
 

 

 

園長コーナー 

 今年度のスタートは、雨雨…。お庭で楽しくというエピソードもほとんどお伝えすることなく 5 月

を迎えてしまいました。 

この異常気象は、温暖化が進めば進むほど、おかしな天気になってきています。 

ゲリラ豪雨や突然、大粒のヒョウが降ってきたり、寒暖の差が 20 度以上になったり・・ 

昔のように春一番が吹いて暖かな春がやってきたり、夏の夕立で暑かった一日が夕涼みできたり、 

季節を感じることができる自然の事象に戻ってほしいと思うこの頃です。 

 

さて新学期が始まり、子どもたちは大張り切りで過ごしていました。かえでではインフルエンザも流

行せず、元気いっぱいで過ごしていたことをお伝えしていましたが、残念ながら、思わぬ落とし穴。

感染性の疾患（溶連菌・アデノウイルス・胃腸炎）が大流行してしまいました。 

子どもの病気の発症は突然やってきます。朝、いつも通りに元気に登園されていても 1 時間後には、

ぐったりしてしまうこともあります。 

朝、お忙しいとは思いますが朝の検温と、いつもと違う様子があれば必ずお伝えください。 

今日は休めない・・という保護者の方の気持ちはよくわかりますが、体調が悪くなっても気づいてあ

げられず、過ごしてしまい、重篤になる場合があります。 

保育園と保護者の二人三脚で、安心してお子さまが過ごせるようにしていきたいと思います。 

 

5 月の保護者会では、今年度の計画や新担任とのエピソードをたくさんお伝えしたいと思っていま

す。かえで保育園も 5 年目を迎え、『かえでほいくえんらしさ』もだせるようになってきました。 

子どもたちにとって成長を図れるよう計画をしてきました。1１月からの後半に盛りだくさんにな

り、丁寧な関わりができにくくなっていたこと等で見直しを行いました。また、親子で楽しめる企画

をし、子どもたちと共に園での遊びを楽しんでもらえたらと思います。 

 

このかえでゆうびんも 27 年度から保護者コーナーを設けました。今回も日頃感じていることをお

話しいただけ、うれしいです。是非、保護者の方々からのメッセージも楽しみにしてください。よろ

しくお願いします。 
 

 

    おしらせとお願い 
  ＊5 月４～６日に園庭すべり台の横階段を遮熱素材に付け替えます。熱吸収の効果が見られる 

ことを期待して工事に入ります。 

  ＊各クラス栽培活動が始まります。昨年植えたジャガイモもしっかりとした葉っぱになってきました。 

収穫を楽しみにしながら「命あるものを育てる」ことを体験し、食べること育てることの大切さも伝え

ていきます。 

  ＊4 月 28日のかえでカフェでは 10 名ほどのお母様方が集まってくださり、今年の計画をしました。手

作りおもちゃ、ガーデニング、簡単レシピ、おもちゃの補修、などをしながらおいしいお茶を楽しむ会

を進めていく事となりました。次回は 5 月 18 日（月）15 時半～17 時です。ご参加お待ちしていま

す。 

  ＊5月 20 日以降に園庭に大きな土山を作ります。「土」で思いっきり遊びます。泥んこ遊びも保護者の方

の参加も募ります。お知らせをよく見てご参加ください。土遊びをした後、お父さんにお手伝いいただ

き、土慣らしもしたいと考えています。 

  ＊説明会でもお伝えしましたが、シフト勤務されている方は、毎月シフトの提示をしてください。 

   その際は、お手数ですが、ご本人の勤務状況のみがわかるように修正してからご提出ください。 
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にこにこメッセージ♪ 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

主任保育士 藤森寿美 

 

 

 

 

