
つぼみ組・つくし組だより 

 

 

ご進級・ご入園おめでとうございます。コロナ感染で落ち着かない日々が続きお休み

されるお子さまもあって全員そろってのスタートができなくなったのですが、お子さま

の体調には気を配りながら、楽しく園での生活ができるように努めていきたいと思いま

す。1学期間はつぼみ組・つくし組が一緒に活動していきます。 

今年 1年よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つぼみ・つくし組で一緒に過ごすお友だちを紹介します。 

🌸つぼみ組 若林 英俊（ひでとし）くん、堀田 佳浩（よしひろ）くん 

🌸つくし組 佐藤 一陽（いつひ）くん、松山 隼大（はやと）くん、井上 和奏（わかな）ちゃん、

市川 儀（あき）くん、田中 宏志郎（こうしろう）くん、高原 舜（しゅん）くん、 

松山 楓（かえで）ちゃん、榎 梨紗（りさ）ちゃん、和田 莉巧朗（りくろう）くん、

谷内 亮太（りょうた）くん、河村 悠斗（ゆうと）くん、福永 聖子（せいこ）ちゃん、

上月 櫻子（さくらこ）ちゃん、松浦 勇人（ゆうと）くん、津吉 晃希（みつき）くん、 

 

クラス懇談会でお話しさせていただく予定だったことを別紙の確認事項でお知らせし

ました。わからないことがあれば聞いていただきたいと思います。ここでは０・１歳児

のお知らせをします。 

子どもたちは初めてお母さんと離れることになり、しばらくは泣き顔が続くと思うの

ですが、友達と楽しく過ごすことで徐々に慣れていってくれると思います。つぼみ・つ

くし組は毎日毎日が成長の連続です。毎日の生活習慣を大切にして自分でできることを

促していきたいと思います。 

様々なコト・モノに興味を持ち、何でもやってみたい子どもたち。その一つ一つに丁

寧に関わっていき「できた」の喜びを子どもたちと共に感じ、生活習慣の自立へとつな

げていく保育を目指しています。  一年間よろしくお願いいたします。 

 

■自然教室 

7月 18日（土）になります。0・1歳児が親子で花脊のゼミナールハウスに行き、川

遊びやお食事をする予定です。予定をしておいてください。参加費は入園進級時に自然

教室費（親子 1組分）としてちょうだいしています。お父様やご兄弟が参加希望の場合

は昼食代をいただくことになります。 

■午睡 

バスタオルを 1枚持ってきてください。週末に持ち帰ります。 

■絵本袋 

1 歳児は園に来たら制服をたたんで絵本袋に入れていこうと思います。絵本はまだリ

ュックに入れて毎日持って帰りますが、絵本袋はバスタオルを入れて週の初めに持って

きてください。 

■給食セット 

巾着袋に小さめのランチョンマット、スタイ、スプーン、フォークセット、コップを

入れてください。 

■着替え 

毎日、体操服・ズボン 2セット、靴下をジッパーの袋に入れてください。 

■ほまれの記録 

園での成長の記録となります。進級園児は 4月中に持たせてください。新入園児の方

はお渡しするので名前を書いて持ってきてください。 

■園外保育 

つぼみ・つくし組は木曜日に出かけます。9時 30分までに登園してください。 

 

 

 

こちらから他クラスのお便りをご覧いただけます！→ 

４月１０日発行 林屋利津子・吉本洋教 

 

 

つくし組 担任 吉本洋教 です。 

子どもたちが明るい笑顔で毎日を楽し

みながら成長していけるように、日々の

保育に取り組みたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

つぼみ組 担任 林屋利津子 です。 

1 学期間はつぼみ組とつくし組を担当さ

せていただきます。新しい環境に慣れて

友だちと楽しく過ごしていけるように子

どもたちの成長を見守っていきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

つくし組 副担任 高木幸子 です。 

子どもたちが安心して過ごせるように

信頼関係をしっかり作って楽しく過ごし

ていきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

つくし組 副担任 藤澤康子 です。 

初めて園生活をはじめるお子さまもた

くさんで、不安やご心配も多いかと思い

ます。子どもたちが毎日笑顔で園に来ら

れるよう、帰れるように、安心して過ご

せる環境を作っていきたいと思います。 



ゆり組だより          ４月１０日発行 青山 洋子  

 

