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1日（月）＝希望保育 

４日（木）＝新入園児  保育面談 

おゆうぎ会ごっこ 

5日（金）＝つき組 交通児童館にて交通教室 

          はな組 キッズビクス 

6日（土）＝家族ふれあいの日 

８日（月）＝つき組 卒園記念クラス写真撮影  

９日（火）＝つき組 マラソン大会 

       身 体 測 定 

１０日（水）＝つき組 卒園記念 園外保育  

       園庭開放＆次年度0歳児ひろば 

１1日（木）＝３月生まれの子のお誕生会  

１3日（土）＝なかよし保育♪  

１5日（月）＝たてわり保育お別れ会《散歩＆ランチ》  

１6日（火）＝つき組 お茶会  

             避難訓練 

１7日（水）＝つき組 保護者会及び祖父母の集い 

（午後１時半～）（詳細別報） 

２０日（土）＝春 分 の 日 

23日（火）＝つき組さんとのおわかれ会  

25日（木）＝つき組 卒園式（9時半開始） 

※つき組以外は家庭保育をお願いします。 

26日（金）＝修 了 式 

27日（土）＝家族ふれあいの日 

明照文化センターおさらい会(PM) 

29日～３日…春季希望保育 

※ 家庭保育をお願いします。（詳細別報） 

 

－４月－ 

 5日（月）＝新入児入園式（9時半より） 

継続児始業式 

       (継続児は11:30＆12:00時差降園) 

６日（火） 継続児平常保育開始 

10日（土）家族ふれあいの日  

24日（土）＝父母の会総会・なかよし保育  

28日（水）＝のんほい親子遠足 

Ⅰ年間、楽しかったね！大きくなったね！ 

  保育園の玄関に咲く梅の花も、あざやかにほころんで、暖かい春を待つばかりとなりました。 

 先日のお遊戯会では、人数を制限する中で、2日間にわたって足を運んでくださるご家庭もあ

り、温かいご理解とご協力をありがとうございました。園児と職員だけで行った昨年度のお遊戯

会から 1年がたち、大好きなおうちの方の前で、緊張しつつも楽しそうに発表する子どもたち一

人一人からは、目覚ましい成長が感じられました。 

 今年 1年は、新型コロナウイルス感染対策により、多くの制限の中で保育をすすめてきました。

ご家庭でも不安の中での子育ては大変だったかと思います。仕事や生活の両立に不安を抱える中、

子どもたちの笑顔は大きなパワーとなり、改めて子どもの笑顔に囲まれる保育や子育ての素晴ら

しさを感じました。 

1年の経験をステップに、３月は年度の締めくくりとして、すべてのクラスの子どもた

ちと“あんなこともしたね、こんなこともしたね”という思いと同時に、まだまだ“あん

なこともしたかった、こんなこともしたかった”と振り返りながら、ひとりひとりの成長

を喜びたいと思います。 

1年を通しての園への様々なご理解とご協力に、改めて感謝申し上げます。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の保育のねらいと主な活動 
〇自信を持って行動し、自分の力を十分に発揮しながら就学への期待感を高める。 
・室内あそび、戸外あそび、園外保育など 
〇成長した喜びを味わい、身近な人への感謝の気持ちを持ち、伝える。 
・お別れ会や卒園式など 
〇寂しさや喜びを春の訪れとともに感じる。 
・園外保育、戸外遊びなど 

☆６さい おめでとう☆ 
 １日     こはる さん 
 １日     そうすけ くん 

 １０日     かずま くん 
 １１日     はな さん 

  １４日     ひより さん     
２６日     まや さん 

  ２７日     れん くん 

 ３ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（５歳児） 
つきぐみだより 

お遊戯会へのご参加、ご理解ご協力☆本当にありがとうございました。 

直接見て頂けることが出来て本当に良かったです（涙） 

 本番という魔法？！いやいや、これがみんなの力なんだ…と驚くほど、 

堂々と、そして自信に満ち溢れた姿をあの大きな舞台の上で子ども達は見せてくれました♪ 

 気持ち良さそうに舞い踊る遊戯☆凛々しさやしなやかさ、かっこ良さの溢れた総物☆自分の言葉で心を込めて

会場へ届けた劇☆・・・小グループから学年全員での取り組みと、一人ひとりがそれぞれの集団の中でしっかり

と自己発揮を楽しみ、それを表現することで満足感を味わっていました。やはり人数が増えれば増えるほど、上

手くいかないことも多くありました。自分のことだけでなく、他の子の動きやそれまでの流れを理解して動くの

は簡単なことではありませんでした。たくさんの失敗やもどかしさを繰り返し、それを丁寧に消化したり、 

リカバリーしたりしていく子ども達の前向きな心☆ 

 そしてあのお客さんが見入ってくれる静かな体育館で演じた劇やうた♪最後までやりきったという達成感は、 

子ども達の心に大きく膨らんでいると思います。 

 温かな心、強い心、感謝の心を胸いっぱいに膨らませ、４月からの新たな未来に羽ばたいていって欲しいなと

思います♪ 

今月のうた♪『おやまのすぎのこ』 

１． むかしむかし そのむかし 

しいのきばやしの すぐそばに 

ちいさなおやまが あったとさ あったとさ 

まんまるぼうずのはげやまは  

いつでもみんなのわらいもの 

これこれすぎのこ おきなさい 

おひさまにこにこ こえかけた こえかけた 

２ばんへつづく・・・ 

 

