
妖怪 

すみれぐみおたより 2 月号 

妖怪カルタをみんなでやりました。 
ひらがなを覚えてきたので前回よりも接戦！ 

見たことのない妖怪も登場したので 
学校の怪談や怖い話が大好きなので 

みんなでどんな妖怪がいるのか見せあいながら 
        遊びました☆ 

        一番多くて「12 枚」 
         0 枚の子はいなく、 
        1 枚はみんな頑張って 

         取ることが出来ました☆ 

小学校が冬休みの間に、さくらぐみさんと一緒に 
小学校の築山に遊びに行きました☆ 

こども園の雪山とは違い、とっても大きく 
滑りがいのあるお山にみんなも大興奮でした！！ 

みんなで譲り合いながら思う存分滑って遊びました！ 
スピードも出るので、楽しそうでしたよ💜 

他にも、雪中運動会に向けての練習もしましたよ！ 

大玉転がしやレゴツムツムなど、去年していない分 

今年の雪中運動会は 

どきどきワクワクでした😀 

「数字」や「なまえ」を練習中です。 
少しずつ上手に自分の名前を書けるように 

なってきています😀 

はじめは苦戦していましたが 

今ではスラスラ書ける子も 

増えてきています！ 

ぜひ、おうちでも 

練習してみてくださいね！
 



☆雪中運動会☆ 

雪中運動会がありました！ 
無事開催できてよかったですね。 
レゴツムツムやボブスレーなど 
運動会ではない競技もあり、 

子どもたちも喜んで参加していました！ 
 
 
 
 
 

喜んだり、悔しかったりいろいろな経験が 
できたのではと思います。 

寒さに負けず、元気いっぱい 
最後まで戦い抜きました☆ 

 

 

☆縄跳びや鉄棒☆ 

今月の体育指導では鉄棒や縄跳びなどを中心に 
体を沢山動かして遊んでいます！ 

体育指導以外でも練習をしているすみれさん。 
縄跳びも徐々に跳べる回数が増えてきていて 

跳べたときはニコニコ笑顔で見せに来てくれます☆ 
鉄棒はまだ少し怖い子も中にはいますが 
得意な子が鉄棒をクルクルまわったり 

縄跳びを沢山跳んでいる姿をみて 

☆1 月製作☆ 

1 月の製作はトラのだるまさんをつくりました。 
今回は、筆で文字を書くことに挑戦！！ 

太さの調節に苦戦しながらも上手に 
「２０２２」と書けました☆ 

だるまさんも、自分で型取りして作っています。 
どんどん上手になってきていますよ。 

一人一人表情の違うトラにも注目です！ 
 

今月のすみれぐみ 

ある日の午睡前の出来事・・・ 
「おやすみなさい」をして保育士がお部屋の電気を 
消しに行っていました。お部屋からホールに戻ると 

みんなー！はやくねよー！ 
工藤先生にとんとんしてもらおー！ 

と一人が言うと、シュッと毛布を被るみんな。 
とってもかわいいみんなに私はほっこり。 

 

 

赤組２点  白組２点 

☆同点でした☆ 



 

 あけましておめでとうございます！今年も子どもたちと楽しく過ごして行きたいと思います！よろしくお願います！ 
 さて 1 月は、お店やさんごっこの準備で大忙しのさくらさん。作って作って作って過酷だったと思いますが、どんなことも一生懸
命に、楽しみながらやってくれるので、すごくスムーズに進めていくことが出来ました✨服作りでは、お菓子の袋を切り貼りしまし
た。器用にきのこの山のきのこを切って貼る I くんや、大好きなマイクラのおもちゃの広告を一生懸命貼る R くんと H くん、こだわ
りにこだわる M ちゃんは、時間をかけて丁寧に作っていたり、それぞれのセンスが光る服がたくさん出来上がりました。A ちゃんは
ハサミ使いがすごく上手で、何枚も次々と作ってくれました。靴づくりでは、空いた時間に続きをやっていた E ちゃん！Y ちゃんは、
つい夢中になり、立ち上がって作り出していました        J くんは、布を重ね貼りすることに力を入れていました。お友達の作っている
ものを見ながら「かわいー」と褒め上手な A ちゃんは、みんなのモチベーションを上げてくれていました。そして、雪遊びも本格的
に楽しむことが出来ました！「さむーい」「冷たーい」と言っていたのに、時間が経つとそんなところでもなくなり、遊びに夢中にな
って、きゃっきゃと楽しんでいました！外にいても、おままごとごっこをして遊ぶ M ちゃんと S ちゃんに時々A くんも加わってい
ました      担任保育士に雪玉投げを楽しむ A くんと R くんは、すごくキラキラした良い顔してました（笑）      
 さて、さくらさんはジャンバーを着脱したり、キャハンの上げ下げを自分でできるように練習しています！もしお家で雪遊びをす
る時には、是非練習してみてください！よろしくお願いします         ！！ 
 



