
 

 

 

園長コーナー 

ご入園・進級おめでとうございます。5 年目の春がやってきました。 

 26 年度も穏やかに一年が過ごせました。３月１４日には１４名のだいちさんも無事小学校へと送り出す 

ことができました。だいちの子どもたちは自分の思ったこと、考えた事を自分なりの表現で相手に伝える 

ことができ、さらに人の気持ちを汲み取ったり、相手がどのように思っているか気に掛けることができる 

温かい心を持って、巣立っていきました。 

これから様々な人と出会い、様々な体験をしていかれるのを見守りたいと思います。 

かえで保育園で一番大切にしてきた保育『人に愛されている』『自分は大切にされている』ことをしっかり心 

で感じてもらえるよう関わってきました。きっと温かい心をもって大きくなっていかれることと期待していま 

す。 

 さて、２７年度も子ども・子育て支援法の体制が変わり、『こども子育て新制度』がスタートします。保育 

時間や保育料の変更もありますが、保育園側は様々な説明責任が課せらます。保護者の方々に園の運営状況を 

説明し、同意をいただき一年お子様のお世話をしていきます。少し、会社の契約のようなシステムですが、 

今年度より必要となってきます。できる限り保育園の状況をわかりやすく情報発信してますが、今後も保育は 

変わらず、丁寧に進めていきたいと思っています。 

４月１０日(金)１１日（土）に、重要事項説明会を行いますのでご参加ください。 

 

２７年度の保育は「土」をテーマに保育を展開していきます。２６年度は「水」をテーマに過ごしました 

が、子どもたちは「水の精」に出会うこと、水の精からのお手紙やメッセージを楽しみに毎日いろいろな思い 

で生活してきました。今もどこかで水の精が見守ってくれている、そしていつか会えることを楽しみにしてい 

るようです。 

そして今年度は水の精のともだち「土」と出会い、どう展開していくか今から職員で仕掛けをしていきます。 

このようにこどもたちが自分のい思いや発見を言葉にしたり、表現したりすることで自分たちで進めることの 

楽しさを体験し様々な可能性をうまく引き出せるよう保育を計画していきます。 

２７年度も元気いっぱい職員一同、子どもたちと過ごして行きます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

今年度よりかえでゆうびんに保護者コーナーを入れます。保護者の方からのメッセージをいただき掲載します。 

お子様の事、いろんな思いなどを保護者の方にメッセージとしてご紹介していきます。 

かえでゆうびんも５年目となり、さらに充実させていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

２７年度より献立表もＨＰ上で閲覧していただき、配布はいたしません。 

これからもかえでゆうびんが保護者の方々に隅々までみていただけるよう園の生活、職員の思い等もお知らせして

いきますので楽しみにしてください。 

 

 

お知らせとおねがい 

  

  ・４月から物価、牛乳・小麦・乳製品の価格が上がりますが、３歳以上の主食費は１１００円で変更は 

   しません。 

   ただし、園外保育等で子どもたちのリクエストで遠方に行ったり、バス代、入場料等が必要の場合は 

保護者負担をお願いする場合があります。 

 

  ・おむつ利用はレンタルをしていただいたおりますが、４月より０・１歳とも一律３２００円となります。 

   布団は現状のままで提供いたします。 

 

  延長利用・土曜保育について 

  ・延長保育の利用が  保育標準時間認定の児童の利用＝ １８時以降利用の場合申し込みが必要です 

             保育短時間認定の児童の利用 ＝ ７時～８時３０分まで 

                             １６時３０分から１９時まで利用料金が 

                             かかります。 

  ・土曜保育      リフレッシュ保育は１２時までのお迎えとなります。   

 

＊詳しくは後日お知らせします。 

平成２7 年４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４月号 



～めばえのメッセージ～ 

ねらい「保育園で安心して過ごす」 

うた「おはながわらった」「ボウズ」 

めばえ組は、4 月から 6 人の子どもたちでのスタ

ートになります。担任は田中千尋・三谷梨緒の二人

でお世話します。初めて、お母さん・お父さんのも

とを離れての生活で、子どもたちも保護者の方々も

様々な不安を抱えてのスタートになると思います。

少しでも安心してお子さんを預けることができる

ように、また少しでも早く保育園生活に慣れていけ

るように過ごしていきたいと思います。めばえ組の

保育のテーマは“ていねいに”です。 保育者の表

情や声のトーン、言葉かけや行動など何をするにも

丁寧にを意識して子どもたちに接していきたいと

思います。至らない点もあるとは思いますが、1 年

間よろしくお願いいたします。 

田中 千尋・三谷 梨緒 

』 

わらべうた『  』 

 