園内には、部屋のあちらこちらで笑い声が増えてきました。 

４月に入園したこどもたちもたくさんの笑顔を見せてくれるようになり、保育園での生活を楽しんでくれています。 

大きくなると園での話を家族の方に話し始め、園の様子がわかるようになります。 

同じように園でも、こどもたちは私たちに色々な話を聞かせてくれます。家族構成のことだったり、家での 

ご両親との会話だったり、なるほどということや、こんなにも色々なことを理解しているんだということなど 

が見えてくることがあります。 

その中で、おうちのご飯で｢お母さんの作ってくれた、○○が好きなんだ｣と教えてくれることがよくあります。

先日、話してくれた子の一人は、｢お母さんの切ってくれたきゅうりが好き｣と言っていました。｢？？？｣｢どうし

て｣と尋ねると、｢お母さんが切ってくれたきゅうりはおいしいから｣ということでした。 

きっと楽しい食事の時間だったんでしょうね。微笑ましいお話です。 

こんなこどもたちの話を聞くと、大きくなっていく喜びを感じ、私自身、保育士になってよかったと 

感じる瞬間です。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～めばえのメッセージ～ 

ねらい「保育園のおもちゃで楽しく遊ぶ」 

うた 「いっぽんばしこちょこちょ」 

風の心地の良い季節になってきました。 

保護者の方と離れ、不安で泣いている声が聞

こえていましたが、先生に抱っこされたり、

ゆったりとおもちゃで遊ぶうちに一人ひとり

が、好きなおもちゃが出来、先生の歌に合わ

せておもちゃを振って遊ぶ姿も見られるよう

になりました。他のお友だちのことも意識し

始めました。友だち同士で目を合わせて遊ぶ

めばえさんの姿に癒される毎日です。 

５月は、めばえ組のお部屋の前にあるテラ

スを活用して日向ぼっこをしたり、バギーで

の散歩にもチャレンジして行きたいと思って

います。これからどんどん慣れ、楽しく過ご

してくれることを楽しみにしています。 

 

三谷 梨緒・田中 千尋 

 

～ふたばのメッセージ～ 

ねらい「保育者と一緒に好きな 

あそびを楽しむ」 

うた「さんぽ」「げんこつやまのたぬきさん」

「いちり」 

 新しいお部屋と保育者にも慣れ、じっくりと

好きなおもちゃで遊ぶ時間が多くなってきた

ふたばぐみです。朝はまだ泣いてしまいます

が、遊び始めるとにこにこ笑顔で過ごしていま

す。雨が多い 4 月でしたが、お部屋ではおま

まごとをお友達としていると「あーん」と言い

ながらスプーンを差し出して食べさせ合いっ

こをしています。ランチルームでは跳び箱やマ

ットを出して高いところから跳んでみたりマ

ットの上を転がってみたりと体をたくさん動

かしています。５月はいいお天気が増えること

を願いながら園庭で水や土遊びでのびのびと

遊びたいと思います。 

谷角 早紀・西口 智子・猪塚 明友美 

 

 



～いぶきのメッセージ～ 

ねらい「生活の中で用意や片付けの方法を知る」 

うた 「おおきなうた」「ひらいたひらいた」 

幼児になり、生活、遊びとワクワクドキドキの毎日で

した。最近は、園庭ではフラフープを使って「電車ごっ

こ」に夢中のようです。運転手さんは中に入ってお客さ

んは外からフラフープを持って「シュッシュポッポ」「ガ

タンゴトンガタンゴトン」と運転手になりきっています。

「赤になりました、青になりました」と子どもから遊び

が広がる姿も見られました。集団で過ごす中で楽しい事

嬉しい事悔しい事いろんな経験ができたらいいなと日々

感じています。 

４月から始まったペアのだいち組の子と毎日の食事や

排泄のお手伝い、広いお部屋で一緒に過ごす中で「○○

ちゃん！ごはん行くよ！」「一緒に行ってくる！」と手を

繋いで行く姿も見られるようになりました。５月はだい

ち組に見守ってもらいながら、少しずつ自分でできるよ

うにと思っています。       日笠 加菜 

日笠 加菜 

 

 

 

  

        

～つぼみのメッセージ～ 

ねらい「外に出て植物や生き物に興味を持つ。」 

うた 「こいのぼり」「ももや」 

少しずつ、つぼみぐみのお部屋や生活に慣れてきた子ども

達。4 月は雨の日が多かったのですがその分じっくりと、

お絵描きや粘土などでたくさん遊べました。 

４、５人ずつ声をかけ、遊びに誘うと、みんな黙々と長い

時間集中していました。「赤色がいい！」「これはな、へび

さんやねん！」などそれぞれしっかりとした考えを持って

取り組めていました。子どもたちの会話に少し耳を傾ける

と、おもしろいお話が聞こえてきます。これからも子ども

たちの会話のひとつひとつを大事にしていきたいです。 

5 月では園庭でどろんこ遊びをしたり、公園までお散歩

に行ったりたくさんお外に出たいと思います。 

着替えの洗濯が増えてしまうかもしれませんが、お家でも

その日あったことなどお子さまとゆっくりお話してみて

ください。  林 奈津美・足立 真裕子・星加 由美子 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ひかりのメッセージ～ 

