
２月 年少カリキュラム 

令和５年１月２５日 

札幌若葉幼稚園 

子どもの姿 ・寒さに負けず、戸外で先生や友達と一緒に雪遊びを楽しんでいる。

・身支度など自分のことは自分でするようになっているが、思うようにできず戸惑う姿が見ら

れる。

ねらい ・戸外で冬の自然にふれ、季節ならではの環境を楽しむ。

・園生活の中で気付いたことやできることを自分でしようとする。

・気の合う友達と遊ぶ中で思いを伝えたり、相手の思いを知ったりする。

保育内容 うた ・園歌 ・おひさまになりたい ・ともだちさんか

・うれしいひな祭り ・きみのそら

楽器 ・打楽器、大型楽器～合奏の雰囲気を味わう。

・ハンドベル～音色に興味を持つ。

絵 

製作 

・修了制作～顔写真を用いて、この１年間で成長した自分を作ります。

・ひな祭り制作～和柄の折り紙で置き型のひな飾りを作ります！

・思い出帳表紙作り～飛行機に乗って、空を飛んでいるところを表現します。

“おもいで”の文字はカラーペンを使って自分たちで書くことにチャレンジ

します！ 

・よせがき～自分の顔をカラーペンで描きます。

体操教室 ・縄跳び～ 前跳び復習

・鉄棒 ～ 握り方、ぶら下がり、ぶたのまるやき、つばめ

手遊び ・かみなりどん ・鬼のパンツ ・いわしのひらき

ゲーム ・このこはだあれ？

月刊誌 総合絵本『いっしょ』 

特集「かちこち氷」  うた「やぎさんゆうびん」  

生活「やりたいことを伝える」 

その他 ・坂滑り（グラウンド・吉田川公園）

・外遊び（そり遊び・色水遊び・雪中おにごっこ・雪合戦等）

・先生交換（他のクラスの先生と朝の会から昼食前まで一緒に活動します）

１日（水） 体操教室（もも・さくら・みかん） 

２日（木） 豆まき会 

２月誕生写真撮影 

３日（金） 吉田川公園坂滑り（さくら） 

６日（月） 吉田川公園坂滑り（もも） 

７日（火） 年長行事の為、全園児３０分遅れ降園 

９日（木） 吉田川公園坂滑り（みかん） 

１０日（金） 吉田川公園坂滑り予備日 

１３日（月） 吉田川公園坂滑り予備日 

１４日（火） 年長行事の為、全園児３０分遅れ降園 

１５日（水） 体操教室（さくら・もも） 

１６日（木） お誕生会（年少 １０：５０～） 

２０日（月） ３月誕生写真撮影 

２２日（水） 体操教室（みかん） 

２７日（月） 卒園式練習見学（年少・中） 

２８日（火） PTA全体委員会 

令和 4 年度 



２月 年中カリキュラム 
令和５年１月２５日 

札幌若葉幼稚園 

子どもの姿 ・友達と工夫しながら、様々なごっこ遊びや雪遊びを楽しんでいる。

・友達と思いを伝えながら遊ぼうとしているが、思い違いや言葉が足りないためトラブル

になることもある。

ねらい ・友達と思いや考えを伝え合いながら遊ぶ楽しさを味わう。

・友達同士のトラブルを少しずつ自分達で解決しようとする。

・冬の自然に興味を持ち、寒さに負けず戸外でいろいろな遊びに進んで取り組む。

保育内容 うた ・園歌 ・うれしいひな祭り

・ともだちさんか ・世界中の子どもたちが ・やくそく

楽器 ・1月に練習したメロディオンのゆきに、打楽器も合わせて合奏を楽しみます

絵 

製作 

・ひな祭り制作～菱餅の上にのっているお雛様とお内裏様を作ります。着物は

にじみ絵で表現し、かけ飾りにして完成させます。 

・修了制作～言葉集めをしながらオリジナル絵本を作ります。

・マーブリング～専用の液体を水に垂らし、指で混ぜ画用紙を乗せると、不思

議な模様が画用紙にうつります！！！ 

・思い出帳表紙作り～マーブリングを使って、シャボン玉を表現します。

・卒園児へのプレゼント作り～年長さんにメッセージカードのプレゼントを作

ります。 

・よせがき～カラーペンで自分のお顔と名前を書きます。

体操教室 ・年長へ向けて～ バルーン・集団体操の約束、バルーン・集団体操遊び、横隊

英語あそび  

 

月刊誌 『キンダーブック２』 

観察「じっくりみよう！おかしこうじょう」  生活「小さい子との関わり」 

お話「名作」  食育「世界の料理」  歌「おにのパンツ」  行事「ひな祭り」 

その他 ・坂滑り（グラウンド・吉田川公園）

・縄跳び大会③

・外遊び（雪合戦・色水遊び・かまくら作り等）

２日（木） 豆まき会 

２月誕生写真撮影 

３日（金） 吉田川公園坂滑り（たんぽぽ） 

６日（月） 吉田川公園坂滑り（ちゅうりっぷ） 

７日（火） 年長行事の為、全園児３０分遅れ降園 

８日（水）  体操教室（たんぽぽ） 

９日（木）  吉田川公園坂滑り（すずらん） 

１０日（金） 吉田川公園坂滑り予備日 

１３日（月） 吉田川公園坂滑り予備日 

１４日（火） 年長行事の為、全園児３０分遅れ降園 

１５日（水） 体操教室（ちゅうりっぷ・すずらん） 

１６日（木） お誕生会（年中 １１：２０～） 

２０日（月） ３月誕生写真撮影 

ファンタジーキッズリゾート遠足

（たんぽぽ） 

２１日（火） 英語あそび（年中・長） 

２２日（水） 体操教室（すずらん・ちゅうりっぷ） 

２４日（金） ファンタジーキッズリゾート遠足

（ちゅうりっぷ・すずらん） 

２７日（月） 卒園式練習見学（年少・中） 

２８日（火） 英語あそび（年中・長） 

PTA全体委員 

令和 4 年度 

2 月 Cake,Snacks（ケーキ作り、軽食）

単語：whipped cream,oven,hamburger,rice ball,sandwich, 
（ホイップクリーム、オーブン、ハンバーガー、おにぎり、サンドイッチ）