 

はじめまして。4 月からいぶきぐみの担任になります。日笠加菜です。

かえで保育園での生活でこども達と園庭を走り回ったり、室内でのご

っこ遊びなどを楽しみ、共に分かち合いながら私自身も成長していき

たいと思います。私は音楽が好きでピアノを弾くことも好きです。い

ろんな歌を歌いその楽しさを子どもたちにも伝えていきたいです。笑

顔いっぱい体を動かしながら元気に毎日を過ごすことが出来るよう

に一生懸命頑張ります。よろしくお願いいたします。 日笠 加菜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～新しい先生の紹介～ 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

にこにこメッセージ♪ 

春、桜の咲くころは寒暖の差があり、天候が不安定にもなりやすい時期です。４月最初はこどもたちは心躍らせ、新たな成長を見せてく

れる反面、周りの環境が少し変わると、心の状態も不安定になることもあります。ひとつ大きくなったこどもたち、うれしいけど、新し

いお部屋で戸惑いを見せているこどもたちを、私たち保育士がいかによき方向に導くかが大切な役割となってきます。もちろん笑う顔を

見せることが一番ですが、長い時間を園で過ごします。かえで保育園の大きな家で、子どもも職員も、泣いたり笑ったり生活を共にする

ことで、信頼も深まり、お互いの成長につながることと思います。 

大人だから、こどもだから、ということではなく、心が一つになれるよう、関係作りも大切にしていきたいと思っています。 

新たな第一歩、新しい出会いと新しい世界に送り出せたこどもたちにすてきな春がきますように…園庭のすみにも小さな芽吹きがちらほ

ら、こどもたちが楽しみにしている、ダンゴ虫もそろそろ活動開始です。園庭ではにぎやかな声が聞こえてきますよ。さあ、２７年度が 

はじまります。今年度もよろしくお願いします。                               藤森寿美 

 

                      

 

 

 

 

 

 主任保育士 藤森寿美 

 

～ふたばのメッセージ～ 

「お友達や先生とたくさん体を動かしてあそぼう」 

うた「ちゅうりっぷ」 わらべうた「おちょうず」 

新しいお友達が５名増え、１４名の子どもたちでス

タートします。お部屋の中では、子どもたちが遊び

たいと思ったおもちゃで遊ぶことが出来るように仕

切りを無くし、「積み木」「ままごと」「パズル」など

一人遊びができる空間とお友達とじっくり遊ぶ空間

を設定し、それぞれの成長に合わせたあそびを提供

していきます。又、保育者やお友達とわらべうたを

楽しんだり、絵本を見たりして、「ゆったり」と過ご

します。園庭では、走ったり、すべり台を滑ったり、

たくさん体を動かしていきます。なるべく靴は履か

ず、裸足になって過ごし、足の裏を刺激し、５本の

指をしっかり使って活動し、また、様々な感触を楽

しんでいきたいと思います。   

  西口 智子・谷角 早紀・猪塚 明友美                                  

 

 

ふたば組の担任になります。猪塚明友美（いづかあゆみ）です。歌を歌

うことや食べることが大好きなので、みんなで歌を歌うことや音楽に合

わせて体を動かすこと、一緒に食事をすることがとても楽しみです。少

しでも早くかえで保育園の保育を知り、毎日の生活や行事の中で、子ど

もたちや先生方と仲良く、楽しく、充実した時間を過ごせるよう日々頑

張っていきたいと思います。何かと至らない点が多いと思いますが、一

生懸命、子どもたちと向き合えるよう努力してまいりますので、よろし

くお願いいたします。        猪塚 明友美 

 



～だいちのメッセージ～ 

ねらい「だいち組になったことを喜ぶ」 

「いぶき組のお手伝いをする」 

うた「せいくらべ」 

だいち組として、かえで保育園で過ごす最後の１年が始ま

りました。小学校入学を来年に控え、今から心配が尽きな

い保護者の方もいらっしゃると思いますが、子どもたちの

力を信じて私も全力でサポートしていきます。14 人の子

どもたちがこれからどのような成長を見せてくれるのか、

楽しみです。それぞれの個性が光るだいち組、そして保護

者の方々と共にこの一年を大切に過ごしていきたいと思い

ますので、宜しくお願い致します。     河本 彩奈                                                                                  

 

