
 

 

 

 

                           

 

 

 

30年度がスタートしました。新たに 0歳児めばえさん 9名、1歳児ふたばさん 6名、2歳児つぼみさん 

２名、3歳児いぶきさん 1名の 1８名を迎え入れ、新生活が始まります。進級児を合わせて 84名の子ども

たちとどんな生活が始まるのかわくわくしています。 

保護者の方々から離れて過す保育園での生活は、不安こともあるでしょうが、私たち保育者が、一人ひとりの

お子様の小さな気持ちの変化や思いをしっかりと受け止め支えながら、小学校に向かって「一人立ち」できる

よう導いていきます。 

お子様はもちろんのこと、保護者の方々や私たち職員もお子様の成長を見守りながら「親」として、 

「保育者」としても成長していきます。それぞれのお子様のこれからの未来を想像しながら「共育て」をさせ

ていただけることを嬉しく思います。また、保護者の方々の考えや思いを頂きながら進めていきますので「こ

うして欲しい」「「これはどうですか」の思いを受けながら教育者としてともに考え「子どもたちにとって」を

一番にすすめていきながら子育てを一緒に『共育て」していきたいと思っています。 

かえで保育園の各クラスでテーマ、0歳児から 5歳児まで、丁寧にゆったり関わり、見守りながら、経験

すること考えることをたくさん用意し、一人ひとりがチャレンジできる毎日を過していただけるよう職員一同

力を合わせて大切なお子様と過していきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

かえで保育園も８年目を迎えます。これまでの歴史を振り返ると園庭の木々も大きく育ち、それぞれが季節ご

とに楽しみを持ってきてくれます。園庭のどんぐりの木前には昨年ダンディタイムの皆様に作っていただいた

トンネルもれんぎょうがきれいな黄色の花を付けてくれています。室内では、にこにこひろばに保護者の思い

や、様々な活動を掲示したり、階段にはかえでギャラリーもできました。各お部屋の遊びも充実した空間がで

きてきました。８年間作ってきた保育環境に今年も子どもたちが楽しめるたくさんの仕掛けを保護者の方々と

作っていきたいと思います。 

保育園は子どもを預けるだけの場所ではありません。皆さんの大切なお子様がお家で過ごすより長い時間過ご

します。その世界は楽しくわくわくでき、いつでも安心して過ごせる場所でなくてはなりません。 

そこで立ち上がったのが『かえでカフェ』お母さん・おばあちゃんの集う場です。昨年の歌もとても素敵なも

のになりました。 

今年はどんなふうに皆さんで仕掛けてくださるのか楽しみですね。 

もう一つ素敵な集まりは、『ダンディタイム』のお父さん・おじいちゃんの集う場です。お父様方には、なか

なか保育園のおこさまの姿をゆっくり見ていただくことは少ないですが、お子様のために少しの時間と少しの

知恵を貸していただけると素敵なものになっていきます。どうぞご参加いただき、お仕事以外の交友関係を築

いてみませんか？ 

どちらも年間予定をお示しして参加しやすい会にし、お子様や保育者との触れ合いを見守っていただければ明

日への力のなると思います。 

近日中に別紙にてお知らせ致します。皆さんでご参加ください。 
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～新しい先生の紹介～ 
３０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。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～めばえ・ふたば・つぼみからのお知らせ・お願い～ 

・服・靴の記名の確認をお願いします。 

・つぼみ組は 4月 5日から体操遊びがありますので、体

操服での登園をお願いします。 

また体操服と赤白帽子の記名をお願いします。 

体操服の過度なワッペン等はご遠慮下さい。 

にこにこメッセージ♪                            

 今年は寒暖の差が激しく、体温調節がしにくい日が多くありました。ですが、3月終わりに春が駆け

足でやってきて、桜もあっという間に満開になりました。４月に予定していたお花見も卒園するだいち

さんと一緒に「お別れ遠足」で楽しむことができました。別れがあって新たな出会いのあるこの季節、

幾度も繰り返してきましたが、送り出すこどもとの別れは本当に辛いです。最近では保育園が６年間で

終わることなく、そのまま継続で見守りたいと思います。保育園から離れていても応援しています。 

「さよなら」ではなく「またね」とこれからも一人ひとりの成長を楽しみにしています。 

 

さて、30年度ご入園・進級、おめでとうございます。今年はどんな年になるのでしょうか。現代社

会はドンドン進歩していきますが、子育ては一歩一歩です。共に楽しみ、共に考え、共に悩んでいきま

しょう。私たちはこどもの“声”をそばで聞き、やってみたいことをやったよ。できたよ。を日々繰り

返し、継続した保育を行いながら成長を見守っ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。 

                                                                            

