
 

２０２２年がスタートしてはや１ヵ月。新型コロナウイルスのニュースを見ない日は無く、

引き続き警戒をしながらの日々がしばらく続きそうですね。そんな状況の中でも日々成長を

見せる子どもたちの姿がとても頼もしく感じられます。感染対策へのご協力をお願いする 

中でありますが、引き続き子どもたちを見守っていきたいと思います。 

今月も感染対策を行いながら、行事を進めていきたいと思いますので、ご協力よろしく 

お願いします。 

 

☆公開リズムについて…３・４・５歳児で開催予定でしたが、４・５歳児で行うことになりました。

また、２月１９日（土）は、小学校の体育館が使用できないため、日程変更の調整中です。 

決まり次第お知らせします。 

 

月 火 水 木 金 土 日 

 １ ２ ３ 

節分 

４ 

 

５ ６ 

７ 

身体測定 

８ ９ １０ 

 

１１ 

建国記念の日 

(休園) 

１２ 

お弁当の日 

１３ 

１４ 

中村先生 

１５ 

弁当会 

１６ 

豆腐作り 

１７ 

0・1・2 歳児 

内科検診 

１８ 

記念撮影 

誕生会 

１９ 

 

２０ 

２１ ２２ 

避難訓練 

２３ 

天皇誕生日 

(休園) 

２４ 

3・4・5 歳児 

内科検診 

２５ 

 

２６ ２７ 

２８ 
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社会福祉法人 勢理客こども園 

園長：比嘉  裕 

本園 TEL：877-3442 

分園 TEL：917-0530 

今月の行事予定 

３月の行事予定 

３日（木）ひなまつり会 

１５日（火）弁当会 

２４日（木）修了・進級式（園児のみ） 

２６日（土）卒園式・修了式（４・５歳児） 

３０・３１日（水・木）新年度準備 

 

今月の生活目標 

・自分から進んで元気いっぱい 

あいさつをしよう 

・手洗い、うがいをしっかり行い 

感染症を予防しよう 

 

園だより 

※おしゃれ着を持たせてください 

※普段のお子さんの歯磨きはスムーズに行えてますか？歯磨きはコロナウイルス感染予防

にも良いとされています。手洗い、うがいと共に続けていきましょう！ 

※コロナウイルス感染症の影響で、行事予定が変更になる事もありますのでご了承下さい。 



 

 

  

先月からの「沖縄県まん防止等重点措置」の延長に伴い、今月１２日まで浦添市内の保育

施設等に新型感染症拡大防止のため家庭保育の協力要請にご協力ありがとうございます。 

急な感染拡大で、園でも陽性者が出たため、保護者の皆様には仕事の調整などいろいろと 

ご苦労されたと思います。感謝申し上げます。今後も感染拡大防止のため保護者の皆様には

いろいろと協力をお願いする場面が続くと思いますので、ご理解とご協力のほどよろしく 

お願いします。勢理客こども園においてもより一層感染防止対策を徹底してまいります。 

家庭保育の協力期間中、1日中お家にいると、子どもが危険なことややっていけないこと

をするとついつい叱ってしまうことがあると思います。そこで、そのような場合の子どもへ

の対応について、汐見稔幸先生の対応方法を２つ紹介します。 

まず、「叱る」ということは、してはいけないことをわからせる大事なしつけである。 

原則的には当の子どもになぜ叱られているのかをわからせてから、叱ることである。とくに

５歳児には、必ず理由を説明し、「わかった？」といってダメなことを伝えることである。 

１．２歳児ではまだなぜ叱られているか、わからないことが多い、叱ることがあってもいい

とは思いますが、汐見先生なら叱らずに、駆けつけて深刻そうな顔を見せるとのこと。 

「やってはいけないことをして困らせているでしょ？わかるよ」って共感すること。その 

ことで、「あなたの味方である」というメッセージが届くと「やったことはまずかったのか

な。でも仕方なかったんだ。でも…」という葛藤が子どもにも生まれると思われるとのこと。

このように上手にその子の葛藤が組織化されることで、前向きに乗り越える支えになると 

いうことでした。 

最後になりますが、今月は、こども園での 1年間の成長を発表する「公開リズム」を行う

予定をしております。このような状況ではございますが、行事の縮小・短縮して安心して 

開催できるように努めますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

園長コーナー 

 

２歳☆☆ さきはら みくりさん   ☆☆バンカー ねいとさん   

３歳☆☆ なかむら あやさん 

５歳☆☆ かみだ まことさん   

６歳☆☆ くろしま かんなさん   ☆☆ざは ゆうとさん 

 

おたんじょうびおめでとう!! 



