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園長 引地美津代
入園・進級おめでとうございます。２９年度がスタートしました。今年も職員と共にワクワクドキド
キの毎日を過ごせるよう一日一日を大切に保育をすすめていきます。どうぞよろしくお願いします。
昨日はずっと過ごしただいちぐみの子どもたちを送り出しました。降園時、それぞれの思いがあふれ
出し、担任にしっかり抱っこしてもらいながらも号泣してしまう子どもたちでした。卒園式の後では、
又月曜日も会える！また遊べる！ご飯も一緒に食べよう！と話していながら、３日前ぐらいからベタベ
タ・そわそわ・・・
降園時間、保護者の方と話しているとずっと我慢していた感情があふれ出してしまいました。
職員がそれぞれの子どもたちへの思いがあるのと同じで、子どもたちも様々な思いをもって卒園してく
れるこの出会いに感謝です。泣いてしまって最後まで言えなかったのですが、玄関のドアが閉まる寸前
にくしゃくしゃになりながら『あ・り・が・と・う』の言葉を残してくれた声は一生心に残る素敵な言
葉でした。だいちの皆さん思い出をありがとう。保護者の方々ありがとうございました。
さて、２９年度は「たいせつにする」をテーマにして保育を進めていきます。
３月の終わりに取り組んだ『たのしいかえでのひ』では様々な素材と出会い、工夫してその子どもなり
の思いを形にできた取り組みでした。また、その子どもたちと過ごした担任がそのこどもへの思いをメ
ッセージとして残すことで、一年の育ちを振り返る良い機会となりました。それぞれの思いを大切にし
たり、そのつくる時間やそのことに取り組むまでの思いを大切にしたりすることで制作展が実現しまし
た。
今年は私にとっても開園して６年間を締めくくる大切な一年でしたので、この「たのしいかえでのひ」
が大成功で進められたことを感謝しています。先生たちの保育力の育ちと保護者の方々の協力があって
素敵な一日になりました。
このことから、職員皆でいろんなことを『大切にする』という気持ちを新たに２９年の生活を展開して
いきます。どうぞよろしくお願いします。

～２９年度の取り組み～
＊園庭の中心に大きな木を植えます。日陰を作ることと『ヤマモモ』を育てることを
楽しみます。
＊園の施設整備を請け負う業者を見直し、さらなる整備をし安心・安全な施設をめざします。
＊保育所保育指針の改正に準じて保育計画の見直し、保育・教育の充実を図ります。
＊園外保育の距離をさらに伸ばし、歩く体験を増やします。
（やまのぼり）
＊ダンデイタイム・かえでカフェを充実できるよう年間計画を示します。
＊挨拶を丁寧に保護者の方々との関係を深めます。
＊職員研修を充実させ、保育の質を高めます。

園

にこにこメッセージ♪
ご入園・ご進級おめでとうございます。寒い日が続いていますが、園庭にはたくさんの「春」
を見つけることができます。木々からは新芽が顔を出し始め、草花やハーブ、小さな虫たちも土
の下で大きくなる準備を始めています。
子どもたちの中では、ひとつ大きくなったことを感じるようなあそびが広がっています。つぼ
みぐみになる子どもたちはまだまだ子ども同士でしか通じない会話を楽しそうにしながら、泥団
子を作ったり、お友達に作ってあげたりと友達の輪がどんどん広がっています。子どもには子ど
もにしか分からないことがたくさんあります。遊びのルールであったり、楽しみ方も様々です。
私たち保育士ができることは、興味が持てるよう遊びを仕掛けることもありますが、基本的には、
教えることを優先するのではなく、子どもたちが興味関心を示した時、必要に応じて、声をかけ
たり手を差しのべたりします。子どもたちの力を信じて、年齢や一人ひとりの成長を見ながら見
守ることが日々大切だと感じています。
今年はどんな発見があるのでしょうか。新しい子どもたちとの出会いとひとつ大きくなった子ど
もたちの成長を楽しみにしながら１年間を過ごしていきたいと思っています。
今年度もよろしくお願いします。子育ての悩みは何でも相談してください。
主任保育士

