
 

 

 

園長コーナー  引地美津代 

 ３月はあっという間に去ってしまいました。１９日１４名のだいち組が無事に卒園式を終えました。 

証書を片手にそれぞれの思いを家族に発表し、一人ひとりのきらきらする笑顔に思わず胸が熱くなりました。ここ

で育った何年間はきっと心や身体に染み付いて、いつかきっと役に立つ時がきてくれることを願いながら余韻に浸

るまもなく２７年度を終えました。気持ちの切り替えを瞬時に行わないといけない日が３月３１日です。瞬間で気

持ちを切り替えるのはたいへんですが・・・ 

かえでぐみの皆さん。胸を張ってしっかり進んでいってくださいね。陰ながら応援しています。 

 

また、卒園記念として園庭に「みかんの木」を贈呈いただきました。めばえ組の南側に植樹しました。 

おいしいみかんがたくさん実りますように・・・ 

かえで保育園にはびわの木・イチゴの木・マスカット・そしてみかんの木が育っていきます。楽しみですね。 

そんな中、２８年度もどんな毎日を楽しもうかと職員間で何度も話し合いました。そして２８年度は次のようなテ

ーマでそれぞれ取り組んでいきます。 

 

～美への追求～   

あそびのテーマ   美への追及「いろ」。「いろ」をさがしてみよう。 

保育のテーマ    １つ１つ誠実に向き合い、思いを分かち合う。 

職員テーマ     相手の思いを受け止める。自分の思いを届ける。 

 

２６年度は「水」、２７年度は「土」、そして２８年度は『色』です。 

子どもたちの遊びの中の発見や気付きが美しいと感じる心や何だろうと考える力や不思議だな～と疑問に思う瞬間

を見逃さず、保育者と子どもたちがわくわく・どきどきする毎日を過ごしていきます。 

 

また、今年は開園６年目、めばえさんの赤ちゃんだったお子様が年長になります。ひかりさんの後半では子ども

たちの中で自然と引継ぎが行われ、「これはこうするんだよ」「ここにはこんなものがあってね」「こうすると上手く

いくよ」など次々と伝授され少し気負う瞬間もありましたが、あるときを境に今まで先生としか入ってこなかった

事務所にも一人で入ってきたり、お手伝いを率先してしてくれたり・・ 

何より顔つきや言動が変わってきた新だいちやひかりです。 

子どもたちは環境によって可能性が発揮できたり、後退したりします。それぞれのお子様の様子を新しい担任がお

伝えして共にお子様の育ちを支えていきたいと思っていますが、何分、新学期はお子様との毎日に力を注いで生き

ますので、十分に伝達が出来ないこともあるかと思いますが、主任をはじめ私自身も伝達していきたいと思ってい

ますのでどうぞご安心ください。 

 今年は７月の七夕の会や運動発表会では記念活動も予定しています。また、卒園児童が６０名となりました。 

例年の同園会ではなく８月５日に全卒園生をお誘いして大同園会を企画していますのでお楽しみに！！ 

時代はめぐり、進んでいきますが卒園されてもいつでも気軽にこんにちは！と訪ねてきていただけるようなふるさ

と保育園を目指しています。どうぞ、今年もともに色々体験しながらお子様も保育者もそして保護者の方々も一緒

に楽しく成長していける一年でありますよう、力を注いできます。どうぞよろしくお願いします。 

 

２８年度の計画 
  ・環境を整備し・こどもたちが安心して楽しめる場所作りを進めます。 

  ・保護者の方々と共に６年の記念行事を進めていきます。（子ども・保護者・保育者の共同制作） 

  ・かえでカフェとお父さんの会の企画と内容の充実を深めていきます。 

  ・西宮に自然を知り、大切にすると共に探検や観察を進めます。 

  ・食育活動を栄養士・保育者と共に進めていきます。 

  

  補修・改修 

   ・南側テラスの階段補修 

   ・２階フリールーム倉庫改修 

   ・園庭の外周花壇の造園 

   ・写真関係の見直し(個人撮影・アルバム作り) 

   ・だいち諸費の見直し（交通費の実費精算） 

平成２８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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～新しい先生の紹介～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