もも組(０歳児) 

ねらい ・保育者や友だちと一緒にわらべうたに親しんだり、リズムあそびで体を 

 動かすことを楽しむ 

・探索遊びを楽しみ、意欲や興味を広げていく 

 まだまだ寒い日が続いていますが、子どもたちは元気に過ごしています。もも組のお部

屋を模様替えしました。絵本棚から自分たちの好きな絵本をとり、お友だち同士でイスに

並んで座って絵本を見ていたり、お友だちと一緒にハイハイ板を登ったり、すべってみた

りと楽しんでいます♪ 

 最近は、保育士のお手伝いが出来たり、カバンの準備を自分でやったりする姿が多く 

みられます。お友だちと手をつないだり一緒にかかわって遊ぶ姿も見られ、日々成長を 

感じています。今年度も残り２ヵ月をきりました。このクラスで過ごす時間もあとわずか。

これまで以上に１日１日を大切に、子どもたちと過ごしていきたいと思います。 

 

すみれ組(０歳児) 

 まだまだ寒い日が続く毎日ですが、よく遊び、よく食べ、よくしゃべる元気いっぱいの

すみれ組です☆ 

すみれのお部屋にあるコーナー遊びを模様替えしました～！すると絵本コーナーでは、

新しい手作り本棚から自分で絵本を取り、ミニソファーに座って絵本を見ては片付けをす

る姿が見られるようになっていますよ。ミニソファーにちょこんと座って絵本を見ている

姿がとてもかわいいです♡お気に入りのコーナーになりました～！子ども達の姿を見なが

ら、楽しめる過ごしやすいお部屋作づくりをどんどんしていこうと思います！！ 

 お友だち同士の関りも増えてきています。爪のチェックもよろしくお願いします。 

 

たんぽぽ組(１歳児) 

ねらい ・指先を使った遊びを落ち着いた環境で座って楽しむ 

・保育者に見守られながら簡単な身の回りのことを自分でやろうとする 

寒い日が続いていますが子どもたちは毎日元気いっぱい過ごしています。 

今年度も残すところ２ヵ月となりました。壁にもたれながら立ってパンツやズボンを履い

てみたり、カバンの準備や片付け等を頑張り、どんどん上手にできるようになっています。        

お喋りも上手になり、友だちや保育士とのやりとりを楽しむ姿も見られるようになりまし

た。そんなたんぽぽさんの姿に成長を感じ、嬉しく思っています。 

ねらい ・室内外で保育者と一緒に体を動かして遊んだり、お友達や保育者との 

やりとりの中で遊びや関りを楽しむ 

・好きな遊びを十分に楽しみ、真似っこや言葉のやり取りなど活発に 

探索活動する 



さくら組(２歳児) 

ねらい ・身のまわりのことを自分で出来ることに喜びを感じる 

まだまだ寒い日が続いて、子どもたちの会話の中でも「寒いねー」と寒さを肌で感じな

がらお部屋でゆったりと過ごしています。友だちと関わる遊びが多くなり仲間意識も芽生

え、見立て遊びなどお部屋の中でも遊べる楽しみ方を自分たちで見つけたり、節分の日に

向けて「鬼のパンツ」や「豆まき」を歌い季節を感じ、オニのお面作りでも自分たちで好

きな色を決めて特別なお面を完成させ、出来上がったお面をつけて、ちびっこオニになり

きって遊んでいます。 

 ゆり組に向けてどんどん成長し続けている子どもたち。自分たちでいろんなことを考え

て出来るようになった事も増え、おしゃべりも上手になり、毎日会話が絶えないさくら組

です！！今年度も残すところ２ヵ月をきりました。これからの成長を一緒に楽しみにして

いきましょう☆ 

 家庭保育のご協力・ご理解ありがとうございました。 

 

ゆり組(３歳児) 

ねらい ・友達とイメージを共有したり、膨らませながら一緒に遊んだり過ごしたり 

する楽しさや心地よさを味わう 

 ゆり組も残すところ２カ月！早いですね～。最近のゆり組っ子達は、 

「一緒に鬼ごっこしよ～」「～がお母さん、～が赤ちゃんね」と数名のお友達を誘いごっこ

遊びを楽しんだり、困っているお友達に声をかけたりする優しい姿がよく見られます。 

仲間を意識し関わる姿を見ると成長したなぁ～と嬉しくなりました。 

また、集団遊びのバリエーションも増え、初めは鬼ごっこだけだったものが、“氷おにや 

色おに、線おに”を自分達で何して遊ぶか、鬼は誰がするのかを相談しながら楽しんで 

います。これからも、色々な遊びを提案しお友達や保育士と一緒に楽しんでいきたいと 

思います。 

 今月予定している公開リズムでは、ゆり組の参加は出来ませんが、４．５歳児の姿に 

憧れを持ち、刺激をもらいながらリズムを楽しんでいますよ。「ひまわりさんになるまでに、

左右どちらの足でもケンケンが出来るようになるぞ‼」を目標にやる気満々です。何事にも

チャレンジし、友達と一緒にやり遂げる楽しさや嬉しさを味わいながら過ごしていきたい

と思います。 

 