藤森寿美

～新しい先生の紹介～
２９年度、新しく仲間入りした先生方です。どうぞよろしくお願いします。

はじめまして。4 月からつぼみ組の担任になりま
す、立田 瑛怜菜（たつたえれな）です。
歌を歌うことや、絵本を読むことが好きです。子
どもたちと様々な挑戦や経験、発見をして一緒に
成長していきたいと思います。
笑顔を忘れず、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。
立田 瑛怜菜

4 月から栄養士としてお台所に入る、中西
瑞紀です。子どもたちと遊ぶこと、食べるこ
とが大好きです。かえで保育園のみんなが元
気いっぱい過ごすことが出来るように、毎日
心を込めてごはんを作ります。
これからどうぞよろしくお願い致します。
中西 瑞紀

～めばえのメッセージ～
ねらい「保育園の生活や先生に慣れよう」
うた「ちゅうりっぷ」わらべうた「うえからしたから・にぎりぱっちり」
めばえ組は 4 月から 9 人の子どもたちで過ごしていきます。初めてお父さんお母さんから離れて過ご
すことでお子様も保護者の方も不安に感じることもあると思いますが、環境を整えたりお話をしたりし
ていく中で安心して過ごして頂けるようにしていきます。生活も遊びも一つ一つの関わりを丁寧に行い
ながら楽しく過ごしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

足立

真裕子

初めての集団生活は、お子様だけでなく保護者の方もドキドキの４月です。めばえ組では、丁寧に一人
ひとりのリズムに合わせて保育園生活もすすめていきます。慣らし保育も含めてお子様のことをたくさん
教えてくださいね。これから一緒に一つひとつの成長を喜べる毎日にしていきましょう。
よろしくお願い致します。

須藤

聖美

初めてのめばえ組さんですが、毎日ゆったりと関わりながら子どもたちの成長の手助けをしていきたい
と思います。また、一年間子どもたちとたくさん笑いたのし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。

林千紗

～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「はるがきた」 わらべうた「じいじいば・おてぶしてぶし」
新しいお友達が５名入園され１４名のふたば組となります。園庭では春から裸足で過ごし、すべり台など一人一人
の好きな遊びを見守っていきます。また、暑い季節には、水泥遊びをする中で「体で感じる」
「触れてみる」という
ことを経験していきたいと思います。部屋ではゆったり過ごすことができる環境づくりに心がけ、たくさんの発見
を子ども達と共に経験していきたいと思います。

乳児リーダー西口

智子

いつも園庭で会うと、にこにこ笑顔のふたばさん。一緒に過ごすことになり嬉しく思います。
「自分で！」思いを大
切にしながら、ゆったりと楽しく過ごせるように心がけます。

猪塚

明友美

子どもたちの「～したい」という気持ちを大切にしていき、いっぱい笑い声が聞こえてくるふたば組にしていきた
いです。よろしくお願いします。

星加

～幼児からのお知らせ・お願い～

～乳児からのお知らせ・お願い～

・歯ブラシに記名して頂く際に、名前の横にその月

・服の記名の確認をお願いします。

も一緒に記載して下さい。例）4 月・○○

由美子

・つぼみ組は毎週木曜日に体操遊びがありますの

（いぶき組はまだご準備の必要はありません）

で、体操服での登園をお願いします。

動きやすい服装で園生活を過ごしてください

また体操服と赤白帽子の記名は、大きく分かり

（スカートは登降園時のみでお願いします）

やすいように記載して下さい。

～つぼみのメッセージ～
ねらい「新しい生活に慣れる」
うた「ちょうちょ」わらべうた「もぐらどん・ぞうきん」
園庭に出ると、元気いっぱいにお友達と一緒に走り回ったり、鉄棒を使ってブランコのようにお友達に背中を押し
てもらってあそんでいたり、お友達と一緒に何かをすることが大好きな様子のつぼみさん。お部屋の中でもにぎや
かな会話が飛び交っています。お友達と一緒にたくさんの体験・経験を通して、保育者に見守られながら、ひとま
わりもふたまわりも大きくなってほしいなと思います。1 年間よろしくお願い致します。
原田千尋
長い階段をのぼって、2 階のお部屋で過ごすことに、わくわくした様子のつぼみさん。
今年 1 年で、たくさんのことを体験・経験して、たのしい！おもしろい！と思えることを増やしていきたいです。
好奇心旺盛で、たのしいことがだいすきなつぼみさんと一緒に過ごすことに私もわくわくしています。1 年間よろ
しくお願い致します。