 

 

この配信で、園だより＆クラス便りも最後となりました。 
配布されていたピンクの紙から、このように配信されるよう
に変化した園便り＆クラス便り☆ 
 子ども達の経験や成長を綴ってきましたが、保護者の方の 
保育活動へのご理解ご協力なしではここまで辿り着くことは
出来ませんでした。本当にありがとうございました。 
寂しさは募るばかりで、今年ばかりは『春よ、もう少し 

待って』と言いたくなりますが、子ども達はきっとこれまで
と同じように、前向きに♪勇気を持って未来へ羽ばたいて 
いってくれると信じています。 
 残り一か月もこれまで通り、全力で子ども達とたくさんの
『楽しい♪』を作りだしていきたいと思います。 
集大成の卒園式を迎えるその日まで☆ 
 そしてその後の成長もいつまでも…見守らせてください☆ 

これからの一か月は更に毎日予定を 

計画的に積み重ねていきます♪ 

きっずノートカレンダーを確認頂き、 

体調を整え毎日全員が揃って過ごせるよう 

ご協力をお願い致します☆ 

 

 

 

３月（最終号） 

 
まほう？！ 
いや、違う・・・ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はなぐみだより（４歳児） 

3月のねらい（活動） 

○友だちと考えを伝え合いながら、様々な活動に積極的にする。 

（戸外あそび・選択あそび等） 

○年長児に進級する喜びや期待を持って、行事や活動に意欲的に取り組む。 

（つき組より文化伝承 剣道・日舞） 

○異年齢児との関わり合いを深め、思いやりや感謝の気持ちを様々な方法で表す。 

（たてわり小遠足・お別れ会） 

○身近な自然に触れながら、春の訪れに気付き関心を持つ。（園外保育・散歩・戸外あそび） 

 

３がつうまれのおともだち 

♪今月のうた♪ 

３月号 
 

 遊戯会モードだった 2 月！お遊戯会にむけて、子

どもたちの期待感・嬉しさ・待ち遠しさがひしひしと

伝わってきていました。遊戯の練習が始まると、「あ

れ？○○君がいない！呼んでくる！」と同じチームの

仲間を呼びにいったり、歌や楽器演奏では、みんなと

気持ちを合わせる事を自然と感じ取ったり…「友だち

同士」でいろいろな事を考え、気づき合い、助け合い、

様々な経験から、自分たちで学びとった宝物がたくさ

んありました。 

 昨年度、体育館での経験が無かったため、当日を心

配していましたが、堂々と演技することができ、どの

子もとても輝いていましたね。ライトの光やお客様の

まなざしがとっても嬉しそうでした！ 

 お遊戯会で達成感を感じた子どもたち。おうちの方

にほめてもらうことでさらに自信につながると思い

ます。頑張った姿をたくさんほめてあげて下さいね。 

 はな組の残り１か月。 

胸をはってつき組さんになれるよう、充実した日々を

過ごしていきたいと思います。 

 

おうちの方へ 

〈お礼〉 

 お遊戯会では、事前の衣装の準備、当日の着替

えや集合等たくさんのご協力を頂きありがとう

ございました。保護者の皆様のまなざしと温か

い拍手が子どもたちの励ましになりました。感

謝申し上げます。ご意見・ご感想をぜひお知らせ

下さいね。 

〈最後に〉 

 1年間、保護者の皆様にご理解ご協力を頂き、

感謝申し上げます。かわいくて素直なはな組の

子どもたちにたくさんのパワーをもらいまし

た！ありがとうございました！ 

7日     かなた くん 

9日     そら くん 

10日     しんのすけ くん 

26日     ひなた くん 

・はるがきた・つなごうよ・今日からみんなおともだち 
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ほしぐみだより （３歳児） 

11月

月 

☆今月の保育のねらいと主な活動☆ 

○自分で出来ることを進んで行い、出来たことへの満足感を味わう。 

☆朝の身支度を自分でしたり、身の回りの整理整頓をする。 

〇身近の自然に触れ、春の訪れを感じる。 

☆戸外あそびや散歩に出掛ける。 

 
 