にこにこメッセージ♪ 

  桜が咲き始め、あちらこちらで麗らかな春を迎えています。 

３月２４日、２歳児以上のクラスのこどもたちとお別れ遠足で夙川公園まで出かけました。 

寒い日でしたが、桜の蕾は膨らみ、咲き始めている花もありました。ピンクでも木々によって濃い色や薄い色、

白っぽい色もあり、咲く前の花も楽しむことができました。新しい年度を迎え、私たちと初めて出会うこども

たち、一つ大きくなったこどもたち、一人ひとり、『みんなちがってみんないい』ということばがありますが、

今年もそれぞれのかわいい育ちを見せてくれることでしょう。どんなに小さくても思いや考えはあります。こ

どもたちの心を先に読み取るばかりでなく、一緒に考えたり悩んだりしながら、一人ひとりの育ちを見守りた

いと思っています。こどもたちがすくすくと成長し大きくなることが願いとなりますが、それぞれの年齢によ

って心配事も変化していきます。私たちがその子育てのサポートをできればと思っています。保護者の方々と

共に、悩みも喜びも分かち合える関係、そして共育てのできる環境作りをつくり、一緒に子育てを進めていき

たいと思っています。今年度もよろしくおねがいします。 

                                     主任保育士 藤森 寿美 

                           

 

                      

 

 

 

 

 

 主任保育士 藤森寿美 

 

 ４月からふたば組の担任になります林千紗です。

たくさん遊ぶことと食べることが大好きです。子

どもたちと色々なことを感じ、経験しながら一緒

に成長していきたいと思います。毎日笑顔いっぱ

い元気いっぱいで一生懸命頑張っていきます。至

らない点も多々あると思いますが、よろしくお願

いします。               

林 千紗 

  

 

 ３月から勤務しています栄養士の河田泰隆と申し

ます。料理とギターが好きで、一児の父親でもあり、

３５歳の中年男性ということで新入職員という年齢

からはあまりにもかけ離れていますが、気持ちはフレ

ッシュに勤めていきたいと思います。かえで保育園の

子どもたちが毎日楽しく、元気いっぱいに過ごせるよ

う、栄養と愛情たっぷりの美味しい食事を作り、食を

通じて私自身も一緒に成長していけたらと思います。

子どもたち、保護者の皆様方においしいご飯！と言っ

ていただけるように努力してまいります。どうぞ宜し

くお願い致します。          

河田 泰隆 

これからよろしく 

おねがいします！！ 

 4 月よりつぼみ組の担任になります、高田奈沙で

す。身体を動かすことが大好きなので、子どもた

ちに負けないくらいたくさん身体を動かし、共に

元気な毎日を過ごしていきたいと思っておりま

す。どんな時でも笑顔を忘れず、様々なことに挑

戦していきたいです。子どもたちと楽しい園生活

を過ごしていけるよう、日々精進しながら一生懸

命頑張っていきます。何かと至らぬ点が多いかと

思いますが、これからどうぞよろしくお願いいた

します。           （たかたです）   

                高田 奈沙 

 



～いぶきのメッセージ～ 

ねらい「新しいお部屋で楽しく過ごす」 

うた「さんぽ」 

何度か遊びに行き憧れだったお部屋での生活がスタ

ートします。お兄ちゃんお姉ちゃんも一緒に遊んでく

れるのでワクワクしながら楽しんでいます。 

いろいろなことに興味・関心を持ち、楽しそうだなと

思った事に積極的に関わって遊んでいって欲しいと

思います。保育者も一緒に子どもが発見したことに寄

り添って過ごしていきたいと思います。またその中で

お友達の気持ちを知ったり、遊びに誘ったりとお友だ

ちとの関係も深めていって欲しいと思います。子ども

たちとどんな1年を過ごせるのかとても楽しみです。

楽しいことがいっぱい、笑顔いっぱいのクラスにした

いと思いますので今年も一年よろしくお願いします。 

                 足立 真裕子 

                         

 

 

 

 

 

 

 