ねらい「活動前の準備を自分でする」 

うた 「にじのむこうに」 

ひかり組になりあっという間に１ヶ月が経ちました。集

まった時には、「丸くなって座って待つ」ことや「お話を

聞く姿勢」を子どもたちで意識してできるようになって

きています。好奇心旺盛のひかり組は、楽器・パラバル

ーン・リズム遊び・お絵描き・触れ合いゲーム、何に対

しても目をキラキラと輝かせて活動に取り組んでいま

す。しっかりと話をきくことを身に付けて“やりたいこ

と”を次々に実現したいと思っています。５月は、気持

ちの良い季節となってきます。戸外でたくさん遊び、園

外にも出て行きたいと思っています。 

                   須藤 聖美 

                               

 

幼児からのおしらせ・おねがい 

・名前のないものが多いです。もう一度持ち物に

名前の記入があるかどうかご確認ください。 

・子ども達は自分で着替えをします。自分たちで

調節できるよう、薄手の衣類のご用意をお願い

します。 

・新年度が始まり、1 ヶ月がたちました。子ども

達が自分の荷物を自分で持てるよう習慣づけて

ください。ご協力お願いします。 

 

つぼみぐみのおしらせ・おねがい 

・週末には帽子の洗濯をお願いします。 

・お天気も良く、汗ばむ季節になってきました。 

泥あそびなども増えてくるため、着替えを多目に

ご用意お願いします。 



～だいちのメッセージ～ 

うた「まあるいいのち」 ねらい「頼られる喜びを味わう」 

心待ちにしていただいち組になり、この一ヶ月だけでも出来るようになったこと、初めての体験、心境の変化が少しずつ見

られました。苦戦していたいぶき組のお手伝いも、「○○ちゃん一人でもちゃんと出来てたよ！」とペアの友だちのことを自分

のことのように喜んだり、「○○ちゃんは難しそうやったから少し手伝ったよ」と、なるべくいぶきさんが自分で出来るように

フォローしてくれています。 

 だいち組になり、始めている“竹馬”ですが、出来ないことが悔しくて、何度も何度も転びながら「まだやる」と練習を続

ける姿もあり、乗れるようになった時には保護者の方と一緒に両手を上げて喜びました。出来るようになったこと、上手くい

かないこと、今頑張っていること…日々の経験の中で色々な想いを感じている子どもたちです。お家までの帰り道やご飯を食

べながら、ぜひお話聞いてみてくださいね。 

 ５月からは、めばえ・ふたば組のお手伝いを始めようと考えています。 

また、お弁当を持っていぶきさんひかりさんと一緒にお散歩へ出かけたり、 

自分たちの食べるお米を炊いてみたり…子どもたちの喜ぶ顔を想像しながら、 

今月もわくわくするような活動を計画中です。      河本 彩奈 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 せんせいからのおはなしコーナー 

 
 

めばえ組担任  三谷 梨緒 

わたしは鳥がとても好きです。子ども達と一緒に

鳩やスズメを見つけて観察するのも保育園での一

つの楽しみです。休日には神戸どうぶつ王国にも

よく行き、色々な種類の鳥を見て観察して過ごし

ています。神戸どうぶつ王国で一番好きな鳥は、

オオクチハシでくちばしが大きいのが特徴でとて

もかわいい鳥です。オオクチハシが腕にのり手に

のせたエサを食べてくれるという体験もできま

す。ペンギンも入ってすぐにいるのですが魚をあ

げるエサやり体験もできて感動しました。小さい

子ども達も体験している姿が多く見られたので是

非行ってみて下さい。 

 

