活動など）
。
宇宙組（５歳児） ☆

自分たちの成長を感じながら、１日の生活に見通しをもって遊びや生活を進めてい
く。
年長児として、幼稚園のためにしてきたことを年中児に伝えたり、いろいろな活動
（お別れ会、交流給食など）に参加したりする中で、就学に期待感をもっていく。

☆

連絡事項
＜豆 ま き＞

１日（金）

子どもたちが健康で明るく元気に育つよう、みんなで豆まきをします。
本来、節分とは季節の変わり目である「立春、立夏、立秋、立冬の前日」のことをいいますが、春を迎え
るということは新年を迎えるにも等しいぐらい大切な節目だったため、室町時代あたりから節分といえば立
春の前日だけをさすようになりました。
豆まきの豆は「魔滅」に通じ、鬼に豆をぶつけることにより、邪気を追い払い、１年の無病息災を願うと
いう意味合いがあります。
豆をまいた後、年の数に１つ加えた数の大豆を食べます。

＜作 品 展＞

２日（土）

子どもたちはいろいろな材料や素材を使って、描いたり作ったりしてきました。
子どもたちの作品を展示します。また、親子で作品を鑑賞したり、製作や活動をしたりすることを楽しんでいただく計画を
立てています。ご都合をつけてご参加ください。
ゆっくり鑑賞していただくために、鑑賞時間を 2 グループに分けさせていただきます。
○前半 登園 ８：５０
○後半 登園 １０：３０

降園１０：２０
降園１２：００

太陽１組、地球１組、宇宙１組
太陽２組、地球２組、宇宙２組

※兄弟のいる方の鑑賞時間は、担任よりお知らせします。
※作品展の日は、園庭開放はありません。
２月４日（月）は、振替休業日
※２月６日（水）には、ひよこクラブにいらした未就園児の子どもたちが遊びます。
※プログラム、合同学級便りをよく読んでご参加ください。
持ち物：リュック、コップ、タオル

+

＜グループ参観・懇談会＞ ３歳児のみ
７日（木）
・８日（金）
・１２日（火）
・１４日（木）

＜赤坂小学校授業見学・交流給食＞
５歳児のみ ５日（火）
宇宙組が赤坂小学校 1 年生の授業を見学した後、
5 年生と一緒に給食をいただきます。
給食の詳しい内容、給食費については、すでにお知
らせしております。
当日欠席した場合も、返金できません。ご了承くだ
さい。

３歳児太陽組が幼稚園で過ごす普段の姿を見ていた
だきたいと思います。
４日間設け、少人数で参観していただきます。
詳細は、後日お知らせいたします。

＜新入園児体験入園＞ １３日（水）遊戯室にて

９：３０より【受付 ９：１５～】

平成３１年度 新入園児が体験入園をいたします。遊戯室で遊んだ後、地球組の歌を聴かせてもらいます。

＜遠 足＞

４・５歳児

１５日(金)

３歳児

２０日(水)

４・５歳児は、
「花やしき」(雨天の場合、
「はまぎんこども宇宙科学館」)３歳児は「アソボーノ！」
に行ってきます。今回の遠足のバス代は、バザーの収益金から出していただきます。詳細は後日手
紙でお知らせします。

＜学校評議員会＞
＜ＰＴＡ総会＞
１８日（月） ９：１０～
平成３１年度に向けての総会です。ご都
合をつけてご出席ください。

１９日（火）

学校評議員会とは、中之町幼稚園の教育内容
等について、地域の皆様や保護者代表、学校関
係の方々との協議を通して、本園の教育内容の
改善・充実を図るための会です。
地域、保護者代表の方々にお集まりいただき、
協議を行います。

＜コンサート＞ １８日（月） ９：４５～

赤坂中学校体育館にて

キッズスマイルカンパニーの歌のお兄さん大島 靖史（やっしー）さんをお迎えし、楽しいひと
時を過ごします。バザーの収益金を使わせていただきます。保護者で参加したい方はどうぞいらし
てください。上履きをお持ちください。