お子様のご入園、ご進級おめでとうございます 

担任 青山 洋子です。 
つくし組から、進級されたお友達１５名に、２名の新しいお友達を迎え１７名に 

パワーアップしゆり組がスタートします。 

集団生活だからこそ出来る体験・経験の場を設け、１年後に「出来た！」「楽しか

った♡」「色んなことに挑戦した！」と、子ども達の成長を共に感じてもらえるよう

毎日が充実し、子ども達の笑顔であふれる園生活になるようにしていきたいと思って

おります。また、保護者の皆様が安心してお子様を預けていただけるよう一人一人を

見つめていきたいと思います。１年間よろしくお願い致します。 

 

副担任 亀田 亜希子です。 

ゆり組副担任をさせて頂きます。一人ひとりの子ども達の大好きな事や得意な事を 

たくさん見つけ、みんなが自信いっぱい、笑顔いっぱいで過ごせるように手助けを 

していきたいと思っています。１年間よろしくお願い致します。  

副担任 寺井 麻梨です。 

今年度ゆり組の副担任をさせて頂きます。出来た喜びを感じながら様々なことに 

挑戦していけるようにサポートしていきます。どうぞよろしくお願い致します。 
 

ゆり組の目標 基本的な生活習慣が身につくよう取り組んでいきたいと思います！ 

★挨拶を進んでする 

★身の回りの事を自分でする 

★お友達と仲良くする 
 

ゆり組でのお願いとお知らせ 

 ゆり組になり、新しく増えることや変わることがありますので、お知らせ致します。 

尚、全学年共通事項としまして、別紙「確認事項」も合わせてご覧いただきますよう 

よろしくお願い致します。 

★課外授業 

 ・英語・・・ 火曜日      ダニエル先生 

 ・音楽・・・ 金曜日（月曜日） 小川先生 

 ・体操・・・ 火曜日      安田先生 

★踏水会水泳指導 

 ・ゆり組２学期より、月１回の水泳指導が始まります。しかし、トイレトレーニングが 

終了していないお子様は参加することが出来ませんので、ご家庭でも取り組んでいただき 

夏休み中には完全終了出来るようにご協力お願い致します。 

★園外保育 

 ・ゆり組１学期は、木曜日に園外保育に行きます（２学期から曜日が変わることもあります 

ので、その際は後日お知らせ致します）。天候や、行事、子ども達の体調などにより変更

する事もありますが、ゆり組の園外保育の日は、必ず水筒を持って来て下さい。 

★水曜日 

 ・水曜日はお弁当の日です（給食はありません）。お弁当、水筒、レジャーシートを入れて 

持って来て下さい。※デザートとして、果物は入れていただいても構いません。 

★午睡 

 ・保育時間内での午睡はありません。１４時以降の延長保育をご利用の方は、１４時～ 

１５時頃まで行いますので、バスタオル１枚を持って来て下さい。 

（週末に持って帰ります） 

 ・体力がついてきて、午睡が不要な方はお知らせ下さい。 

★週の始めの持ち物 

・カラー帽子 ・バスタオル ・乾布摩擦タオル ・上靴（必ず上靴袋に入れて下さい） 

★タオル 

・体操ズボンのポケットに手拭き用のハンカチ（タオル）を毎日必ず入れて来て下さい。 

 ※つくし組時の、手拭きタオルは要りません。 

★おはようブック  

・１ページ目の氏名や住所の欄を、必ず記入しておいて下さい。 

★着替え 

 ・毎朝、制服を脱いでトイレに行き、出席シールを貼るなどの準備を自分で出来るように 

練習しています。必ず制服を着て、登園して下さい。 

・脱いだ制服を畳んで絵本袋に片付けています。絵本袋は、毎日持って来て下さい。 

・男の子は着替えセットの他に、体操ズボンを１枚入れておいて下さい。 

（制服のズボンから履き替えるため） 

★課外授業 

・１４時以降の幼児教室や課外授業を取られる方は、延長保育の予定表に合わせて記入し、 

提出して下さい。変更になる場合は連絡帳でお知らせ下さい。 

 