つぼみ組担任   林 奈津美 

新年度が始まって、早くも一ヶ月が過ぎました。今月から、

保護者の方々からのメッセージコーナーと共に、わたした

ち職員のお話コーナーもスタートします。何をお話しよう

か迷いましたが、私の大好きな絵本を一冊紹介したいと思

います。私が紹介したい絵本は「ぼちぼちいこか」（作：マ

イクセイラー・絵：ロバートグロスマン）です。この絵本

は私が小学校1年生のときに先生に読んでもらった絵本で

す。重量級のカバくんは船乗りや、ピアニストなどいろい

ろな職業に挑戦します。しかし、どれも失敗してしまいま

す。落ち込んだカバくんは一休みして考えることにし、「ま

あ、ぼちぼちいこか、ということや。」と一言つぶやいてお

話は終わります。子どもにとってもおもしろいお話ではあ

りますが、大人にとっても「少し一息ついてみること」「自

分を振り返ってみること」って大切だなあと感じさせてく

れます。ユーモアな関西弁とともに、少し心がほっとする

絵本です。是非お子様と一緒に読んでみて下さい。 

                   

お誕生日のお知らせボードが 

新しくなりました！！ 

絵画の太田先生が新しいお誕生ボードを 

作って下さいました！ 

毎月 1 日に、お誕生月のお友だち全員の写真

を貼っていきます。おたのしみに！！ 



［保護者の方からのおはなしコーナー］ 

いぶきぐみになり、お迎えにいくと声をかけ

てくれる、ひかりさん、だいちさん。今まで

しなかったお絵かきや折り紙なども家でする

ようになりました。お兄ちゃん、お姉ちゃん

と過ごす事で、日々いろいろなことを吸収し

ているのだなぁと思います。 

最近では土曜日、日曜日も「今日も保育園行

く！！」と大騒ぎ。こんなにも「楽しい！」

と思える保育園で過ごせることが何より幸せ

です。    （3歳児母  麻希さん） 

ある日娘がお人形で遊んでいたとき、抱っこし

たお人形の背中をトントンしながら、「大丈夫、

大丈夫。」とあやしていました。この「大丈夫」

という言葉は以前かえで保育園で開催された

講演会で岩城敏之さんから教えて頂いた魔法

の言葉です。子どもが落ち込んでいる時、怒っ

ている時、勇気が持てない時、そして私自身や

友人の子育てで行き詰った時、意識して何度も

口にしてきました。 

娘が遊びでこの言葉を使っているのを見た時、

なんだか少し嬉しくなりました。 

子育ては楽しいけれどそればかりではありま

せん。でもこの「大丈夫」と言う言葉で心がス

ッと軽くなるような気がします。みなさんもこ

の魔法の言葉を口にしてみませんか？ 

          （1 歳児母 彩詠さん） 

４月１日に入園し、まだ６ヶ月なのに大丈夫

かと不安でした。まだ慣らし保育の途中です

が迎えにいくと、先生とニコニコ楽しそうに

している姿を見ると嬉しくなり、安心しまし

た。 

保育園で色々学び、悩み、考え、人にやさし

く、時に厳しく、元気でたくましい子に成長

してくれたらいいなと思います。そして成長

した子に教えられ、親も成長していきたいと

思います。 

これからお外でいっぱい遊んで泥だらけにな

って帰ってくるのが楽しみです。 

        （0 歳児母 佳子さん） 

 

図画工作が大ブームの息子。去年の冬頃、

ふと楽しさが開花しました。白い紙や新し

いペン、ダンボールや紙箱などが大好

物！！今では宅急便が届いた瞬間に箱の

中身よりも、どんな形のどんな箱か！？と

いう方が気になるようで…。笑 

作ったり描かれた作品は、全部保管できな

いので写真を撮ってスマホのアプリで簡

単に作れるフォトブックにし、作品集とし

て残していくことにしました。 

これからも創造性豊かに、のびのびとした

心を持ち続けられますように。 

        （4歳児母 のぞみさん） 

 

娘が前の保育園に通い始めて 4 年間、毎朝

送っていき、妻が無理ならば迎えに行く。

妻は帰宅しても忙しい身なので、炊事、洗

濯等の家事もある程度はする。 

長時間労働が常態化している職場への気兼

ねが悩みの種だが、それまで仕事一辺到だ

った自分にとって、この経験は新しい価値

観の発見であり、機会を与えてくれた妻に

感謝している。   （5 歳児父 啓さん） 

「何か一言お願いします」と言われ緊張し

ながら書いています。 

 我が家は去年長女が卒園し、入れ替わり

で次女が入園しました。姉妹共々、新しい

環境に慣れ、一年経ち、やっと落ち着いて

きたように思います。 

二人合わせて7年通う事になる園での生活

も折り返し地点に差し掛かってきました。 

 私もたくさんの保護者の方とおしゃべ

りをして、楽しめたらと思っていますので

よろしくお願いします。 

         （2 歳児母 梨佳さん） 



 