＜ボ ー ル 遊 び＞ ２０日（水） ９：２５～１０：１５ 地球組 (４歳児)
１０：２０～１１：００ 宇宙組 (５歳児)
赤坂中学校体育館にて
プロのコーチに教えていただきながら、ボール遊びを楽しみます。今年度、最後となりま
す。参観されたい保護者は、ご覧ください。私語、及び、弟妹の飲食はご遠慮ください。

＜交 通 安 全 指 導＞ ５歳児のみ
２２日（金）１２：３０～ 宇宙２組にて
赤坂警察署の方に、園児を対象とした交通安全のお話をしていただき、
その後５歳児対象の歩行訓練の指導をしていただきます。
４月から一人で小学校へ登校する宇宙組は、横断歩道の渡り方、歩道の
歩き方などについて、実際に道路を歩いて学習します。

＜お別れ会（宇宙組保護者主催）＞
２６日（火）１２：００～
太陽組・地球組 １１：３０降園

＜新入園児保護者会＞
２５日（月）遊戯室
９：３０より【受付 ９：１５～】
平成３１年度 新入園児保護者会をいた
します。

宇宙組の修了を祝い、宇宙組の保護者主催の「お別れ会」
が行われます。
太陽組と地球組は午前保育です。園庭開放・サポート保育
はありません。ご協力をお願いします。

＜おはなし会（振興対策事業）＞
２７日(水) 遊戯室にて
ストーリーテラーの﨑山洋子さんをお迎えし
て、５歳児・４歳児・３歳児と未就園児にお話を
聞かせていただきます。 時程は後日、掲示いた
します。

＜ひなまつりお茶会＞ ３月 １日（金）
集会 ２月２８日（木）
日本の伝統行事のひな祭りを全園児で楽しみた
いと思います。また、日本の伝統文化のひとつであ
る茶道を子供たちが体験する“お茶会”をいたしま
す。
お茶の先生として赤坂９丁目にお住まいの本園
修了生、山﨑英子さんにお越しいただきます。
茶道のお作法を見せていただいた後、子供たちも
お抹茶をいただきます。

＜ひな人形作品展示＞
２８日（木）
１４：００～１４：３０
子供たちの作ったひな人形を遊戯室に展示します。
降園後、遊戯室でご覧ください。
翌日のお茶会の準備がしてあります。畳の上に乗る
ことのないようにお願いします
ひな人形は、１日（金）に持ち帰ります。

＜サポート保育おはなし会＞
２月７日（木）３月４日(月)
１４：１０～１５：００ 遊戯室にて
さくらちゃんくらぶで、
「おはなしポッケポッケ」
の、ストーリーテラーの髙橋 三重子さんに来ていた
だき、子どもたちにお話を聞かせていただきます。
当日利用者の他、親子で聞きたい（申込み先着１５
組）方は、２月５日(火)の登園時から受け付けをし、
定員になり次第締め切ります。

＊ お知 ら せ ＆お 願 い ＊
＜登 降 園 時 間について＞
朝、寒い日が続いているためか、登園時間が遅くなっている方が増えてきています。登園は８：５０～９：００で
す。間に合わないと、朝の活動に遅れてしまいます。また、進級を意識出来るようにお子さんとは中門のところで別
れ、見守っていただきたくお願いします。
迎えは、降園時間の５分前に担任からの連絡をいたしますので、遅れないようにお願いします。担任も、遅れない
ように気を付けます。

＜サポート保育さくらちゃんくらぶについて＞
年度末に向け、サポート保育の「利用券」の未使用分の払い戻しを行います。計画的に利用券を購入するように
お願いいたします。
詳しくは、後日配布するお知らせをご覧ください。
○利用券の払い戻し
・払い戻しの枚数分の金額が記載されている「請求書」に必要事項を記入する。
（請求書は、さくらちゃんくらぶコーナーに置いておきます。 利用券は１枚８００円です。
）
・利用券と請求書を提出する。 ３月４日（月）～６日（水）
・手続き後（１～２か月後位）指定の口座に振り込まれます。

今年度の幼稚園評価のアンケートにご協力ありがとうございました。お褒めの言葉を励みに頑張り
たいと思います。また、来年度に対するご意見に関しては、現在検討中の来年度の教育課程の編成に
生かしていきたいと思います。