河本 彩奈 

～いぶきのメッセージ～ 

ねらい「いぶき組での生活に慣れ 

新しいお友だちと楽しく元気に遊ぼう」 

うた「さんぽ」 

だいち組さんひかり組さんと共に広い幼児のクラスで過

ごしましす。それぞれの好きな遊びを見つけて集中して

遊ぶ子、友だちとお話しながら遊んでいる子といろんな

姿がみられます。集団で過ごす時間も増えて新しいクラ

スでの生活に慣れ色んな経験をしてご協力していただく

こともあるかと思いますが、保護者の方々に見守られな

がら、元気いっぱい１５名のいぶき組さんと、共に過ご

せたらと思います。１年間よろしくお願いします。 

              日笠 加菜 

 

 

  

        

～つぼみのメッセージ～ 

  ねらい 「新しいお部屋で楽しく遊ぼう」  

うた 「ちょうちょ」「おはながわらった」 

新しいお部屋で過ごして 1 週間が過ぎました。おもちゃや

タオルが置いてある所を少しずつ覚えてお部屋にも慣れて

きたように感じます。つぼみではいろんな遊びを通して

様々な経験・体験をして楽しみます。 

3 人の先生と 15 人の子ども達とで、お部屋でじっくり 

集中して遊んだり、いろんな所にお出かけしてみたり、毎

日楽しく過ごしていきます。1 年間よろしくお願いします 

  足立 真裕子・林 奈津美・星加 由美子                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ひかりのメッセージ～ 

ねらい「ひかり組になったことを喜び、 

新しいお友達とみんなで楽しく過ごす」 うた「おおきなうた」 

新しいお友達を迎えて１６名でひかり組がスタートしました。

個性溢れるパワフルなひかり組さんですが、『考える』をテー

マにして、生活していきます。だいち組にお世話をしてもらっ

ていた生活は終わり、今年は何事も「自分で」できるように、

心も体も大きく成長してもらえたらと思います。様々な経験を

通して自分で考える１年にしていきたいです。私もひかり組の

子どもたちと何事も一緒に取り組み、楽しいこと悔しいこと、

いろんな気持ちを共感し、担任も含めて、キラキラと輝くひか

り組を目標に頑張ります。保護者の方にもご協力していただく

こともあるかと思いますが、楽しく！元気に！過ごせるように

保育を計画していきます。１年間よろしくお願い致します。 

                  須藤 聖美 

          

須藤 聖美 

 

幼児からのおしらせ・おねがい 

・最近お名前がないものが多く見られます。

必ず記入をお願いします。自分たちで荷物

の管理をします。名前のないものには記名

を、不要なものはお持ち帰りください。 

 

つぼみぐみのおしらせ・おねがい 

・衣類など、持ち物には全て名前の記入をお願い

します。 

・汚れ物のカゴに、もう一枚ビニール袋の 

準備をお願いします。（泥あそび後の衣類や、 

トレーニングパンツなどを入れます。） 



 

～お台所から～ 
寒さも和らぎ、お外でもすごしやすい気候になってきましたね。 

先日、夕方の外遊びの時間にふと園庭に出てみると、だいち組の一人の女の子が私の手をひいて 

お砂場に連れていってくれました。 

「何してるの？」と聞くと「ごはん作ってるねん」と型抜きやカップに砂を詰めてスパゲッティー

やハンバーグなどの料理にみたてて遊んでいました。 

最初は、型に砂を詰めてひっくり返しても、詰め方がゆるく崩れてしまいました。 

「詰めたらぎゅーっ上からておさえてごらん」と教えてあげると、きれいに抜けるようになり、 

いまでは完璧に型どることが出来ました。 

遊んでいるうちに、周りで遊んでいた子ども達も数人加わりごはん作りから家族ごっこ→お弁当屋

さんごっこ→レストランごっこと遊びが変わっていき、自然にお客さんと店員さんの役まで決まっ

ていました。 

レストランごっこの時に店員さん役をした子がお砂場用のお皿を「ピッ！ピッ！」と指で押して 

メニューを登録するマネをしてみたり、小さいカップをひっくり返して「来てほしいとき、これを

ピンポーンておしてな！」と呼び出しベルにみたてて、改めて子どもの観察力や発想の凄さに驚き

ました。 

これから、今の“ごっこ”あそびがどんな風に展開するかが楽しみです！ 

 