～お台所から～ 
 

早いもので、新年度から１ヶ月経ちすっかり暖かくなりました。 

５月は長い休みもあり、身体の疲れも少しずつ出てきて、体調を崩しやすい季節でも 

あると思います。 

やはり、身体を元気にたもつためには、食事は欠かせないものだと思います。 

特に欠食しがちな朝食はとても大切ですよ。 

 

■朝食が大切な理由 

  ・体温が上がり身体が目覚めます。 

  ・腸が活発になり排便を促してくれます。 

  ・脳のエネルギー源となるブドウ糖を補給してくれます。 

 

ゴールデンウィーク中もしっかり食べて、５月からも元気な姿を見せて下さいね。 

 

 

 

 

 
 

 

 

きりとり線 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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 

じゃこトースト 

材料 

・食パン     １枚      ・青のり     ひとつまみ 

・マヨネーズ   大さじ３    ・釜揚げしらす  大さじ２ 

・粉チーズ    大さじ１ 

  

作り方 

①マヨネーズ、粉チーズ、青のり、しらすを混ぜる。 

②食パンの上に①をのせてオーブントースターでこんがりきつね色になる

まで焼けたら完成。 

 

※食パンの上ののせる具材は全て目安ですのでお好みで 

調節して下さいね。 

 

 

 

 



                  

 

 

 

 

・１日はこどもの日の集いです。柏餅・ちまきを 

いただきます。 

・幼児の懇談会を行います。 

（１７：３０～１８：４５） 

大切な話をしますので必ずご参加ください。 

８日はいぶき組 

１５日はひかり組 

２２日はだいち組 

・３０日（土）に保護者会を実施致します。保護者会

後に親子でカプラで遊んでいただきます。 

  

 

 

 

 

1 日（水）は入園式・進級式が行われました。入

園式では新だいちぐみ、ひかりぐみのお友達が歌の

プレゼントをしてくれました。ドキドキしていた新

しいお友達にも笑顔が見られました。１４人の新し

いお友達と一緒にこれからも楽しく元気に過ごし

ていきましょう。 

進級式ではひとつお兄さん、お姉さんになったこ

とを、お祝いしました。クラスごとに大きな返事を

きかせてくれ、子どもたちのうれしそうな笑顔で溢

れていました。 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

15 日（水）は、だいちぐみのお友達がキッザニア

に遊びに行きました。だいちぐみになる前から「だ

いちになったらキッザニアにいくねん！」と楽しみ

にしていた子ども達は、当日も大はしゃぎ！ 

パン屋さんになってみたり、お寿司屋さんになって

みたり、バスガイドさんになってみたり、ソフトク

リーム・バームクーフェンを作ってみたりと、楽し

そうな笑顔でいっぱいでした。「キッザニア楽しか

った？」と聞くと嬉しそうにたくさん話してくれま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・5 月 3０日(土)に 2７年度全体保護者会を開催しま

す。 

ゆっくりお話をしたいと考えていますので、できる 

限り参加をお願いします。 

内容は「2７年度の保育の取り組み」や「かえで保

育園の保育の様子」をお知らせします。詳しくは、後

日お便りを配布致します。 

繰り合わせご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊今月の予定 
 

1 日（金）こどもの日のつどい 

7 日（木）体育あそび 

8 日（金）いぶき組懇談（１７：３０～） 

12 日（火）音楽 

13 日（水）絵画 

１４日（木）体育あそび 

１５日（金）ひかり組懇談（１７：３０～） 

      月例健診 

１８日（月）かえでカフェ（１５：３０～） 

１９日（火）おにぎり遠足（幼児クラス）夙川へ 

 ２０日（水）誕生会 

 ２１日（木）体育あそび 

       子育て支援（絵本・身体測定） 

 22 日（金）だいち組懇談（１７：３０～） 

 26 日（火）絵画 

 28 日（木）体育あそび 

 30 日（土）保護者会・カプラで遊ぼう 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

こんなことしたよ♪ 