主任保育士 藤森寿美（６年目・保育歴３０年）                       

 

                                

 

 

 

  藤森 寿美 

                           

 

  

４月からめばえぐみの担任になります。 

植木雅です。 

身体を動かすことや食べることが好きです。 

子どもたち一人一人と丁寧に関わりたくさん

ふれあっていきたいです。一生懸命頑張って

いきますのでよろしくお願いします。 

             植木 雅 

 

 

４月からつぼみ組の担任になります。 

山本あかねです。 

うたを歌うことや身体を動かすことが好き

です。子どもたちと様々なことに挑戦し、経験

しながら共に成長していきたいと思います。ま

た、安心して園生活が送れるよう一人ひとりに

寄り添い笑顔で元気いっぱいがんばります。 

至らない点もあるかと思いますが、よろしくお

願いします。 

山本 あかね 

～幼児からのお知らせ・お願い～ 

・歯ブラシに記名して頂く際に、名前の横にその月も 

一緒に記載して下さい。例）4月・○○ 

（いぶき組はまだご準備の必要はありません。コップで

食後にうがいをします。） 

・動きやすい服装で園生活を過ごしてください 

 （スカートは登降園時のみでお願いします） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～めばえのメッセージ～ 

ねらい「保育園や先生に慣れる」 

うた「ちゅうりっぷ・うえからしたから・チュッチュコッコ」 

9名のめばえ組となります。生まれて始めてのご家族の方から離れて過ごす生活が始まりますね。

初めての場所・初めての先生との出会いはきっと最初はドキドキしてしまうと思いますが、少しず

つ心地の良いこと、面白いことを感じて過ごし、最後には楽しい保育園生活を送れるよう、そばで

寄り添っていきます。たくさんお話しながら、お子様の成長を一緒に喜んでいきましょう。 

                                  谷角 早紀（５年目） 

 

子どもたちが安心して笑顔いっぱいの毎日が過ごせるよう、丁寧に関わっていきたいと思ってい

ます。1年間よろしくお願いいたします。        小板橋 円香（８年目保育歴１６年） 

 

子ども達一人ひとりと丁寧に関わり、明るく元気に笑顔を大切に一生懸命頑張っていきたいです。

よろしくお願いします。                        植木 雅（１年目） 

～ふたばのメッセージ～ 

ねらい「好きなおもちゃを見つけ保育者と一緒にあそぼう」 

うた「ちょうちょ」わらべうた「おちょうず」「ボウズ」 

 

 新しいお友達が６名入園され１５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

べり台や砂場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、秋から冬にかけて、公園へ散歩に

出かけ園外での遊びも計画していこうと思います。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（１９年目） 

 

日々過ごす中で、子どもたちが発見したことや楽しいと感じたことを大切にして過ごしていきた

いと思います。歌をうたったり、笑ったりと一緒に楽しみながら笑顔あふれるクラスにしていき

たいです。２９年度に引き続き３０年度も担任をさせていただきます。７月から産休に入らせて

いただくので数か月間となりますが、一緒に過ごしていきたいと思います。                                    

福井 真裕子（６年目） 

 

子どもたちと元気いっぱい楽しく毎日を過ごしていきたいと思っています。一人一人の興味や関

心に寄り添って、一緒に様々な経験をしていきたいです。たくさん遊んで、たくさん食べて充実

した 1年間を過ごせるよう頑張っていきます。よろしくお願い致します。    

髙田 奈沙（３年目） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～つぼみのメッセージ～ 

ねらい「新しいお部屋に慣れる」「友達と遊ぶことを楽しむ」 

うた「おはながわらった・チューリップ」わらべうた「おやゆびねむれ・とんとんとん」 

 

元気いっぱいの子どもたち。つぼみぐみで一緒にあそび、笑いあい、そして子どもたちひとつひとつ 

の「気もち」や「気づき」を大切にして、一緒にすごしていきたいと思っています。よろしくお願い 

します。                        星加 由美子（８年目保育歴１２年） 

 

 新しいお友達が２名入園され、15名のお友達で過ごしていきます。ずっと楽しみにしていたつぼ

み組。子どもたちがたのしい！やってみたい！と思うことを先生やお友達と共有していきながら 

「いっしょに」楽しんでいきたいです。一生懸命頑張ります。一年間よろしくお願いします。                        

林 千紗（３年目） 

 