～つぼみのメッセージ～ 

ねらい「新しいクラスの生活に慣れる」 

うた「ちょうちょ」 

お調子者だけど、控えめな今年のつぼみさん。きっ

と今年は、自分でできることが増え、会話もたくさ

んできるようになり、個性がさらに深まる１年にな

ると思います。心も身体も大きくなりパワーアップ

する子どもたちと共にゆったりと楽しく、アクティ

ブな時間を過ごしていきます。新しいことに出会い、

たくさんのドキドキ・ワクワクを感じて好奇心旺盛

な子どもたちでいて欲しいです。保護者の方にもお

手伝いいただくことがあると思いますが、１年間よ

ろしくお願い致します。   

須藤 聖美 

みんなの「やってみたい」という気持ちに寄り添い

ながら楽しく、毎日笑顔で過ごしていきたいです。 

三谷 梨緒 

一人ひとりと丁寧に関わり、たくさんの挑戦をして

いきたいと思っています。よろしくお願いします。 

高田 奈沙 

 

 

 

～ふたばのメッセージ～ 

ねらい「体をたくさん動かしてあそぼう」 

うた「ちょうちょ」 わらべうた「おちょうず」 

新しいお友達が９名入園され１４名のふたば組となり

ます。お部屋では、積み木・ままごと・手先のあそび

など子どもたちがいま遊びたい気持ちを大切に空間づ

くりをします。そして裸足であそび、土などの感触も

感じていきます。「自分で！」と成長していく年齢なの

で、一人ひとりの気持ちをみながら受け止め、生活の

面・あそびの面共に楽しく援助していきます。 

西口智子 

いつも園庭で会うと、にこにこ笑顔で走る姿が印象的

なふたばさん。これから外あそび、室内遊びと一つ一

つを見守りながらゆったり過ごしていきたいです。 

日笠加菜 

初めての事ばかりですがふたば組のみんなと毎日楽し

く過ごしていきたいです。一人ひとりと丁寧にたくさ

んふれあっていきたいです。        

林 千紗 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

～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「にぎりぱっちり」「ちゅうりっぷ」 

 

めばえ組は、4 月から 9 人の子どもたちでのスタート

になります。初めての場所でお父さん、お母さんのもと

を離れての生活に、子どもたちも保護者の方々も色んな

不安があるとは思いますが、少しでも早く保育園での生

活に慣れて安心することができるように過ごしていき

たいと思います。保育のテーマは「ていねいに」です。

子どもたちの顔をしっかり見てスキンシップもたくさ

ん取りながら関わっていきたいと思います。 

                 原田 千尋 

初めてのめばえぐみで毎日子どもの成長を傍で見られ

ることが楽しみでたまりません。可愛らしいめばえさん

とゆったりとていねいに過ごしていきたいです。 

       谷角 早紀 

この 1 年間めばえ組のみんなと一緒に笑い声の絶えな

いクラスにしていきたいと思います。よろしくお願いし

ます。              

星加 由美子 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

つぼみぐみのおしらせ・おねがい 

毎週木曜日は、体育あそびです。 

体操服での登園をお願いします。 



～だいちのメッセージ～ 

ねらい「安心して自分らしさを出す」 

「身の回りにあるルールの大切さを感じる」 

うた「せいくらべ」 

卒園式では卒園生への想いを言葉や歌にして、立派

に届けてくれました。「だいちさんお出かけいいな

～」「だいちさんになったら甲山いける？」と心待ち

にしていただいち組がいよいよ始まります。 

この１年で心も体も大きくなっただいちさんが、こ

れからどのような姿を見せてくれるのだろうと、わ

くわくしますね。お子さんの成長や葛藤、気持ちが

動いた瞬間一つ一つを、また保護者の方と共に喜ん

だり見届けられることをとても嬉しく思います。 

この 16 人だからこその１年を大切に、日々温かい

保育を心がけていきたいと思います。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

                  河本 彩奈 

 

 

どうぞよろしくお願い致します。   

                 河本 彩奈 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～お台所から～ 
新年度になりました。２８年度は西原・河田の二人でおいしいご飯を作ります。 

何だか寂しいような、嬉しいような色んな想いの詰まった４月ですが、新年度もどんどん子ども達と関わっていき

たいと思っています。 

これから１年間『食』を通して子ども達の心に残るような活動をしていきたいと思います。 

元気な身体づくりにもお手伝いをしていきたいと思います。 

 

２８年度は“食育活動”をさらにレベルアップしていきます。 

献立に合わせ２歳からクッキング活動を進めていきます。 

・旬の食べ物に触れて食材を知る。 

・活動は年間を通して行う。 

・たくさん『おいしい』を体験してもらう。 

 