ひまわり組(４歳児) 

ねらい ・お互いに認め合いながら、自分の役割がわかり、共通の目的に向かって 

取り組む 

・公開リズムに向けて、リズムを楽しみ、丁寧に取り組んでいく 

 登園自粛及び感染防止に関するご協力本当にありがとうございます。節分の日に向けて、

鬼のお面製作を行い子ども達一人ひとりが「どんな色にしようかな？」「難しいな」など 

呟いたりしながら、一つひとつの過程を楽しみながら取り組んでいました。のり、ハサミ

の使い方も上手になったり、折り紙一枚一枚丁寧に考えながら貼っていたり、黙々と作業

に取り組む姿を見て成長したなぁ～と感じました。また、家庭保育でのお面製作のご協力

ありがとうございます！我が子が製作している姿はどうでしたか？出来上がり楽しみに 

待っています♪ 

 今月は公開リズムに向けて、★毎日のリズム ★園庭あそび ★当番での雑巾がけや 

畑仕事など、一年間を通してつけてきた力を発揮出来るよう、みんなで楽しみながら取り

組んでいきたいと思っています。子ども一人ひとりが「出来なかった事」が「出来る様に」

なってきていて、リズム一つひとつで成長が見られると思います。また、ご家庭でも 

子ども達と一緒に、口歌リズム（子ども達に聞いてみて下さいね）・孫悟空（壁立ち）・ 

手あそびなどで三拍子、四拍子のリズムとり・ケンケンパー遊びなど一緒にやってみて 

下さいね。 

 引き続き、手洗い・うがいをしっかり行い、感染対策をご家庭でもよろしくお願します。 

 

年長組(５歳児) 

ねらい ・仲間を励まし、励まされ、意欲的に課題に取り組み、出来た時の喜びを 

 仲間と共感する 

 

 年長組の保護者の皆様、家庭保育の協力ありがとうございます。お家ではどのように 

お過ごしになりましたでしょうか？年長組の中には、家庭で竹馬を作って練習したり、 

公園で縄とび、コマやマリも楽しくあそんでいるよと聞いて嬉しさと感謝でいっぱいに 

なりました。お家での逆立ち、波、親子での馬とび等、協力して頂きありがとうござい 

ます。毎日の積み重ねが大事ですので、引き続きよろしくお願いします。 

いっぱい公園にもあそびに行こうねー！！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆今月のうた☆ 

・豆まき ・おにのパンツ ・冬のうた ・牛もーもー ・ふーゆべまー ・そんごくう  

・チポリーノの冒険 ・熊はなぜ冬眠る ・北風チャチャチャ ・なかよしの歌 

・みんなでおどろう ・たきび ・北風小僧の寒太郎 ・森は生きている  

・指輪呪文のうた ・わらしべ王子 ・満月の夜に ・海をゆく ・わが想い風になり  

・わたしのうたはふるさとです 

☆今月の絵本☆ 

・いちにのさんぽ ・くつくつあるけ ・ぞうくんのさんぽ ・どんどこももんちゃん  

・わたしのワンピース ・まーだだよ ・てぶくろ ・ぐりとぐら ・どろんこハリー 

・おなかのなかにおにがいる ・しんせつなともだち ・ももたろう ・ともだちや 

・そらまめくんのベット ・ちょっとだけ ・どろんこおそうじ・スーホの白い馬  

・うごいちゃだめ ・ブルッキーのひつじ ・わらしべ王子 ・ももいろのきりん 

たんぽぽ組 

家庭保育のご協力、 

ありがとうございます。 

さくら組 

長いお休み、お仕事の調整 

本当にありがとうございます！！ 

年長組 

出来なかった事が出来る様になったり、仲間を応援したりと日々の成長にありがとう！ 

♡今月のありがとう♡ 

もも組 

お友達が泣いていたり、困っている時

に近寄って顔をのぞいたり気にかけて

くれるもも組さんの姿にほっこり♡ 

優しい心にありがとう。 

すみれ組 

いつも上のクラスのお兄ちゃんお姉ちゃんの

雑巾がけする姿を見た後に、真似っこして 

雑巾がけをしてくれてありがとう♡真似する

姿に毎回癒される先生達です♡雑巾がけ名人

すみれさんのおかげで廊下ピカピカでーす☆ 

ゆり組 

困っているお友だちに声をかけ、助け合う

姿が見られるようになりました。そんな優

しいゆり組さんにありがとう♡ 

ひまわり組 

自分で身の回りの事に気づいて行動し、 

仲間思いのひまわり組さん！ 

たくさんの成長を見せてくれてありがとう♡ 


