
 

 

 

園長コーナー 

 先日行いました、成長発表会はいかがでしたか？子どもたちの秘められた演技力や、頑張る力に感動しました。 

それぞれのお子さまのこの一年間の成長を思いっきり感じさせて頂けた一日でした。 

保護者の方々との出し物も少し時間がかかってしまいましたが、ほのぼのした時間を過ごせたように思います。 

御協力ありがとうございました。 

さて、２６年度の保育園生活も残すところわずかとなりました。この一年、大きな病気もなく元気に過ごしてく

れた子どもたち、お子さまの成長を保護者の方々と共に喜びあえるこの時期は胸が熱くなります。 

今年も１４名の子どもたちが卒園されます。開園当時、ほとんどのお子さまが２歳児つぼみさんからのスタート

でした。２階のテラスでガラス越しにおお泣きしていたお子さまや、部屋に入れず１階のテラスでやっとの思いで

お昼ごはんを食べていたお子さま、お母さんから離れづらいお子さまの多いクラスでした。保育園生活を重ねるご

とに少しずつリラックスして過ごせるようになり、だいちになってからは、自分の気持ちや人への思いを持てる優

しい子どもたちへと成長してくれました。嬉しいことです。 

保育園で過ごした事やここで経験した仲間とのやりとりや人とのふれあいがこれからの人生の糧になってくれる

ことを願います。 

進級のお子さまは、クラス担任との振り返りと引き継ぎを行っていきます。一人ひとりの計画に基づき、お子さ

まの成長されたところ、もう少し見守っていきたいところ、丁寧に引き継いでいきます。通常保育を行いながら、

進めていきますので、事務室にて会議をすることが多くなります。担任に話のある場合はいつでもお声をかけて頂

きお尋ねください。 

一人一人に合った保育を提供できるよう計画してきます。 

 

今年度は環境の見直しをしながら一年間運営してきました。園庭の避難経路も設置でき、先日の避難訓練ではそ

の門から出る練習をしました。今年は浜脇小学校での合同訓練にも参加させて頂き、安全確保する経路も新たに増

えました。 

保育環境では、室内遊びの家具や玩具の設置も研修を重ね、職員全体で子どもたちのとって過ごしやすい環境を

目指して整えてきました。この環境設定はどうしても行事等が入ると乱れてしまう事が多いのですが、職員間の声

の掛け合いや見直しでよい環境が提供できたと思っています。今後も環境の見直しは丁寧に行い、整えていきたい

と思います。 

 

さて、この「かえでゆうびん」も紙面ではなく、ＨＰにアップする方法をとりながら、４年が経ちました。 

頁をさかのぼると懐かしい話や子どもの様子が蘇ってきます。 

「かえでゆうびん」をとても楽しみにしているという、単身赴任の方、離れて暮らされている祖父母さんやそして

園を希望されている方々もいらっしゃいますが、ＨＰでの掲載で携帯で見にくいことも原因か在園児さんの閲覧が

減少しているように思います。 

お子さまの様子や園で伝えたいこと等を丁寧にまとめて作成しています。どうぞしっかり読んで頂き、お子さまの

成長を確認してください。 

今年度最後のかえでゆうびん、だいちの保護者の方々の成長発表会の感想を掲載しています。 

どうぞ見てくださいね。 

 

今年度も運営に御理解・ご協力頂きありがとうございました。 

２７年度も様々なことに挑戦したり振り返ったりしながら子どもたちと共に成長していきたいと思います。 

どうぞよろしくお願いします。 

 

＜新制度に向けてのお知らせ＞ 

 

２７年度は保育標準時間に基づき一人ひとりの保育時間が決まってきます。ほとんどの方が７：００～１８：０

０の利用となりますが、育児休暇中の方は短時間利用（８：３０～１６：３０）となりその前後は延長保育料が発

生します。また、勤務地・勤務時間によって保育可能時間を把握していきますので・シフト表の提示もお願いする

場合も出てきます。西宮市の決定が３月末になりますので分かり次第お知らせいたします。 

制度が変わりますが、保育方針や進め方は変わりません。どうぞご安心ください。 

 