４月の献立  旬の野菜 

たけのこ アスパラガス 

グリーンピース レタス 

キャベツ 新じゃが 

 

２８年度も楽しくおいしいごはん作りを進めます。よろしくお願い致します。 

～ひかりのメッセージ～ 

ねらい「ひかりぐみになったことを喜び、 

みんなで楽しく過ごす。」 

うた「はるがきた」 

みんながずっと楽しみにしていたひかり組とし

ての生活がスタートしました。今まで幼児さんの

お部屋で一番小さいお友達でしたが、新しく自分

より小さなお友達がお部屋に仲間入りをして、な

んだか誇らしげなひかりさん。「これはね、こうし

てするんだよ。」と教えてあげる姿も見られるよう

になってきました。今年は「自分で考える」「みん

なで考える」「友達のことを考える」を目標に様々

なことを経験していきたいです。自分で考える力

をつけると共に、「友達っていいな」「友達と一緒

って楽しいな」と感じられるように保育を計画し

ていきます。子ども達それぞれの色が出せるよう、

頑張りますので 1 年間よろしくお願い致します。         

林 奈津美 

           

 

           

 

幼児からのおしらせ・おねがい 

持ち物に名前のない落し物が増えています。 

今一度、服や靴など名前のご確認をお願いします。 

４月に予定している食育活動 

・レタスチャーハンのレタスをちぎる・・・つぼみ組 

・豆ごはんの豆のさやをむく・・・いぶき組 

・たけのこにふれる・・・ひかり組、だいち組 



 

 

 

                  

・2８年度より行事の日程に変更があります。 

ご確認下さい。日程が未定の行事は決定次第、お知

らせいたします。 

・在園の方に 3月にお渡ししている緊急連絡票を未提

出の方は至急提出をお願い致します。 

・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。 

 

 

 

 

  
３月１６日（水）お別れパーティでした。先生の得

意技を見たり、ひかり組、いぶき組、つぼみ組の歌

をだいち組に披露しました。ルービックキューブや

側転、水の色が変わる実験を見る時にはびっくりし

た表情や声、子どもたちの笑顔が溢れていました。

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

行きました。事前にだいち組に聞いていた人気メニ

ューを作ってもらいみんなで食べました。大好きな

スペシャルメニューに大喜びな子どもたちでした。 

  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

３月１９日（土）は前日から降り続いた雨も直前

でやみ、無事に卒園式を行うことが出来ました。 

凛とした表情で入場する姿、堂々と証書を受け取り

に行く姿に胸が熱くなりました。贈る歌や言葉、証

書授与では一人ひとりが最後まで真剣な表情で、そ

して、その姿を見たひかり組にも緊張感が伝わって

いたように思います。その懸命な姿に私たちも思わ

ず涙しました。子ども達にとっても、私達にとって

も、思い出深い素敵な卒園式になりました。 

式後に保護者の方々が企画して下さった茶話会

では、だいち組が入園した頃からのスライドを見た

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、だいち組のみんな

が素敵な１年生の姿を見せてくれるのが楽しみで

す。 

 

 

 

 

 

＊１日（金）入園・進級式です。 

９時より、ランチルームにて入園式を行います。 

進級児は通常保育です。 

 

＊４日（月）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。 

 

＊5月 21日(土)午前に保護者会を予定しています。 

 

＊体育遊び担当は高橋先生から吉井先生に代わりま

す。皆さんよろしくお願います。 

 

＊音楽アカデミーの音楽指導は終了しました。今年は

保育の中で先生と音楽活動を進めていきます。 

 

＊２８年度は、前田豊稔先生を環境アドバイザーとし

てお招きし、西宮の自然や環境についていろいろ教

えていただきます。 

 

＊４月下旬から５月に中旬にかけて園庭・テラス階段 

の工事が入ります。 

 

 

   

  

 

＊今月の予定 

 
１日（金）入園式・進級式 

 

4日（月）お花見（幼児） 

 

 １２日（火）キッザニア（だいち） 

 

１８日（月）月例健診 

 

 ２０日（水）誕生会 

 

 ２７日（水）こどもの日のつどい 

 

＊毎週木曜日は、つぼみ・幼児クラスの体育遊びが

あります。 

こんなことしたよ♪ 