  文:What do we need to bake a cake? （ケーキを焼くのには何が必要ですか？）[講師] 

 (We need some)whipped cream.（ホイップクリームが必要です。）[園児] 

What do you want to take on our picnic? （ピクニックに何をもっていきたいですか？）[講師] 

 (I want )(a)hamburger.（ハンバーガーをもっていきたいです。）[園児] 

♪歌：The Three Little Kittens

絵本： Strawberry Road・・・ケーキができあがるまでのドラマを描いた絵本です。



２月 年長カリキュラム 

令和５年１月２５日 

札幌若葉幼稚園 

子どもの姿 ・寒さに負けず、戸外で体を十分に動かし、雪遊びを楽しんでいる。

・小学校に向けて見通しをもち、自分で生活の切りかえができるようになってきている。

ねらい ・進んで遊びや活動に取り組み友達と考えを出し合いながら互いに高め合う。

・年長児としての自覚を持ち、自信を持って園生活を送る。

・卒園に向けて意識を高められるよう、式の練習にけじめをもって臨む。

保育内容 うた ・園歌 ・うれしいひな祭り

・ビリーブ ・卒園式の歌

絵 

製作 

・卒園記念共同制作～ 幼稚園の周りにある風景をプラモザイクや折り紙を使って

表現します。３クラスで分担して１つの作品に仕上げます。

・在園児へのプレゼント～ ビー玉を転がした画用紙をくり抜き、写真たてにしま

す。中の台紙にメッセージを書いて、年少・中の友達に感謝の気持ちを伝えます。 

・ひな祭り制作～ 紙皿を半分に折って土台とし、揺れるひな飾りを作ります。

・思い出帳表紙作り～ 絵の具で自分の顔を描きます。

・よせがき～ 自画像とクラスの友達へのメッセージを描きます。

英語あそび  

 

まなび 

タイム

【先生といっしょに】 ・２０までの数字を読みましょう 

・どちらが多いかな？いくつ多いかな？

【みんなで楽しく】  ・絵に合う言葉に直してね ・時計のこと知っているかな

・文字カードをパッパ上げ ・１０の階段を作ろう

【かいてみよう】   ・「ん」「え」「ま」「よ」の文字書き 

月刊誌 『チョコレート』 みんなが大好きなチョコレートは何からできている？ 

材料を見ながら、どうやってできるかを追いかけます。 

その他 ・坂滑り、チューブ滑り（滝野、吉田川公園、グラウンド）

・縄跳び大会③

・外遊び（雪合戦・色水遊び・雪中ドッジボール・そり遊び・雪中鬼ごっこ等）

１日（水）  まなびタイム（年長） 

体操教室（ゆり） 

２日（木）  豆まき会 

２月誕生写真撮影 

３日（金） 吉田川公園坂滑り（ひまわり） 

６日（月）  吉田川公園坂滑り（きく） 

７日（火）  滝野チューブ滑り（ひまわり） 

※全園児３０分遅れ降園

８日（水）  体操教室（ひまわり・きく・ゆり） 

９日（木）  吉田川公園坂滑り（ゆり） 

１０日（金）  吉田川公園坂滑り予備日 

１３日（月）  お抹茶教室（年長 2回目の子のみ） 

吉田川公園坂滑り予備日 

１４日（火）  滝野チューブ滑り（きく） 

※全園児３０分遅れ降園

１５日（水）  まなびタイム（年長） 

１６日（木）  お誕生会（年長 １０：２０～） 

２０日（月）  ３月誕生写真撮影 

２１日（火）  英語あそび（年中・長） 

２２日（水）  体操教室（ひまわり） 

２８日（火）  英語あそび（年中・長） 

PTA全体委員会 

令和 4 年度 

2 月 Cake,Snacks（ケーキ作り、軽食） 

単語：whipped cream,oven,whisk,bowl,cake pan,strawberry,jam,hamburger,rice ball, 
 sandwich,spaghetti,fried chicken,pizza,salad 

（ホイップクリーム、オーブン、泡だて器、ボウル、ケーキの型、イチゴ、ジャム、

ハンバーガー、おにぎり、サンドイッチ、スパゲッティ、フライドチキン、ピザ、サラダ）

文:What do we need to bake a cake? （ケーキを焼くのには何が必要ですか？）[講師] 

 (We need some)whipped cream.（ホイップクリームが必要です。）[園児] 

    What do you want to take on our picnic? 

    （ピクニックに何をもっていきたいですか？）[講師] 

 (I want )(a)hamburger.（ハンバーガーをもっていきたいです。）[園児] 

♪歌：The Three Little Kittens

絵本： Strawberry Road・・・ケーキができあがるまでのドラマを描いた絵本です。