 

 

※こちらから他クラスのクラス便りもご覧いただけます ➡ 



たんぽぽ組だより        

 

  進級おめでとうございます。 

さぁいよいよ、たんぽぽ組の始まりです!! 

幼児チームとしての活動は、ドキドキわくわく!!  楽しいことチャレンジすること、色々

な事が待っています。子どもたちも、保護者の皆さまも心ひとつにして、楽しい笑顔いっ

ぱいの一年にしていきたいと思います。 

改めまして、ゆり組に引き続き、今年度たんぽぽ組の担任をさせていただきます。 

フリードリック直子です。 

ゆり組での活動を土台に、さらに成長する子ども達と笑顔で毎日を過ごしてまいりたい

と思います。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

★たんぽぽ組での目標 

・自立を目指して一人で、新しい事、難しい事にチャレンジする。 

 ・お友だちと一緒に楽しく、活動する。 

 ・自分の思いを言葉で伝える。 

 4 歳を迎える子ども達は 昨年度以上に、言葉の発達が見られ友だちとの関わりが深

まっていきます。 仲良く遊ぶこともできますが、時には傷つける言葉を発してしまうこ

ともあったりもします、大きく社会性が育つ時期ですので、相手を思いやる気持ち、大人

の助けなしで どのようにしたら解決できるのか 子ども達と一緒にたくさん考えてい

きたいと思います。 

そして、自分の思いを相手に伝える力を身につけられるようにしたいと思います。 

自立心が芽生え始めるこの時期に、いろいろな事にチャレンジし、時には失敗したりし

ながら自分でやり遂げるといった体験で成長していけるように見守りたいと思いま

す。保護者の皆様も子どもたちの話をよく聞いていただき、一緒に考えたり、励ましたり

していただき、自分でやる自立心や、できた時の達成感や充実感を大切にしてあげて

ください。 

★たんぽぽ組の専科 

・音楽 …月曜日・金曜日 

・体操 …火曜日 

・英語 …火曜日 

 

★お願い 

 ・連絡帳に必ず当日の降園時間と方法を記入してください。 

  例：2時バス 4時迎えなど 

 ・幼児教室や課外授業、オプション等を明記してください。 

  例：2：30～ピアノ、4：00～バレエ 

 

★絵日記 

最初は、3行日記から始めます。園で文字のおけいこをしながら絵を描いて、 

楽しみながら取り組んでいきます。絵日記には文字がまだ一人で書けない場合は、 

保護者の方が下書きしたものを、なぞって書いていただきます。 

ご家庭でもご協力いただく事がありますがよろしくお願いいたします。 

 

★絵本貸出 

 たんぽぽ組では、子ども達自身が好きな本を選びます。好きな本は何度も借りて帰る

こともあります。必ず感想欄に保護者の方がお子様の感想や読んでいる時の様子をお

書きください。100冊めざしてがんばってくださいね!! 

・ 

★お泊り保育 

7月 20日（月）・21日（火） 花脊子ども村   さくら組と一緒に行きます。 

 

                 ★たんぽぽ組で使う荷物 

                   4月 15日（水）までにお持たせください。 

                   必ず名前を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

こちらから他クラスのお便りをご覧いただけます！ 

４月１０日発行 フリードリック・直子 

 

 



さくら組だより 

 

今年度は、新型コロナウィルスの影響で国難ともいえる未曾有の事態となり、保護者

の皆様におかれましては、進級の喜びよりも不安が大きいスタートなのではないでしょ

うか。刻々と状況が変わる中、園としても迷いながら手探りでの新年度ですが、保護者

の皆様のご不安が少しでも解消できるよう、コミュニケーションを密にし信頼関係を築

きながら、日々の保育に努めて参りたいと思っております。 

 

