
  
                                                                    

   

 

 

 

                                        ２０２２・２月 園長 小林康子  

 
今年は、新型コロナ禍の中での幕明けとなりましたが、天候に恵まれ穏やかな幕開けとなりまし

た。新型コロナ感染症も昨年のような一寸先は闇とまではいかないまでも今年もいろいろな「変化」

が求められる年になるでしょう。新型コロナ感染症につきましては、感染予防の徹底をお願いしま

す。また不要不急の外出は避けて下さい。今一度それぞれの本来あるべき姿とは何かを深く考えな

がら「人を育てる」という事を考えていきたいと思います。 

 

“鬼がでたゾ～” 

立春、これから三寒四温を経て一歩づつ春が近づいてきます。園では日頃の寒さはなんのその

子どもたちのパワーには圧倒されるばかりです。 

昨日は節分でした。節分は季節の分かれ目を意味していて、旧暦では「立春」が 1 年の始まり

とされて新年を迎えるにあたって悪霊や災難を追い払い、新しい年を迎えていたと言われていま

す。 

榎の木では子どもたちの無病息災を願ってみんなで豆まきを行いました。節分と言えば「鬼」、 

「鬼」は一般的に悪いものという認識があります。園では「鬼のお面を作る活動」を通して「鬼」

と向き合ったり、自分の中潜んでいる悪い部分を自分なりに分析し、考えるという経験を行って

います。絵本を読んだ後に追い出したい鬼は？の問いに「わがまま鬼」「泣き虫鬼」「やる気のない

鬼」「怒りんぼう鬼」「くいしんぼう鬼」「ゲーム病鬼」「ママと喧嘩する鬼」などたくさんの追い出

したい鬼が出てきました。子どもは子どもなりに一生懸命考えていることに嬉しくなりました。

節分の行事を通して「鬼にまつわる絵本を読む・節分の由来を知る・鬼のお面を作る・自分を振り

返る」等様々な経験をしました。伝統行事大事ですね。お家でも一緒に楽しんで下さい。 

 

 新型コロナウイルスの変異株・オミクロン株の感染が拡大し、感染収束の見通しが立ちません。 

園では予防のための基本的なうがい・手指洗い・消毒の励行に努めています。幸いにも園ではま

だ園児の感染はありません。保護者の皆様のご理解・ご協力ありがとうございます。しかしなが

らまだ蔓延防止       期間中です。これからも集団感染にならないように保護者の皆様

にご協力          を        宜しくお願いいたします。 

 

改正版 



２月の行事予定 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  ありす組 年少・年中・年長組 

１ 火         ティンク 

2 水 学校へ行こう！延期   英（少） 

3  木 鬼が出たぞー！！ 

４ 金 避難訓練 

5 土  

6 日  

7 月  

8 火  

9 水 英（少） 

10 木 子ども見学会       午前保育 

11 金 道しるべ展（建国記念日） 

12 土  

13 日  

14 月 道しるべ展振替休日 

15 火 英（中） 

16 水              英（長）   体力作り（中） 

17 木 英（ア）         英（長）     チクタク 

18 金        ２月生まれ誕生会 

19 土 アリス参観中止 

20 日  

21 月 お別れ参観（少） 

22 火           卒園大冒険（長）英（中）ティンク 

23 水         天皇誕生日 

24 木 英（ア）      お別れ参観（中）英（長）チクタク 

25 金  お別れ参観（長） 

26 土      クリーン作戦 延期 

27 日  

28 月   

    

    

【2 月の子育て支援事業】 

☆ティンクルームのご案内☆ 
（園の定める火曜日 対象年齢：０～１.５歳） 

☆２２日「自由開放」 

☆チクタクキッズのご案内☆ 
（園の定める木曜日対象年齢1.5歳～就園まで） 

☆１７日「雪遊び」 

☆２４日「栄養士さんのお話を聞こう！」 
※人数把握の為事前のウェブ予約をお願い致し

ます。 

２月の目標 
〇道しるべ展を通して意見を出し合い、友だちと協力して活動を行う。 

  ○様々な素材を通して、自分のイメージを表現しようとする力を養う。 

学年の目標 
年 長：友だちと一緒に目的や見通しを持ち、自主的に活動を進めていく中で、充実感 

    や満足感を味わう。  

年 中：互いの思いを受け入れ合って共通の遊びを楽しむ。  

年 少：冬の自然に触れて、感心を持つ。  

アリス：満３歳児→簡単な会話をしながら友達と遊ぶことを楽しむ。 

満２歳児→友達の存在を意識し関わろうとする。 

満１歳児→簡単な身の回りの事を自分で行おうとする。 

 