一緒に園庭で走り回ったり歌を歌ったりなど色々なあそびを通してたくさん触れ合い、元気いっぱい

の楽しいクラスにしていきたいです。子どもひとり一人のペースを大切にしながら安心して園生活が

送れるよう笑顔で精一杯頑張ります。                  山本 あかね（１年目） 

～いぶきのメッセージ～ 

ねらい「新しい部屋で、お兄さんお姉さんと一緒に楽しく過ごす」 

うた「かえで保育園園歌」「どんないろがすき」 

 

新しい大きなお部屋であそぶことにどきどきわくわくしている子どもたち。 

困った時はお兄さん、お姉さんに教えてもらったり、手伝ってもらうことを嬉しそうにしている姿

も見られます。 

つぼみ組のころから、いろいろなことに挑戦しようとしたり、自分でできることがたくさん増えて

いく姿をそばで見させていただきましたが、今年も一緒に過ごせることを、とてもうれしく思いま

す。 

今年は今までよりも多くのお友達や先生と関わって、たくさん遊んでたくさん笑って過ごしてい

きたいと思いますので、よろしくお願い致します。           林 奈津美（５年目） 

 

はまグループ（林奈津美・日笠加奈）・かぜグループ（河本彩奈・立田英玲菜） 

幼児クラスではいぶき・ひかり・だいち組で共に生活をし、子どもたちからの好奇心と探究心から昨年度

より更に遊びへのしかけづくりを 盛り上げていきたいと考えています。様々な環境の中で子どもたちと一

緒に異年齢だからこそ生まれる関わりや思いも大切にしていきたいと考えています。 

年上の子がしていることに憧れをもち挑戦しようとする姿が見られたり、年下の子が困っている時には“助

けてあげたい”という気持ちが自然と芽生え、共に考えることで生活やあそびが広がるきっかけにもなりま

す。また、決まった集団だけではなく様々な考えや感性を持つ友だちと共に過ごすことで、沢山の“気づき”

が見られます。 

気づきを見つけた時の喜びや楽しさ、友だちに想いが伝わらない時の悲しさや悔しさ等、時に感じた想い

を大切に、幼児クラスからかえで保育園全体で見守っていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

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。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～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「かえで保育園園歌」「きみたち今日からともだちだ」「はるがきた」 

  

ひとつ大きくなったひかり組 15人での生活が始まります。今までは幼児さんで一番小さい

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「このやり方知って

る？」「一緒にやってみよう」となんだか誇らしげに話す姿が見られます。 

今年は『考える』をテーマに様々なことを経験していきたいです。自分で考える力を生活の

中でつけると共に、みんなで一緒に遊ぶ楽しさや落ちつく心地よさを感じることができるよう

な経験をしていきたいです。私自身も「友達っていいな」と子どもたち 1人 1人の個性が輝く

ことができるよう、いろんな気持ちを受け止めながら子ども達と過ごしていきたいと思います

ので、よろしくお願い致します。 

                               日笠 加菜（４年目） 

 

 

～だいちのメッセージ～ 

ねらい「安心できる保育者との関係性を築く」「年下の子に頼られる喜びを味わう」 

うた 「園歌」「きみたち今日からともだちだ」「春の小川」 

 

ひかり組でもそれぞれの個性を発揮し輝いていただいちさん、4 月からはついに、心待ちにして

いただいち組ですね。子どもたちの持つ“生きる力”を大切に、笑顔はじける一年にしていきたい

と思います。また、だいち組では子どもたちの“知りたい”“やってみたい”の気持ちを元に、自分

たちの力で計画や決断をしたり、物事を解決していくことも大切な経験の一つだと考え見守ってい

きます。 

嬉しいことも悔しいこともみんなで経験してきた 14人の仲間としての成長、 

そして一人ひとりの心の成長についても 1年をかけてどのような葛藤や変化が見られるのか、今か

ら楽しみです。 

大切なこの一年の成長を保護者の方と共に傍で見守られること、大変嬉しく思います。どうぞ宜

しくお願い致します。 

                               河本 彩奈（8年目） 

 

 