 

 

担任 廣瀨道子 

 短い期間ではありましたが、ゆり組で副担任として関わっていた子ども達と、再び担

任として一年間過ごせることを今から楽しみにしております。 

年長組に向けての意欲と意識を高めていけるよう、楽しむ時と課題に取り組む時の切

り替えをして、メリハリのある活動を心掛けたいと思います。また、子ども達自身が他

者と比べるのではなく、自分を超える努力をする力を育みたいと思います。高い目標に

向かうことは日々の積み重ねと強い精神力が必要ですが、努力を認め励ますことで、子

ども達のやる気を引き出せればと思っています。ご家庭でも、お子様がくじけそうにな

った時に励まし勇気づけて頂ければ幸いです。 

そして、ご不安なこと疑問に思われることがありましたらご遠慮なくご相談ください。 

どうぞ一年間よろしくお願いいたします。 

 

副担任 阿部和美 

 「離れても見守って参ります」と 3 月にご挨拶しましたが、今年度も副担任として

かかわらせていただくこととなりました。子ども達の今までの成長過程を見させていた

だけたことを礎として、さらに一人ひとりが日々まっすぐ成長していけるよう、微力な

がら努めてまいります。昨年度は体調を崩し皆様にご迷惑をおかけしましたので、今年

度は自分自身の健康管理にも気を付けて参ります。至らぬこともあるかと思いますが、

廣瀬先生と力を合わせて頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  

専科 

音楽（小川先生）・・・月・金 

英語(ダニエル先生)・・・火 

体操(安田先生)・・・火 

＊珠算は、珠算塾に行かずに園内で実施いたします。 

お願い   

・ 絵日記は、2 冊を交互に毎日提出してください。まとめての提出は翌日に返却が出

来ない場合がございますのでご了承ください。 

・ 絵本ノートの感想を、子ども自身で書ける人は挑戦していってください。その場合、

言葉を引き出してあげてください。 

・ ハンカチは忘れないよう、必ずお持たせください。体操ズボンのポケットに入る大

きさの物にしてください。 

・ 延長時間に幼児教室やお稽古事がある日はお子様にも伝え自分の予定が分かるよう

にしてください。 

・ 特にお知らせをした場合を除いて、制服は毎日正しく着用してきてください。 

 

荷物について  整理整頓がしやすく子ども自身が使いやすいものにしてください。 

【リュック】 

・連絡帳、お便り帳、ホームワークプリントをケースに入れて内側のネットの所 

・給食セット・・・お箸、ランチョンマット、歯ブラシ、コップ 

・着替え１組・・・パンツ、靴下、体操服上下（ジッパー付きビニール袋に入れ） 

※水曜日はお弁当と水筒、レジャーシートを忘れないようご注意ください。 

※上靴袋はリュックの前ポケットに入れておいてください。 

【絵本袋】 

・絵本と絵本ノート、絵日記 

※幼児教室や課外のカバンは別にご用意ください。 

 

保育用品   持ち帰った保育用品をご家庭で点検補充してご持参ください。 

クレパス・絵の具・絵筆・リズムスティック・粘土・粘土板・はさみ・糊・クーピー 

椅子カバー・筆箱（鉛筆 3本・消しゴム・ユビックス）・メロディオン・縄跳び 

詩集 2・音読読本 4・5・6・7  

 

※黒い作品袋とほまれの記録は、お知らせするまでご家庭で保管しておいてください。 

※メロディオンの黒い拭き口、そろばんケースは、不要ですのでご家庭で保管して下さ

い。 

☆昨年と変更していることもあり、戸惑われるかもしれませんが、子ども達も少しずつ

新しい習慣に慣れればと思いますので、ご協力よろしくお願い致します。 

 

 

