
  

 

 

    

 

 

 

新しい

  いう間に季節が過ぎ、一回りを二回りもたくましくなった子ども達。今年もまたいろいろ

  なことに挑戦できるように応援していきたいと思います。

   きりん組さんにとっては、幼稚園生活最後の学期です。友達との友情をさらに深め、た

  くさんの思い出が残せるような学期にしていきたいと思います。元気いっぱいの子ども達

  に負けないよう、楽しく過ごせるような環境づくりを心掛け、職員一同頑張っていきたい

  と思います。本年もどうぞよろしくお願い致します。
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・始業式に参加し、３学期

が始まったことを知り、

心新たに新しい年をスタ

ートする。

・書初めや身近な素材を使

って凧を作り、お正月な

らではの伝統遊びを楽し

む。

・なわとび５０回を目標に

練習を頑張る。

・寒さに負けず外で遊び、

丈夫な体をつくる。

・高齢者との

奏や歌を披露したり、感

謝の気持ちを込めて作っ

たプレゼントを渡したり

して、楽しい時間を過ご

す。

い年を迎え、子ども達と心新たに挨拶を交わし３学期がスタートしました。あっと

いう間に季節が過ぎ、一回りを二回りもたくましくなった子ども達。今年もまたいろいろ

なことに挑戦できるように応援していきたいと思います。

きりん組さんにとっては、幼稚園生活最後の学期です。友達との友情をさらに深め、た

くさんの思い出が残せるような学期にしていきたいと思います。元気いっぱいの子ども達

に負けないよう、楽しく過ごせるような環境づくりを心掛け、職員一同頑張っていきたい

と思います。本年もどうぞよろしくお願い致します。

今月の主題
＜目標＞・日本の伝統行事に興味を持つ。

    ・冬の自然に関心を持つ。

    ・冬の遊びで、寒さに負けない体力を作る。
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・なわとび５０回を目標に

練習を頑張る。

・寒さに負けず外で遊び、

丈夫な体をつくる。

高齢者との集いでは、合

奏や歌を披露したり、感

謝の気持ちを込めて作っ

たプレゼントを渡したり

して、楽しい時間を過ご

す。 
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り、お正月の伝統遊びを楽

しむ。 

・なわとび３０回を目指し、

練習を頑張る。

・寒さに負けず外で遊び、丈
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・始業式に参加し、３学期

の始まりを知り、園生活

に期待を持つ。

・冬休みの楽しかった思い

出を話したり、友達の話

を聞き会話を楽しむ。

・なわとびの練習をしたり、

戸外で元気に遊び、寒さ

に負けない体力づくりを

目指す。

・身近な素材を使い凧を作

り、凧揚げを楽しむ。

・高齢者との集いに参加し、

おじいちゃんやおばあち

ゃんの前で、歌や合奏を

披露し楽しい時間を過ご

す。
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お知らせとお願い 
・なわとびの練習をしています。とびなわを持たせていらっしゃらないご家庭は、持たせて下さい。 

(ビニール製ではなく、布製がいいです。園でも購入できます。) 

・シューズ、スモッグ、その他の持ち物の名前の記入を、もう一度ご確認下さい。 

・毎日、ハンカチ、ティッシュ、タオル、ランチョンマットを持たせて下さい。 

・風邪、インフルエンザの季節になりました。手洗い・うがいの励行をお願い致します。 

 特にインフルエンザは急な発熱、悪寒から始まります。朝は元気に登園しても、急に具合が悪く 

 なることがありますので、連絡先や電話番号が変わられた方は、必ず担任までお知らせ下さい。 

 

 

 

・ １日(火)  元旦(お正月休み) 

・ ２日(水)  （お正月休み） 

・ ３日(木)  （お正月休み） 

・ ４日(金)  ２号・３号認定始まり 

・ ５日(土)  出初式(きりん組参加)   

・ ８日(火)  ３学期始業式 

        １号認定：午前中保育(バスは午前中保育の

時刻です) 

    ２・２号認定：１日保育(給食・おやつあり) 

・１０日(木)  職員会議(午後５時３０までのお迎えをお願

いします) 

・１１日(金)  避難訓練(火災) 

 

・１２日(土)  自由登園 

・１４日(月)  成人の日㊗ 

・１５日(火)  書初め・紙製容器包装収集日 

・１９日(土)  高齢者との集い 

・２２日(火)  卒園記念写真撮影 

・２６日(土)  自由登園 

 

☆体育教室(木)…１７・２４・３１日 

☆スイミング(水)…９・２３日 

☆お習字(火)…１５日(書初会)・２９日 

☆英語で遊ぼう(金)…１１日・１８日・２５日 

☆そろばん(月・木曜日) 

 

かるた・コマ回し・凧揚げ・羽根つきなど、お正月の遊びはと

ても興味のあるものです。コマ回しや羽根つきは何度も練習し

ないと上手にできません。凧は上手く揚げるにはたくさんの工

夫が必要です。かるたは字に興味を持つだけでなく集中力も養

います。そして何より、どの遊びも友達や家族と関わってこそ 

  楽しめるもの。お正月は過ぎましたが、今しばらく 

楽しんでみてはいかがでしょうか☆彡 

行 事 予 定 