〈特記事項〉 

 
●２日（水）年長さんで「学校へ行こう！」を

予定していましたが、延期となりました。 

 

●１０日（木）は道しるべ展の準備の為、 

１号認定のお子様は午前保育になります。 

 

●１１日（金）は道しるべ展は作品展です。 
※行う予定ではいますが、人数制限があります。配布

されたお手紙をご覧になり、お間違えのないようにお

願いします。 

 

●１４日（月）道しるべ展振替休日です。 

 １号認定のお子様はお休みになります。 

 

●１９日（土）アリス参観を予定していました

が、コロナウイルス感染拡大防止の為中止と致

します。 

 

●各学年ごとに今年度最後の参観が入っており

ます。日にちを確認し出席下さいますようお

願い致します。※コロナウイルスの状況によ

っては変更になる可能性があります。 
 

●２２日（金）の卒園大冒険は年長組さんの思

い出作り雪山登りです。なお、この日は年長

組のみお弁当となります。 

 

●２６日（土）クリーン作戦ですが、コロナウ

イルス感染拡大防止の為、延期とします。 

WELCOME 

エース組 さが ひかりちゃん 

 はらだ りとくん 



 

雪遊び 

今年は雪が沢山降りました♪雪が降り積もった日は子ども達は大喜び！！目を輝かせながらスキー

ウエアと帽子を被りお家から持ってきた手作りのソリを片手に急いで外に出る子ども達の姿があり

ました お部屋では正月遊びに花が咲いていましたよ！！ 

 

 

 

引継ぎ式 

1 月２５日は引継ぎ式がありました。年長さんのお仕事を次の年長になる年中さんに引継ぎます！

この日の為に、今までやってきたお仕事や年長になってやる事を話しあい、分かりやすく伝えてく

れていました。女白虎隊・男白虎隊の演舞も披露してくれた年長さん。そのカッコイイ姿に年少さ

んも集まっていました♪最後の質問タイムでは「年長さんは何して遊んでいますか？」「お泊り会は

どこに泊まるんですか？」という可愛い質問に、年長さんが優しく答えてくれていました。引継ぎ

式を無事に終えた年中さんは年長さんと一緒に毎日張りきってお当番活動をしています。 

 

園をのぞいてみよう 

こんな仕事があるよ！ 



 