4月 10日発行  廣瀨道子・阿部和美 

☆こちらから他クラスのお便りをご覧いただけます！ 



すみれ組だより 

担任挨拶 

ご進級おめでとうございます。すみれ組を担任させていただきます川﨑愛菜です。学

園生活の集大成である１年間、日々の保育を大切に、一人ひとりが心も身体も大きく成

長できるよう、精一杯サポートしてまいります。１年間どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

副担任挨拶 

今年度、年長すみれ組の副担任をいたします、近藤佳子です。川﨑先生をサポートし

ながら子ども達と毎日楽しく過ごせるように、充実した保育を心がけていきますのでよ

ろしくお願い致します。 

 

 

すみれ組の生活 

音楽・・・月曜日と金曜日  小川先生 

体操・・・火曜日      安田先生 

英語・・・火曜日      ダニエル先生 

華道・・・5月より     内田先生 （レッスン代は月末に引き落とし） 

茶道・・・5月より     政埜先生 （レッスン代は月末に引き落とし） 

珠算は保育内で取り組んでいきます。やり残しているテキストをご持参ください。な

ければ次のステップのテキストをご用意致します。 

また、すみれ組では 5月の連休明けより、ニュース発表の取り組みが始まります。後

日配布する別紙予定表をご確認の上、準備をお願い致します。 

 

 

持ち物について 

昨年度持ち帰った保育用品をご家庭で点検し、以下のものをご持参ください。 

クレパス・絵の具・絵筆・スティック・粘土・粘土板・はさみ・糊・クーピー 

椅子カバー・筆箱（鉛筆・消しゴム）・メロディオン・国語辞典・縄跳び・そろばん     

ぱちぱちランド・・詩集 3・音読読本 8・9・10・11・漢詩集・ユビックス 

黒い手提げの作品入れ・ほまれの記録 

※黄色い国語辞典をお持ちの方は、新学期より園にある緑の国語辞典を使用致します。 

絵日記 

 たんぽぽ組から取り組んでいる絵日記は、昨年度の指定曜日でご提出をお願い致しま

す。忙しい日々の中で時間を見つけ、毎日続けることで大きな力となります。クラスに

絵日記がんばり表を掲示し、取り組みの見える化を図ることで、意欲を高める工夫を致

します。 

 

すみれ組の目標 

〇話をよく聞く 

５歳児は理解力やコミュニケーション能力が大幅に伸びる時期です。また、来年は小

学校入学という大きな節目を控える大事な時期であり、「指示を聞き、行動する力」が必

要不可欠になってきます。「聞く力」を伸ばすために、大人が子どもたちの話をしっかり

聞くことや、子ども同士でも話を聞くことを促すなどの取り組みをしていきます。 

 

〇自分で考える 

「決められたことは自分でする」という自主性を育てていきます。「できひん」「どう

するん？」と尋ねてきたら、すぐに手を差し伸べるのではなく「どうしたらいいかなぁ？」

とできるだけ自分で解決・達成できるように見守っていきます。 

 

〇相手を思いやる 

自分の想いを言葉にして表現することで、物事の善悪だけでなく、程度や形容を表現

できるようになります。次第に理解力や想像力も進歩し、やや複雑な会話が可能となり、

大人ともより高度なコミュニケーションがとれるようになります。日々の生活で、社会

性を伸ばし、お友達の気持ちを考えた言動を心がけるよう指導していきます。 

 

〇時間を考えて行動する 

充実した活動を行うためには、時間やルールを守ることが重要です。特に給食の時間

には、完食するまでの時間に差が出ます。これからは「〇分には〇〇をする」など具体

的に指示を出し、先を見越して行動できるよう声掛けをしていきます。 

 

〇自分から挨拶をできるようにする 

 挨拶は毎日の習慣です。自分から元気に挨拶することを心がけ、登園時から気持ちの

良いスタートを切ることができるようにしましょう。 

 

 

 

☆こちらから他クラスのお便りをご覧いただけます！ 

４月１０日発行 川﨑愛菜・近藤佳子 

 

 

 