 

 

平成２７年３月１日 

社会福祉法人  清松学園 

か え で 保 育 園 

 か え で ゆ う び ん３月号 



にこにこメッセージ♪ 

かえで保育園の法人理念は、「育てる」「地域貢献」です。 

今年度の一年を振り返り、基本理念に沿った保育をどこまでできているのか、職員間で反省や次年度に向けての話し合いを進めていま

す。 

「育てる」の中には、よりよい環境、一人ひとりを大切にすることなどを念頭に置き、保育を組み立てています。 

これからも日々の関わりや行事などで、こどもたちの成長と育ちを見逃すことなく、心身ともに健やかに育つよう保育の援助ができて

いるかを振り返りながら、さらに保育を深めていきたいと思っています。 

「地域貢献」は、地域とその方々にお世話になることができ、さらにつながりも増えてきました。ご近所の方には、こどもたちや私た

ちも顔を覚えて頂き、朝の出勤時にも声をかけて頂いたり、いつも元気を頂け、感謝でいっぱいです。今後も関係性が深まっていくよ

う次への保育を進める準備をしたいと思っています。 

先日、だいちぐみのこどもたちと散歩に行った帰り、私が「空気が春だね」と言うと、一人の女の子が、♪春がきた、春が来た～と

歌いだし、また一人また一人と歌い始め、３番まで歌ってくれました。「よく３番まで知っているね」と話すと「ひかりぐみの時に教え

てもらったよ、お母さんが歌ってた」と口ぐちに教えてくれました。 

出会いと別れの春、淋しいこともありますが、成長を喜び、振り返る大切な時期でもありますね。みんな春がきて一つ大きくなりまし

たね。                                       藤森 寿美 

                                                       

 

                     主任保育士 藤森寿美 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～めばえのメッセージ～ 

『ふたばに向けて安心して過ごす』 

わらべうた『せんべ せんべ』 

先日は成長発表会にお越し下さりありがとうござ

いました。子どもたちの入園当初の姿を見て、大き

な成長を感じていただけたのではないかと思いま 

す。普段の生活の中でも、お兄さん、お姉さんにな

ってきたなあ、と感じる事が増えてきました。お友

達同士で遊んでいるところに耳をすませてみる

と・・・「にゅうにゅう ちょうだい！」（牛乳ちょ

うだい！）「はい、どーど！」（はい、どうぞ！）と

お話声が聞こえてきました。入園当初は泣き声が多

かった保育室が、気づけば子ども達の笑い声や話声

でいっぱいになっている事に気付き、とても嬉しく

思いました。これからもひとつひとつの成長を一緒

に喜んでいきたいと思います。これからどんなお兄

さん、お姉さんになってくれるのか、とても楽しみ

です。3 月では不安がないように少しずつ、ふたば

組で遊ぶ機会も多く持っていきたいと思います。   

西口 智子  須藤 聖美   林 奈津美 

 

～ふたばのメッセージ～ 

ねらい「出来ることを実感する」 

うた「ひなまつり」「はるがきた」 

わらべうた「おべんとう」 

今学期も終わりの月となりました。2月から少しず

つ行っているつぼみ組のお部屋で目をキラキラさせ

ながら一目散に遊びたいおもちゃで遊び始めていま

す。ふたば組のお部屋にはないおもちゃにお友だち

と「なんだろね～」と話して先生にきいたり自分な

りに遊び「こんなのできた」と見せてくれる子もい

ます。そしてふたば組の全員でかえで保育園の周り

の散歩にも行きました。お友だちと手を繋ぎ遊ぶ姿

がよく見られたかいもあり、散歩でも上手にお友だ

ちとしっかり手を繋いで歩いています。少し長い距

離もあるけるようになっていてびっくりしました。 

移行に向けて「じぶんで！」と頑張る姿を側で見守

り、「できた！」を感じる事が出来るようにしていき

ます。ひとつお姉さんお兄さんになったみんなで新

学期を迎えられるのを楽しみにしています。 

丹波 優衣   筒井 若菜   三谷 梨緒 

 