幼児フリーとして、子どもたちの好きな事・楽しい事・出来たことを一緒に体験しながら分かち合い、

過ごしていきたいと思います。今年はどんな楽しいことが盛り上がっていくのか、異年齢で幅広く関

われることが私自身とても楽しみです。 

初めての幼児で至らない点もあるとは思いますが、精一杯頑張りますのでよろします。 

立田 瑛怜菜（2年目） 



～お台所から～ 

ご入園・ご進級おめでとうございます。あっという間に新年度ですね。 

新しくかえで保育園に来るお友達や、クラスが上がってお兄ちゃん、お姉ちゃんになる子どもたち

の姿を見ることが、とても嬉しく思います。３０年度も引き続き河田・中西の二人で美味しいごは

んを作ります。今年も子どもたちが元気いっぱいになれるようなごはんやおやつを作り、旬の食材

にたくさん触れ、四季の味を楽しんでほしいと思っています。 

今年度もどうぞ宜しくお願い致します。 

＜３０年度の取り組みについて＞ 

  昨年度の食育活動の中でも、旬の食材に触れることを意識してきました。 

今年度はさらに、食と季節が結びつき、食から季節を知り、食によって季節を味わうことを大切に

考えていきたいと思います。そのために、献立にも旬の食材や、日本の伝統文化、行事食をより多

く取り入れます。 

また、各年齢に応じた栽培活動、クッキング活動など、季節に合わせた様々な食体験を通じて食に

対する興味が深まり、子どもたち自身が新しく発見したり、考え学ぶことなどいろいろな力を身に

つけ、心も体も豊かに育って欲しいと思います。 

新たに各年齢で、全員で１つの食事を作り上げるクッキングも考えています。そして毎日の食事の

中で子どもたちと一緒に食事をすることで、食材や献立、味など食事に関わる会話を通じて食べる

ことの喜びや楽しさを伝え、心の栄養も育んでいけるように子どもたちと過ごしていきいたいと思

います。 

 

 

＜４月旬の食材＞ 

  さわら、新ごぼう、新玉ねぎ、ふき、新じゃが、春キャベツ、スナップエンドウ、えんどう豆、き

ぬさや、たけのこ、いちご、デコポンなどを予定しています。 

 

＜４月に予定してる食育＞ 

  豆ごはんに使うえんどう豆の皮むきや、たけのこご飯に使うたけのこの皮むき、ふきのすじ取り、

スナップエンドウ・きぬさやのすじとり、新玉ねぎ・新じゃがの皮むきなど、春の食材に触れて、

様々な事を感じてほしいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

          

 ３月ひなまつりのちらし寿司    ひかり組では大豆を潰して 

味噌を作りました        いぶき組おやつのかっぱ巻き 

みんなでいただける日は 

いつかな 

 

 

河田 泰隆・中西瑞紀 



 

 

 

 

・３０年度は 1８名の新入園児さんをお迎えして園生活が

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。 

・玄関に保育者の顔をご紹介していますのでご覧ください 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月５日（月）は酒蔵見学がありました。あいにくの 

お天気でしたが、白鹿本社まで行き、酒蔵の工場見学を 

させて頂きました。工場内ではお酒を詰める過程や、お米

からお酒が出来る仕組みなど教えて頂きました。 

子どもたちも興味津々な様子で見たり触れたりしていま

した。参加して下さった保

護者の皆様、また白鹿の社

長様をはじめ職員のみな

さまありがとうございま

した。 

 

 

 

 

 

 

19日（月）にはお別れパーティーがありました。つぼみ

組からだいち組の子どもたちでクッキングを行いお昼ご

飯を作りました。めばえや

ふたばの子どもたちも食材

に触れたり運んだりしてく

れました。お昼前にはだい

ちさんからの合奏のプレゼ

ントや、ひかりさんといぶ

きさんからの手紙のお返し

のプレゼントも渡されました。 

お昼ご飯はいつもとは違うスタイルに子どもたちもワク

ワクした様子でした。また、自分たちで作ったご飯はとて

もおいしかったようであっという間に食べていました。 

 

 

 

＊新しく書類提出をお願いしていますが、まだ未提出の方

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。 

＊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。 

 

 

 

≪４月の予定≫ 

         

  ２日（月）入園式・進級式 

  ３日（火）新入園児慣らし保育開始 

 １６日（月）巡回指導 

 １７日（火）絵画 

 ２０日（金）つぼみ～お弁当日 

 ２４日（火）消防設備点検・厨房清掃 

 ２５日（水）誕生日会・月例健診 

 ２７日（金）絵画 

 

＊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。      

    ＊１７日・２７日は絵画の日です。 

     幼児クラスは太田先生と絵画活動を 

     楽しみます。 

 

≪５月の予定≫ 

１８日（金）幼児クラスバス遠足 

      つぼみ～お弁当 

２６日（土）保護者会 

＊３０年度の年間行事予定表を配布いたします。 

    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。 

 

  ＊幼児（いぶき・ひかり・だいち） 

  ＊乳児（めばえ・ふたば・つぼみ） 
  クラス名ではなくと乳児・幼児と表記することがあります。 

 

こんなことしたよ♪ 