さて、昨年は玄関横に設置している配布レシピをたくさんの方に利用していただき「家でも作って

みました」というお声も頂きました。 

かえで保育園では、家でも作れるようなメニューを取り入れ、お家の方にも食べていただけるよう

に今年度も配布レシピを継続していきます。 

レシピにはないけれど「これ気になるなぁ」と思うメニューがあれば、レシピを用意させていただ

きますのでお気軽にお声かけください。 

今月のレシピは・・・これから旬の春キャベツのサラダです。 
 

 

 

 

きりとり線 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このメニューはこども達もよく食べてくれ、中にはこのサラダで苦手だったパプリカを克服したお子さんもいら 

っしゃいました！ぜひお試しください！                         原 夕貴 

 

※このレシピは切り取って、お使いください。 

人気メニュー紹介 

☆キャベツのじゃこドレッシング☆ 

 <材料> キャベツ 1/4 玉 にんじん 1/5 本 黄パプリカ

1/4 個  しらす干し５０g(おじゃこ好きな方は

たっぷりめに！) ごま油適量(おじゃこ炒め用) 

   A (ドレッシング) 酢大さじ２ 砂糖大さ１ 塩

少々 サラダ油少々 

 <作り方> 

  １、野菜は全て千切りにしてにんじんはゆがいておく 

※園では全ての野菜をゆがいています 

  ２、Ａの材料は全て混ぜ合わせる 

※合わせたものを火にかけると、塩・砂糖がきれ

いに溶け、酢の酸味が和らぎ食べやすくなります。 

  ３、しらす干しは適量のごま油でカリカリになるまで炒

める 

  ４、野菜・炒めたしらすを２のドレッシングで和えてで

きあがり！ 



 

                  

 

 

・保護者の入館は必ず保護者カードの提示をしてく 

ださい。また、必ず手指の消毒もしてください。 

・１ 日（水）入園進級式です。 

９時より、ランチルームにて入園進級式を行いま

す。進級児は通常保育です。 

・4 月 2 日から慣らし保育が始まります。保護者の

方々が室内に入られます。 

・4 月１０、11 日の両日、新制度による重要書類

説明会を行います。必ずどちらかにご出席下さい。 

 

 

 

  
14 日は卒園式でした。入場のときから、もうすっ

かり 1 年生のようなしっかりした表情で、贈る歌や

ことば、証書授与などひとりひとりが最後まで一生

懸命でした。子どもたちの真剣な表情に思わず涙。

子どもたちにとっても、私たちにとっても、心に残

る素敵な卒園式になりました。式の後には保護者の

方々が企画して下さった茶話会があり、みんなが入

園した頃からのビデオをみんなで見たり、歌を歌っ

たり、とても楽しい時間をすごせました。寂しい気

持ちもありますが、だいちぐみのみんながピカピカ

のランドセルを見せてくれる日が楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

18 日はお別れパーティでした。先生の得意技や、

ひかりぐみの歌、だいちぐみの合奏を一年生になる

お兄さん、お姉さんに披露しました。みんな音楽に 

合わせて拍手をしたり、水の色が変わるマジックに

びっくりしたり、子どもたちの笑顔でいっぱいでし

た。お昼ごはんでは、グループに分かれて、お店屋

さんごっこのように、食べたいものを自分たちで取

りに行くスタイルで、お兄さん、お姉さんが小さい

お友達の食べたいものを聞いて案内してくれる姿

も見られました。 

チキンやポテト、ひかりさんが買いに行ったおかしな

ど大好きなスペシャルメニューに大喜びで、とても 

 

 

 

・駐車場の調査をしました。駐車券の色別で 

利用時間を決めています。カードの無い方の 

利用は、カードのある方の利用を優先させていた

だきますのでご協力お願いします。 

・今年度より献立表はホームページで閲覧して頂き

ます。えんだより、献立表をホームページに掲載

しておりますので、毎月必ずご確認いただきます

ようよろしくお願いします。 

・27 年度より行事の日程を多少変更しています。

ご確認していただき、ご参加・ご協力をお願いい

たします。日程が未定の行事は決定次第、お知ら

せいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊今月の予定 
 

９日（木）体育 

１０日（金）絵画（ひかり・だいち） 

１０日（金）・11 日（土）新年度の説明会    

１４日（火）音楽指導 

 １５日（水）キッザニア（だいち） 

１６日（木）体育 

 ２１日（火）絵画（幼児全クラス） 

 ２３日（木）体育 

 ２４日（金）誕生会 

 ２７日（月）月例健診 

 ３０日（木）体育 

 

 

 

 

 

美味しく、楽しい時間を過ごすことが出来ました。 

 

 

  

こんなことしたよ♪ 