～いぶきのメッセージ～ 

ねらい「ひかり組になることを楽しみに過ごす」 

 何度も繰り返し練習してきた劇あそびの中で、互いに認め合う姿が少しずつ見られた１月後半、２月に入り「僕のごろに

ゃーんっていうところが良かった」と自身のことを少し照れくさそうに話す子がいたり、初めは恥ずかしさからなかなか言

葉が出なかった子も「○○ちゃんお休みだけど、一人で今日は頑張れる！」と頼もしさを感じられるようになりました。せ

いちょう発表会当日、“大勢の方々の前に出て萎縮してしまうのでは…”と私のほうが心配していたのですが、歌や合奏の後

に待機していた下の部屋では「ねぇねぇ、１５ひきのねこは？早くしようよ～」と自分たちの番がやってくるのを心待ちに

していたいぶきさん、子どもの成長には本当に驚かされます。 

今年度の初めにはだいちさんにご飯の用意や着替えも手伝ってもらい、散歩の帰りには手を引かれながら歩き疲れてうとう

と…。そんな春の姿を懐かしく思い出しながら、この一年で沢山のことが出来るようになった子どもたちの成長を嬉しく感

じています。一ヵ月後にはたくさんお世話になっただいちさんとのお別れ、そして年下のお友だちとの関わりも増えていき

ます。お兄さんお姉さんへありがとうの気持ち持つと共に、またひとつ大きくなることへの期待を持って、この一ヶ月を過

ごしていきたいと思います。                           河本 彩奈 

                             

 

  

        

 

～つぼみのメッセージ～ 

 「いぶきになることを楽しみに過ごす」 

うた 「はるがきた」「かえで保育園 園歌」 

  

先月の成長発表会はいかがでしたか？子どもたち

のやり取りや大勢の前でも発表できる姿を見て皆

の成長を感じていただけたのではないでしょう

か。 

先月は幼児さんのお部屋に遊びに行き、簡単なル

ールのあるゲームやおままごとを楽しみました。

今月も幼児のお部屋に遊びにいったり少し遠くと

いにお散歩に行ったりしながらいぶきになること

に期待を持って楽しく過ごしたいと思います。 

つぼみも残すところ 1 ヶ月となりました。言葉や

出来ることだけでなく、お友達を思いやる気持ち

や心配する気持ちなど心も大きく成長したつぼみ

さんと一緒に過ごせたことを嬉しく思います。来

年度も更に成長していく子ども達を見るのがとて

も楽しみです。ありがとうございました。 

                田中 千尋           

足立 真裕子 

                星加 由美子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つぼみぐみのおしらせ・おねがい 

 

・着替えをする時には子どもが脱ぎ着しやす

いような服をご用意下さい。 

また名前の記入もお願いします。 

 