 

 
  

 製作「ししまい」 

獅子舞の製作を行いました。虎柄の背景を描

き、獅子舞のパーツを切って貼り、２０２２

も書きました！虎柄にはみんな目を光らせて

筆が止まらない様子でした！獅子舞の体は自

分で線を描き、その上を切ったので形もさま

ざまで、個性を存分に発揮した作品ができま

した！ 

 

絵画「雪中運動会の絵」 
 

 雪中運動会の思い出話に花を咲かせながら、

先生方やお友達をたくさん描いていました。 

お菓子取り競争のときに、山の上にお菓子が置

いてある絵を描いている子や、そりに乗って引

っ張っている様子も描いている子もいて、すご

く上手に描いていました！ 

「おにのおめん」 

今年は恵方巻きを作りました！中の具を「サーモ

ン！」「わさび！」などといろんなものに例えながら、

みんなで楽しく製作していました！ 

海苔の部分では、「手にくっつくよー」と半分心が折

れそうになり「先生がやってよ」と言ったりしながら

も、最後まで頑張ることができました！ 

鬼の仮面の鬼柄は個性豊かな柄が出来上がっていま

したよ！節分の日が楽しみです、、、？（笑） 



2月号 たんぽぽぐみだより

寒さも一段と厳しくなってきましたね！大人は雪が降ると「雪かきかぁ・・・」と思ってしまいますが、子どもたちは大

喜びです★★「雪だるま作れるかなぁ？」「雪合戦する？」と楽しそうに話をしています！1月はなかなか雪遊びが出来

なかったので、2月は沢山楽しめるといいなと思っています。最近のたんぽぽ組さんは、 子ども達同士のやり取りが

増えてきたなと感じています。仲良しのお友達が登園してくるのを楽しみに待っている姿や、遊びに誘いあう姿、保育

者に聞こえないようになにやらこしょこしょ話をする姿も（笑）。何を話しているのかな？(*^_^*)みんなもうすぐ「さく

ら組さん」になるんだなぁ・・・。としみじみ思う今日この頃です。子ども達も、さくら組への進級を意識し始めた様子で

す★自信を持って進級出来るように、働きかけていきたいと思っています。本年度も残り2か月となりました。1日1日

を大切に、今月も元気いっぱい楽しんで過ごしていきます！！！

★絵画★お正月の楽しかったこと、印象に残ったことを絵に

描きました。お休み前よりも、みんな「絵」が上手になっていて、と

ても驚きました！！楽しいお休みだった事がよくわかりましたよ

(*^_^*)それぞれの思いがよく出ている作品になりました。

★雪遊び★小学校の築山に行って

尻滑りを楽しんできました。

「キャー！！！」と言いながら、スピードを

出して何度も滑って遊ぶ子ども達。いっ

ぱい滑りたくて、築山を駆け上がってい

ましたよ☆「また来ようね」「今度は、もっ

と滑るぞ～」「楽しかったね」と、キラキラ

した表情で話していました(*^_^*)

鬼
の
お
面
作
り

節分の日に向けて「鬼のお面作り」をしました。

スポンジに絵の具を染み込ませて顔の模様をつけて、

目や口、角等のパーツを全部自分で切りました！ハ

サミの扱い方も、とっても上手になりましたよ☆可

愛い鬼や、カッコいい鬼、強そうな鬼。色々な顔の鬼

のお面が出来上がりました★節分の日には「おには

～そと！ふくは～うち！」と言いながら、豆に見立て

た新聞のボールを投げて楽しもうね！



おみせやさんごっこ

たんぽぽ組は「スパゲティやさん」と「ピザやさん」の2つの

お店に決めました。12月の下旬ごろから、少しずつコツコ

ツと準備を進めてきましたよ！！麺に見立てた毛糸や、具

材に見立てた画用紙をハサミでチョキチョキ☆細かい作業

でしたが、頑張りました(^_-)-☆ピザには、ケチャップに見

立てたオレンジの絵具を筆でぬりぬり～☆「うわー！なん

だか本物みたい！」と大興奮でした☆

お買い物をする時に使う紙袋や、お財布に可愛くお絵か

きしたり、お店の大事な看板をみんなで作りました☆出

来上がったピザや、スパゲティを見ながら、

「きっとお客さん、喜んでくれるね！」

「誰が買ってくれるかなぁ？」とワクワクしていましたよ。

★2月のお楽しみに！！！★
楽しみにしていたおみせやさんごっこが２月に延期に

なりました。子ども達は早くお買い物をしたり、ピザと

スパゲッティやさんをしたくて、ワクワクしています。

大きな声で「これください」や「いらっしゃいませ～」

を言えるかな？？楽しみにしていようね(*^_^*)