林

奈津美

一人ひとりと丁寧にたくさん関わり、毎日笑顔で過ごしていきたいと思っています。よろしくお願いします。
立田

瑛怜菜

はまグループ（河本彩奈・高田奈沙）
かぜグループ（日笠加奈・谷角早紀）
基本的に幼児は２グループでわかれて活動しながら必要に応じて年齢にも分かれます。
成長に合わせて興味関心を引きだしながら、それぞれがやりたいこと・面白いな～と感じるこ
と・不思議だな～と思うことなどを同じ空間で過ごすお友だちと共に味わいながら自分を発見し
ていく毎日にしていきます。
だいちの後半は小学校に向けて年齢別で過ごすことで準備をしていきます。

～いぶきのメッセージ～
ねらい「新しい生活を楽しもう」
うた「園歌」
「どんないろがすき」「むっくりくまさん」
新しいお部屋にどきどきワクワクのいぶきさん。お兄さん、お姉さんたちに分からないことを聞きながら「いぶ
きさんって楽しいな」
「あんなことも出来るんだ！」と新しい生活に楽しみを感じて、もっともっと経験する 1 年
にしてほしいと思います。元気いっぱいでお話が大好きないぶきさんを今年一年そばで見守れると思うと私自身
もとてもワクワクしています。ふたばさんでも 1 年間一緒でしたが、そのときとはまた違う、うんと大きくなっ
たいぶきさんとの 1 年が想像できません。まだまだ甘えたい気持ちと自分でやりたいという気持ちを受け止めな
がら、色んなことを一緒に感じて過ごしていきたいと思います。1 年間よろしくお願いいたします。
谷角

早紀

～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、 みんなで楽しく過ごす。
」
うた「園歌」「きみたち今日からともだちだ」「はるがきた」
幼児さんのお部屋では一番ちいさなお友達だったいぶき組から、またひとつ大きくなったひかり組 14 人の生活が
始まります。遊ぶこと、歌うこと、ご飯を食べることと何事にも全力でパワフルなひかりさんですが、今年は「考
える」をテーマに生活をしていきます。
自分で考える、みんなで考える、お友達の想いを考えることを感じることができる経験をしていきたいです。その
中でも一緒に遊ぶ楽しさやお友達と一緒にいて落ちつく心地よさを感じ、担任自身もいろんな気持ちを受け止め共
感することができる保育を進めていきます。
保護者の方にもご協力して頂くこともあるかと思いますが、子どもたち 1 人 1 人の個性がきらきら自身をもって
輝くことができるよう私自身も楽しく元気に過ごせるように保育をしていきます。1 年間よろしくお願い致し
す。

日笠加菜

～だいちのメッセージ～
ねらい「新しい環境に慣れ、安心して過ごす」
「思い切り自分を表現する」
うた「きみたち今日から友だちだ」
「スキップ」
いよいよ、保育園生活最後の１年ですね。
だいち組になることを楽しみにしながらも、きっと心の中はどきどきそわそわしていたことだと思います。年下
の友だちのお手伝いを通して頼られることを経験しながら、
“前のだいちさんはこんな風にしてたんだ”と新しい
発見があるようです。いぶき・ひかり組の頃も同じお部屋で過ごしてきた 16 人のだいちさんとこの大切な一年
を共に過ごせることを、嬉しく思います。
個性たっぷり面白いことを見つけるのが上手なだいちさん、いつでも見ていて欲しいけれど照れくさくてうまく
表現できない…ちょっぴり照れ屋なだいちさん、安心して思い切り自分を出しきれるよう、愛情いっぱいで受け
止めていきます。
16 人の仲間と共に笑ったり泣いたり怒ったりしながら、どのような成長を見せてくれるのか、楽しみですね。 ど
うぞよろしくお願い致します。

河本

彩奈

幼児のフリー保育士として、生活のサポートをしたり、一緒に出かけたりといぶきさんからだいちさんまでの子ど
もたちと、丁寧にたくさん関わっていきたいと思います。1 人ひとりの子どもたちの興味や関心に寄り添って様々
なことに挑戦していきたいです。私自身、初めての幼児でこれからの生活にドキドキとワクワクでいっぱいですが、
元気一杯な子どもたちと楽しい毎日を送れたらと思います。1 年間よろしくお願い致します。
高田