・体育遊びの日は、下に長袖を着ずに半袖・半

ズボンの体操服で登園して下さい。 

幼児に移行する時期になりました。自分の持

ち物は自分でわかるようお子さまと共に準備

をしてください。 



～だいちのメッセージ～ 

ねらい：「周りの人達へ感謝の気持ちを持つと共に 

就学へ期待の気持ちを持って過ごす」   

う た：「さよならぼくたちのの保育園」 

「ドキドキドン 1年生」など・・・ 

 先月のせいちょう発表会では、一人ひとりが自信

を持って自分を表現する姿に本当に胸が熱くなりま

した。保護者の方々の大きな拍手と熱い眼差しが、

きっと子ども達を後押ししてくれたのだと思いま

す。ありがとうございました。終了後に「歌も、楽

器も、劇も楽しかった！」と話してくれる子ども達

はみんな満足感でいっぱいでした。そして発表会が

終わった今も保育室では、いぶき・ひかり・だいち

混合の『エルマーごっこ』が繰り広げられています。

台詞を教え合いながら色々な役をやっている子ども

達の姿に、更に胸が熱くなります。 

さて、とうとう 3 月・・・だいち組さんがかえで

保育園で過ごす最後の 1 ヶ月です。 

小学校への不安を少しでも減らしてワクワク感いっ

ぱいで進めるように、お友達が行く小学校までお散

歩したり、信号の渡り方を練習したり、お勉強をし

たりして気持ちを作っていきます。そして、今まで

過ごしてきた保育園や、一緒に過ごしたお友達に「あ

りがとう」の気持ちを込めながら、自分達でどんな

事ができる？と考えながら過ごしていきます。 

卒園式の事を考えると寂しい気持ちが込み上げてき

ますが、頭に浮かぶのはいつも子ども達の笑顔です。

組体操を成功させた時のどや顔、水の精からの手紙

に興奮した顔、ラキューで作品を作る真剣な顔、い

ぶき組のお友達に抱きつかれて照れる顔、発表会の

時の自信にあふれた顔、毎朝「順子先生おはよう」

と向けてくれた笑顔。そんな子ども達と、同じよう

にいつも笑顔で暖かく見守って下さった、励まして

下さった保護者の方々にたくさんの感謝の気持ちを

込めて 3 月を過ごしたいと思います。                                 

                 水垣 順子                                     

 

 

 

 

～ひかりのメッセージ～ 

ねらい『だいち組に向けて憧れを持ちながら仲間を

意識しながら過ごす』 

うた「ビューティフルネーム」「園歌」 

発表会もあり忙しく過ぎて行った 2 月でしたが、

自分らしくすごしたり、一人ひとりの持ち味が出て

きました。発表会当日も自分の出番の前になると緊

張はしていない様子でしたが、いつもとは違う真剣

な表情で待つことができました。そして劇あそびで

はうんと成長を見せてくれました。全員が話の流れ

に合わせ役を演じきることができましたし、何より

ひかりぐみの楽しんでいる表情がより一層劇の世

界を盛り上げてくれました。当日までの過程では集

中しきれない日もありましたが、各自が家族の方に

見てもらえることを楽しみに練習することができ

ました。 

だいちぐみまであと 1 ヶ月。だいちが今までして

きた当番を引き継ぐこと、そしてクラスがまとまり

年長さんとして自覚していくことなど、まだまだあ

ります。つぼみぐみのお世話当番は今ではお部屋の

入口に貼ってある顔写真を見て「今日は○○が当番

だよ」と声を掛けあう姿もみられます。ご飯のあと

の食器を片づけるときにつぼみさんが困っている

と隣に行って手伝ってあげることもあります。少し

ずつ自信を持ててきたひかりさんがだいちさんの

ようになれるよう期待を持って過ごしていきたい

と思います。     谷角 早紀             

 谷角 早紀 

 

幼児からのおしらせ・おねがい 

 

・週末には上着・帽子の洗濯をお願いします。 

 クラスの移行時期になりました。お子さまと一緒

にロッカーの中の整理をしてください。 



 

～お台所から～ 
先日の発表会はとても素敵なこども達の姿を見させて頂きありがとうございました。この１年お調理の部屋は毎

日こども達にたくさんのエネルギーをもらってきました。 

早いもので今年も残すところ後１ヶ月となり、とっても寂しい気持ちと新しい年度を楽しみに思う気持ちがありま

す。 

残りの１ヵ月間みんなに「ありがとう」と言う気持ちを込めて、昼食とおやつを作りたいと思います。そして「か

えで保育園のご飯をまた食べたいな！」と思ってもらえるような、ほっこりと温かく美味しいご飯を提供したいと

思っています。                               原 夕貴  西原 早希 

 

さっそく、３月と言えばひな祭ですね。ひな祭にはたくさんの行事食を食べます。 

その中でも今までかえでゆうびん３月号でお調理の部屋からは「菱餅」「ひなあられ」「ちらし寿司」についての由

来を紹介してきました。 

さて今年は、ひな祭の代表選手「はまぐりのお吸い物」の由来について紹介したいと思います。 

はまぐりの貝殻は対になっている貝殻でなければぴったりと合わせられません。このことから、 

“一生、幸せな夫婦でいられるますように” 

と言う願いが込められています。また、一対の貝殻に２つの身をのせるとさらに縁起もいいようです。 

 

 

 

 

 

きりとり線 

                 

 

 

 

 

 

 