★雪中運動会★赤組・白組に分かれると「赤組に負

けないぞ！」「絶対に白組に勝つ！！」と、とても張り切って

競技スタート！！大玉を転がすのも、秋の運動会よりとって

も上手になっていました(*^_^*)ボブスレー競争では、さくら

さんやすみれさんにそりを引っ張ってもらい、嬉しそうな顔

をしていました★トンネルくぐりも、お菓子取りも最後まで

全力で楽しんでいる姿をみて、子ども達の成長を感じました

★みんなとーっても頑張ったね！

２月もお天気が良い日には、雪遊びをたくさん楽しみたいと思って

います。スノーウエア、手袋、脚絆、帽子の用意を引き続き宜しくお

願いします。

おねがい



・オニの 

お面を 

作りま 

した！！ 

 
 
 
 

朝の冷え込みの厳しい日が続いていますね。鼻水や咳の出始めている子どもの姿が

多く見られるようになってきました。コロナ感染症もまた増え始め、不安な気持ちに

なることも多くなってしまいましたね。家庭と園との連絡を密にしながら、子ども達

の体調の変化を見逃さず、毎日笑顔で楽しく過ごせるようにしていきましょう！！ 

今年もよろしくお願いいたします(*^_^*) 

・お正月の遊びを楽しみました！！ 
 

 

 

 

 

 
 

目隠しをすることを嫌がり、見ながらの福笑い遊びとなり 

ました（笑）みんなとっても楽しんでいましたよ(*^_^*) 

「ひょっとこ」は、てぬぐいの結び目をリボンと勘違いして 

しまい、何度向きを直しても反対にして遊んでいた子ども 

達です（笑）アンパンマンかるたでは、積極的に手を伸ばし 

上手に取る姿が見られました。取れなくて悔しがる姿も 

見せていましたよ！！お家でもぜひ遊んでみて下さいね！ 

・玄関展示作品を作りました！！ 
１，手袋の毛糸通しをする。 

２，服にクレヨンで模様を描き、シールを貼る。 

３，折り紙をハサミで１回切りし、のり付けする。 

４，ボンドで綿を付け、雪にする。 沢山がんばりました。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ばら２さいくみだより 
２月号 

 
 手袋・服・シール・折り紙の色は、 

全部自分たちで選んで 

決めました！！    

 

４色の中から 

好きな色を選 

んで紙皿に塗り 

帯にはトラ柄の

模様を描きま 

した。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

・絵画をしました！！ 
雪中運動会の絵を描く予定でしたが、残念ながら中止となってしまい、雪遊びの絵

を描きました。よく考えながら「これがママで、これがパパ」などとお話をしながら絵

を描く姿が見られましたよ！！全く雪遊びではない絵を描いている子もいましたが、

「これが○○でー」と考えたことを絵にできるようになっており、成長を感じました。 

 

 

 

 

 
 

・お店屋さんごっこ遊びをしましたよ！！ 
楽しみにしていたお店屋さんごっこでしたが、コロナの蔓延防止が発令となり、延期

になってしまいました…   本番をもっと楽しめるように、お部屋でお買い物ごっこを

してみましたよ！！お買い物をする人・お店屋さんをする人に分かれて保育士と一

緒に楽しみました(*^_^*) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

たんぽぽさんに向けて、お布団作り・お箸の練習を頑張って

います。進級することを楽しみにしている子が多く、積極的

に取り組む姿が見られていますよ(*^_^*) 

    おしらせ     
１月より、新しいお友達が加わりました！！ 

名前は『つじ りおちゃん』です。 

あっという間にみんなと仲良くなっていますよ。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年が明けてから、早いもので 1 ヶ月が過ぎようとしています。 