奈沙

～お台所から～
あっという間に新年度になりました。２９年度は河田・中西の二人でおいしいご飯を作ります。
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たちと関わっていき、１年間『食』を通して子どもた
ちにとって心に残る活動をしていきたいと思います。
２９年度は昨年度に築き上げた“食育活動”をさらに進化出来ればと考えています。
野菜の下処理などのクッキング活動は、２歳児から５歳児まで、誰でも参加できるように進めていきたいと考えて
います。
さらに、より多くの旬の食べ物に触れて、旬の食材を知り、旬の美味しさを感じれる子どもたちに育ってほしいと
願っています。
４月の献立

旬の野菜

たけのこ

アスパラガス

春キャベツ

新玉ねぎ

えんどう豆

レタス

新玉ねぎ

若ごぼう

新ごぼう

ふき

しろ菜

きぬさや

いちご

デコポン

さわら

わかめ

４月に予定している食育活動
・豆ごはんの豆のさやをむく

・たけのこにふれる

・ふきのすじをとる

・たまねぎのかわをむく

２９年度も子どもたちの「美味しかった！！」の気持ちが満ち溢れるように努めてまいりたいと思います。
本年度もどうぞよろしくお願い致します。
・だいちは朝、順番に「ご飯を炊く」体験をします。
・旬の野菜のクッキングや園庭で育てた野菜を使ってのご飯を作ります。

２９年度は１５名の新入園児さんをお迎えして園生活が

＊新しく書類提出をお願いしていますが、まだ未提出の方

始まります。皆さんがかえでで楽しい一年を送れますよう
保育していきます。

がいらっしゃいます。早急に提出をお願いします。
＊今年は園外保育を多く計画し、しっかり歩くことを体験
をしていきます。歩きやすい靴・服装を準備してくださ
い。

ウエルネス体育指導吉井先生から､『古井先生』に代わり
ます。専門種目は器械体操です。どうぞよろしくお願いし
ます。

こんなことしたよ♪

＊持ち物に名前の記入をお願いします。
今一度確認をして下さい。靴下など同じものが多く間違
ることが増えています。
＊送り迎えの際、園周辺の無料駐車場には無断で駐車しな
いようお願いします。
＊送迎の際は名札の着用をお忘れないようお願いします。

3 月 1 日（水）は酒蔵見学がありました。白鹿の酒蔵に行
き、お酒の出来る工程を見学しました。工場を見学したり、
実際にお酒の樽に入ったりして、楽しく学ぶことができま
した。参加して下さった保護者の皆様、また案内して下さ
った施設の方々、ありがとうございました。

３月 3 日（金）はお別れパーティーがありました。各クラ
スの子どもたちからの歌のプレゼントに、職員からの得意
技披露と大盛り上がりの会となりました。そして、この日
のご飯はだいち組さんからのリクエストメニューという
ことで、バイキング形式でたくさんのごちそうが並びまし
た。みんな、大好きなメニューに大満足とっても嬉しそう
にたくさん食べました。

≪４月の予定≫

４月１日（土）入園式
3 日（月）進級式
新入園児慣らし保育開始
14 日（金）だいちクラス懇談会
１９日（水）いぶきクラス懇談会
２６日（水）ひかりクラス懇談会
１７日（月）誕生会
クラス写真撮影
１８日（火）だいちキッザニア
（お願い：こどもたちには内緒にしていて下さい）

２４日（月）月例健診 14：45～
＊基本毎週木曜日は体操の日です。
つぼみ～だいち組は体操服の着用を
忘れないようお願いします。
＊１９・２６日は絵画の日です。
幼児クラスは大田先生と絵画活動を
楽しみます。
＊２９年度の年間行事予定表を配布いたします。

18 日（土）には卒園式が行われました。晴天に恵まれた
春らしい空の下、16 名のだいち組がかえで保育園を卒園
しました。想い出の歌を歌ったり、保育園で楽しかったこ
とを発表したりと緊張感のある中、堂々とした姿を見せて
くれました。思い出のいっぱい詰まった保育園を離れるの
は、とても寂しいのですが、4 月からはそれぞれ学校で素
敵な 1 年生として頑張っていく姿が楽しみです。

詳細はかえでゆうびんで随時お知らせ
しますので毎月ご確認お願いします。