お寿司と一緒に食

べるとおいしいよ 

はまぐりのお吸い物 

材料 

昆布    1枚(適当な大きさ) 

はまぐり  8個 

水     800cc 

薄口醤油  大さじ１ 

塩     一つまみ 

酒     大さじ３ 

三つ葉   少々 

作り方 

①ボウルにはまぐりと塩と水(材料以外)を入れはまぐりに塩を履かす。 

※新聞紙などで暗くしてあげると砂を履きやすくなりますよ！ 

②鍋に材料の水、昆布、酒を入れて火にかける。 

③はまぐりの口が開いたら弱火にして昆布とはまぐりを取り出す。 

④③のアクをとり薄口醤油と塩を加えてはまぐりを鍋に戻したら完成。 



 

                  

 

 

 

・ ６日（金） ３～5 歳児で酒蔵見学に行きます。 

 御参加の保護者の方々は、3 グループに分かれて頂き

ます。 

・ 同日１６時より元小学校長を お招きして講演会を行

います。たくさんの方のご参加お待ちしております。 

・１４日（土）は卒園式です。 ひかり組はだいち組の門

出を一緒にお祝いします。 めばえ～いぶき組のお子様

は家庭保育をお願いします。 

・２０日（金）はお別れ遠足です。全クラス最後のお弁

当日となります。思い出いっぱい作ります。    

・２８日（土）は新年度準備と職員会議を行います。 ま

た、厨房は業者による清掃、点検を行いますので使用

できません。お手数ですが、保育希望の方は お弁当持

参をお願いします。家庭保育 にご協力よろしくお願い

します。（リフレッシュ保育・ 延長保育はありません。） 

・３０・31 日は新年度・入園式準備のため早めのお迎

えを お願いします。 日割り延長は受け付けませんの

でご注意ください。  

 ・４月１日は入園・進級式です。進級児は通常保育です。 

 

 

      
 

 

14日はせいちょう発表会でした。 

寒い中多くの保護者の方々がお越

し下さり、子どもたちの一生懸命

な姿を見て頂くことができました。 

楽しみながら練習を繰り返し、楽しく集中して取

り組んでいました。 

お友達同士で「今のよかったよ！」「もうちょっと

大きい声がいいな！」などの意見も飛び交う中で進

められた練習。そのためか当日では 1 人 1 人が自

信を持って楽しくできていたように感じました。 

きっと子ども達も心で感じたことがたくさんある

と思います。是非お家でゆっくりお話してみてくだ

さい。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

１９日は、ひかり組のお友達にジャガイモの種イモを 

植えてもらいました。 

ひとつひとつ包丁で半分に切って、魔法の粉（灰）を

つけ、「ひかりさんがお父さん！お母さん！」と張り

切ってたくさん植えました。なかには、植えながらジ

ャガイモになりきって楽しむ子ども達も…♪ 

残ったものはジャガイモ版にして、いろんな色で 

スタンプをして楽しみました。 

元気な芽が出てくる日が楽しみですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・進級に向けてお子様のロッカー内を 3月中旬までに 

整理しておいてください。 その際、衣服すべてに

記名があるか再度ご確認をお願いいたします。 

  

・新年度の必要な物品を購入していただきます。 ク 

ラスによって異なりますので別紙を参考にご確認

ください。 

 

・進級移行のため、３月中旬よりお部屋の移動があり

ます。 朝の準備や荷物の置き場所、帰る用意等を

各クラスよりお伝えしていきますので、確認してく

ださい。詳しい日程はポップにてお知らせします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

＊今月の予定 

 
3日（火）ひなまつり 

５日（木）ウエルネス 

6日（金）酒蔵見学 

９日（月）お誕生会 

１１日（水）だいち 絵画指導 

１２日（木）ウエルネス 

１４日（土）卒園式 

１６日（月）いぶき・ひかり絵画指導 

１７日（火）音楽指導 

１８日（水）お別れパーティ 

１９日（木）ウエルネス 

２０日（金）お別れ遠足 

２３日（月）月例健診 

２６日（木）ウエルネス 

２８日（土）新年度準備のため朝 7時から１８時ま

での保育となります。 

 

 