毎日夢中であそび、進級に向けての活動（トイレトレーニング・給食、おやつのおしぼりを 

片付ける・自分で食べる）の練習も一生懸命に取り組み、忙しく過ごしています。 

頑張って１人でできた時には、ドヤ顔で保育者にアピールし、できないことやうまくいかないこと

があると、悔しくて泣き出します。その気持ちの表現に成長を感じている保育者たちです。 

☆雪あそび☆雪の上を靴で歩くのは、うまく前に進まないこともあるけれど、お外あそびは

大好きです！自分のウエアーを保育者のところまで持ってきて「早く着せて～」と催促したり、 
自分からウエアーを着ようと足を入れるお友だちもいます。「やってみよう」の気持ちが育って 

きていますよ。雪山登りに果敢に挑戦したり、ゴロゴロ転がったりと楽しくあそびました。 

☆かるたあそび☆ 初めてのかるたをしました。 

もちろん文字ではなく絵を見つけるかるたです。みんなに人気の 

アンパンマンかるたを使い、アンパンマンやバイキンマンを探します。 

こちらもまた真剣でした。自分の取りたいカードだけを見つめたり、 

指をさしながらどこに何があるのか見ているお友だちもいました。 

大きな声で「はい！」と言ってカードを取れました。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆おすもう大会☆ 「第１回すもう大会」を開催しました！！ 
トーナメント方式で正々堂々戦いました。子どもたちは東西のチームにわかれ、「○○山」と 

「○○海」のしこ名も付けてみました。名前を呼ばれると恥ずかしいのか、ニヤニヤしながら前に

出てきます。「みあって、みあって～」と言っても、どちらも前屈をしていて後頭部しか見えず 

みあえない・・・   そんな姿もとても可愛かったです    

☆他にも・・・☆ 戸板あそびや輪投げなど楽しいあそびをしましたよ。 

たくさん体を動かして、たくさん笑って、たくさん声をだして、毎日がとても賑やかです。 

・・・第１回すもう大会優勝者は・・・ 

すやまゆうちゃんでした♥ 

初代横綱になりました！ 



 

 

 
 
 
新年が明けてから早い物で一ヶ月が経とうとしています。 

お正月休み中は、家で子どもたちとゆっくり過ごしたという方が多かったようですね。 

一週間弱のお休みでしたが、言葉がはっきりしていたり、歩行が安定したり、つかまり立ちから手

を少し離せるようになっていたりと、個々の成長を着実に感じる事ができました。 

今後も少しの変化を見逃さぬよう保育にあたりたいと思います。 
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パーの手で 

たたくよ！ 

フラフープ 

まてまて～ 

みてみて、 

すごいでしょ♪ 

どっちが高く積め

るか競争ね！！ 

＊お部屋での様子＊ 

お部屋では大型積み木を始め、楽器遊びや風船遊び、ボール遊びなど 

様々な物に触れて遊びました。ご機嫌が良いときには遊んでいる様子を 

そっと見守っていますが、少しずつお友だちを意識して遊ぶようになってきましたね。 

と言ってもまだ一緒に遊ぶことは難しく、お友だちのものを取ってしまい、 

ケンカになることがほとんど。うまく死守しようと奮闘する姿もとっても可愛いのですが、 

「じゅんばんこだよ」と声をかけ順番を待つことの大切さを教えています。 

 はいっ、 

どうぞ❤ 

タンタン、いい

音がするね。 

高いところ、 

大好き❤ 

意外と難しい 

のねぇ・・・ 

ドーナツみた

い✨ 

あむあむ・・・ 



＊製作活動＊ 

以前より手遊びや絵本を喜んで見てくれる子どもたちですが、 

とくに「だるまさんの」の絵本は反応も良かったので、製作にしました。 

手形をとって、マジックでお絵描きをして、シール貼り。 

作業は少し多めでしたが、お絵描きを終了しようとすると、 

「まだやりたいの～」と泣いて怒っている子もいました。 

シールもいつもより少し小さい物を使用しましたが、 

しっかりと摘まんで貼ることが出来ていました😊 

 
 

＊戸外あそび＊ 

今月はアデノウイルスなどの風邪が流行し、あまり戸外での 

活動を行えませんでした。戸外に出られても雪が深く思うように 

歩けずにイライラする姿も。そこでソリに乗って小学校周辺までお散歩に 

行ってきました。ソリから手を伸ばして雪に触れるなど積極的に雪の感触 

を楽しんでいるこもいました。 

 

*光遊び＊ 

カラーセロハンを窓に貼り、色の変化を楽しみました。 

普段多く取り入れているシールだと思った子もいたようですが 

ちょっと違うことを感じたようです。 

色の混ざり合いもとってもキレイでした❤ 

 

 