●バスの添乗員さんの紹介● 

２月より菊地 喜代子（きくちきよこ）さん 

がバスの添乗員として来てくれました  

笑顔が明るい先生です！よろしくお願いい 

たします。 

強風と大雪にくじけそうな毎日、吹き溜まった雪がうずたかく積みあがり、庭に小山が出現。これに目をつ

けた子どもたちが、小屋にあった古いスノーボードでそり遊びを始めました。吹雪の中、寒くて辛いだろうと

思いきや、「寒いからいいんだよ」と３歳。子どもは雪の子？です。 

子どもたちと一緒に「あいうえどうぶつおやつはなあに」1を読みました。動物たちのおやつは、オットセ

イはおにぎり、コアラは金平糖、ゴリラはごま団子、サルはソーダ水、ぞうは雑炊、たぬきはとうもろこし、

でんでんむしはドーナツ、ナマケモノは海苔せんべい、ホタルはホットココア、ばくは棒つきキャンデー、パ

ンダはポテトチップ、モグラは最中アイス、ヤギは羊羹、ロバはロールケーキ、ワニは綿菓子と甘辛さまざま。

「ん んまい！」おやつを食べてみんな幸せそう。 

その後、子どもたちとどんなおやつを食べたらよいのか考えました。動物のおやつを甘いおやつと甘くない

おやつに分類すると、子どもたちは海苔せんべいとポテトチップを甘いおやつに分類。そう言えば、砂糖がま

ぶしてある海苔せんべいもチップス（サツマイモ）もありましたね。 

みなさんはどのようなおやつを準備していますか？子どもたちにとって、おやつは毎日の楽しみ、安らぎや

気分転換の時間でもあります。また、子どもは胃袋の容量が小さく消化機能も未熟ですから、成長に必要なた

くさんの量の栄養素等を３回の食事では摂りきれません。おやつには３度の食事ではとりきれない栄養素等や

水分を補給するという役割があるのです。また、おやつを含めて食べる機会は、食事のマナーや社会性を身に

つける場ともなっています。食事の内容は気にしても、おやつは何ともなしに子ども向けお菓子を準備してい

ることも多いことでしょう。甘いものや油っこいお菓子に偏らないように、おやつは小さな食事（捕食）と考

えて準備してあげましょう。どんなものを、どのくらいの量、いつ食べるかについては、次回一緒に考えてい

きます。                              会津大学短期大学部 鈴木秀子 

食育コラム 

十日市を終えて感想 

今年は、２年ぶりに十日市復活の開催出店となりました。天気も良く特有の荒れ模様に悩まされる事なく、 

今年の販売本数も部会の中で取りまとめ３，５００本と決めました。 

早くから買い求める客が多く販売時間も 9:30〜と早めましたが、行列が途絶 

える事がなく在庫が無くなり対応が間に合わなくなるほどの大盛況でおよそ 

14:00 前には完売となりました！ 

年々我がおやじ部やきとり本店の客数が確実に増えており、本当に嬉しく 

思います！ここ２年、コロナの影響で制限等もあり思うような環境ではありま 

せんでしたが、部員さんの素晴らしい連携や、当日までの準備等も率先して動い 

て頂いた事がとても良かったです。お客さんの中では東行仁の名前で覚えて来て 

くれた事も嬉しかったです 今年も楽しめた十日市でした！！ 

皆様におかれましてはご来店頂き大変ありがとうございました！!！！ 

（来年はラストイヤーだけど、楽しむぞー ） おやじ部部長 上野新吾 

編集後記 

２月節分！子ども達は自分の中の鬼を退治す

るため、幼稚園に現れた３人の鬼に一生懸命立

ち向かっていました！来週は道しるべ展！子

ども達の自由で想像力豊な作品に出会えるの

を楽しみにしてたいと思います。チロルチョコ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほけんだより

２０２２年２月号 

学校法人 白梅 

認定こども園 榎の木 

 

２月３日は節分です。子どもたちの「鬼は外！ 福は内！」の元気な豆まきの声が聞こえてきます。子どもた

ちの中にいるウイルスや細菌が全て体の外に出ていきますように。そして成長とともに子どもたちが丈夫で健

康な体になるように祈っています。 

インフルエンザやRSウイルス感染症、コロナ

ウイルス、胃腸炎などの感染症が流行しやす

い季節になりました。小さな子どもほど、感

染症にかかると進行が早く、重症化するおそ

れがあります。体調不良のサインがあったら、早

めに休ませたほうが早く回復します。無理せず、

ご家庭でゆっくり過ごして様子を見てあげてくだ

さい。 



 

 
脳機能が未熟な状態で生まれてくる子どもの睡眠には、脳をつくり、育て、守るとい

うとても大事な役割があります。子どもの睡眠の発達を見ていきましょう。 

そして免疫機能を高めるという意味でも睡眠はとても大切です。子どもは、目覚めて

から約14時間後に眠くなると言われています。早寝早起きを心がけましょう。 

朝ご飯 
ご飯のよいところ   パンのよいところ 

朝ご飯には… 
・体にエネルギーと栄養を与えてくれる 

・脳も活発にしてくれる 

・体温を上げて体を目覚めさせる 

・生活のリズムをつくるなどの役割があります。 

朝はしっかりご飯を食べてその日１日を元気に過ご

しましょう。朝が早い子どもは、朝ごはんを食べな

いで登園すると給食までにお腹が空いてしまい午前

の活動が楽しく過ごせません。といっても忙しい朝

のことです、子どもの機嫌が悪かったりとなかなか

朝ご飯を食べさせるのは一苦労ですよね。食べるの

が難しい時は飲み物だけでも取るようにしたり、 

１００歩譲ってアンパンマンおせんべい（原料は米）

でもいいので摂ってくるようにしましょう。 

スナック菓子は塩分が多く含まれておりやわらかい

ものが多く、塩分の摂り過ぎや嚙むことで満腹感が

得られず量を摂り過ぎてしまいがち、給食が食べれ

なくなる可能性があるので避けましょう。 

・腹持ちがいい 

・あごを強くする 

・塩分がない 

・水分が多く食べ

やすい 

・買ってすぐ食べ

られる 

・カルシウムがと

れる 

・種類がたくさん

ある 

・子どもが大好き 

 

よく噛むことにより顎が鍛えられ

言葉の発達にもつながります。 

園ではひじき煮にレンコンが入っ

ていたりおやつにアーモンドフィッシュではなく

煮干しそのままが出たりと工夫されています。子

どもたちも煮干しは大好きでよくおかわりをして

います。お家でも歯ごたえが楽しめるメニュー作

りをこころがけましょう。 

噛むと 
いいこと 