 ＜4月の予定＞ 

4月 1日（水） 

 9時から入園式を行います。新幼児の皆さんに歌

を披露してもらいますので９時登園をお願します。 

 

 

 

 

 

こんなことしたよ♪ 



 

 

だいちぐみ保護者の方々からの 

せいちょう発表会の感想 

 

   

 いぶき組、ひかり組のときと比べて、1 人 1 人がとても

成長している姿に感動しました。合奏では 1 つの曲をみ

んなと合わせて、聞き合って演奏する姿が見られ、合唱で

は 1 つ 1 つの言葉を丁寧に大切に歌う姿、そして劇遊び

では誰か 1 人が上手なのではなく皆が自信を持って役に

なりきり、1 つの作品を作り上げていた姿を見れました。

プログラムの最後の呼び掛けには本当に心を打たれ涙が

こぼれました。まさに成長を感じられる発表会で、かえで

保育園に感謝の気持ちがいっぱいになりました。 

 

 子どもたちがこんなにも成長したのか！と感動させてい

ただきました。保育者の方たちの寄り添いのおかげと思い

ます。ありがとうございます。 

 

 毎日毎日、家で劇の練習をしていた息子が、当日、自信を

持って発表している姿がとてもたくましく感じました。 

 

 ハーモニカあんまり好きちゃうねんなぁ…と言いながら

も当日は真剣な顔で取り組んでいて、とても嬉しかったで

す。親が心配するよりもたくましく成長した姿に感動しま

した。卒園をかえでの仲間と一緒に迎えられ、本当にうれ

しく思います。日々の先生のご指導に心から感謝します。 

 

 だいちになり、今までの中で 1 番張り切っている気持ち

が感じられました。声もさすがと思えるほどみんな自信に

あふれていたように感じました。 

                                                                                                                                

 エルマーとりゅうの劇あそびはとても楽しそうに取り組

んでいてよかったです。しっかりセリフも覚えて本番でも

元気にいえて頑張ったと思います。「ガンガン」の全員で

の歌はとても感動しました。先生方、子ども達でとても工 

夫して考えて下さった発表会。ここまで頑張れるようにな

ったのだと成長を感じ嬉しかったです。ありがとうござい

ました。 

 

 今年で最後の成長発表会。やっぱり泣いてしまいました。

2 歳のつぼみ組からのことを色々思い出すと、本当に大き

くなったなあと実感しました。1 人 1 人の子の表情もか

なり堂々としたもので感動しました。先生方の歌もすてき

でした。本当にたくさん練習したんだな、大変だったんだ

ろうなと色んな思いでいっぱいでした。ありがとうござい

ました。 

 

 4 回目のせいちょう発表会。どのプログラムもよく工夫さ

れていて、子ども達の成長ぶりに感動！最後は涙でした。

生き生きとしたお顔、頑張っている姿を見ることが出来て

良かったです。家では歌を歌ってくれたり、こんなことす

るよとたくさん教えてくれました。ママや祖父母などから

一杯褒めてもらえて本人はニコニコ顔。大人も子供も頑張

りを認めてもらえるのはうれしいものですね。先生方、ご

指導いただきありがとうございました。 

 

 だいちぐみさんをはじめ、どの組もとても頑張っていまし

た。だいちぐみさんはさすが年長さんって感じで 1 人何

役もこなし息も合ってました。つぼみ組だった子どもたち

があんなに素晴らしい劇や合奏が出来るようになり、とて

も成長を感じました。 

 

 子ども達へ 

サイコーのなかまと、サイコーのせんせいたちにであいま

したね。とってもステキでとってもかがやいていました。 

先生達へ 

「エルマーのぼうけん」はとってもわかりやすく、子ども

達 1 人 1 人の性格をよく分かって下さっている作品でし

た。素晴らしかったです。ありがとうございました。 

 

 つぼみ組の時は顔を隠して先生に抱っこされたままだっ

た子どもが、だいち組の時に 1 人でセリフを言って皆に

合わせて演技や合奏していたの観て、本当に成長したと感

動しました。 

 

 

 

※たくさんの温かい感想ありがとうございました。

 