～ピース＆ピース～ 
ほしぐみでの生活も気付けば残り1か月になり

ました☆ 

ピース＆ピースをテーマに1年過ごしてきた子

どもたち。様々なことに挑戦して、達成感や満足

感を味わってきました。時には上手くいかないこ

ともあったけれど、友だちと一緒に「なんでか

な？」と次への方法を考えたり、先生、お家の人

に励まされて「よし、もう一回がんばる」と変身

するパワーに変えたりして、乗り越えてきました。

心も体もぐーんと成長し、たくさんのピースが増

えたと思います。 

ほし組での1年で大きく成長した子どもたちの

姿を嬉しく感じます。 

様々な場面でご理解とご協力本当にありがとう

ございました。 

 これからもどんどん成長していくほし組さんが

とっても楽しみですね♡ 

こんげつのうた 

まっかなたいよう おはようさん 

きょうも せかいがイロもって 

あおいおそらに しろいくも 

みどりがゆれる 

 

イロイロ とりどりのイロ 

みんながイロイロな イロをもって 

あんなイロ こんなイロ どんなイロ 

たったひとつ きみイロ （2番につづく…） 

 

～表現することは楽しい♪～ 
「今日も、○○踊りたい」「“ねずみのすもう”楽し

み」「今日“うさぎときつねとかめ”あるね」と友だ

ち同士会話をして、毎日とても楽しみにしていた、ほ

しぐみさん。 

リズム遊びでは、友だちと一緒に身体を動かすこと

の楽しさや気持ち良さを感じながら、笑顔いっぱいに

踊っている子どもたち。見せ合いっこをする中で「○

○君のここのポーズがかっこいい！」と言葉で伝え合

う姿が多くみられました。友だちに見てもらう嬉しさ

を感じ「もっとみてほしい！」「お家の人にも見ても

らいたい！」という気持ちが大きくなってきました。 

表現遊びでは、どの子も登場人物になりきって、物

語の世界に入り楽しんでいる姿が見られます。音楽を

聞いて、友だちとセリフのタイミングを合わせること

は、とても難しいこと。しかし、「せーの」や「う

ん」と声を掛け合ったり、友だちと目を合わせたりし

て、気持ちを合わせてセリフやうたを歌おうとする姿

が見られるようになりました。遊戯会を通して、「友

だちと気持ちを合わせて表現する楽しさ」、「一生懸命

頑張る気持ち良さ」、「優しい気持ちのステキさ」を

感じている子ども達です。 

 

3日      もりすけくん 

11日     あおいくん 

12日     ゆうさん 

25日     はるまくん 

27日     りんさん 

28日     たくみくん 

 3がつうまれの 
おともだち 

3月 

みんなではなぐみに

れっつごー！ 



今月の ◎保育のねらい と ★おもな活動内容 

     大きくなりました       お遊戯会楽しかったね 

帽子作りから始まったお遊戯会の表現遊び。 

筆を使い絵の具で模様を描いたり色を塗った

りしながらかわいい帽子が出来上がりました。 

そのオリジナルの帽子を被り、大きな舞台に立

ったゆき組さん。どきどきわくわくしながら 

みんなで一緒に歌ったり、踊ったり… 

『お家の人が見てくれる！』という魔法の 

パワーが加わり、こびとさんも野菜さんも 

笑顔がキラキラ☆輝いていて、とても素敵で 

したね     

 

～家庭でできる  ちょこっと遊び～  「  ゴロゴロしてみよう  」

歩            」 

♪今月のうた♪ 

『ひなまつり』 

あかりをつけましょ ぼんぼりに 

おはなをあげましょ もものはな 

ごにんばやしのふえたいこ 

きょうはたのしいひなまつり   

ｆ                                        

 

 
  

 

◎年少クラスに進級することに期待感を持ち、身の回りのことを進んでやれるようになる。 

 ★ほし組と交流し、食事の姿勢、持ち物の始末など 

◎自分の思いや要求を、表情や言葉で表す喜びを味わう。 

 ★ままごと遊び、ごっこ遊び、散歩、戸外遊びなど 

   

 

 

進級当初、お家の人や先生にやってもらっていた事が   

 「じぶんで‼」と、ひとりで出来る事が増えてきました。 

 スプーンから箸へ…、おむつからパンツへ…、着替えも 

 頑張っていますよ。言葉もたくさん覚えておしゃべりの 

輪が広がっています。そして、友だちと一緒に過ごす 

 楽しさを感じ始めています。この１年間ですごく大きく 

 なりましたね。ほし組になるのを楽しみにしている子ど 

もたち♡ ゆき組での生活もあと１か月となりましたが 

まだまだ楽しいことをいっぱいしたいと思います。                             

今年度はコロナ禍の中、例年と違った保育環境となっ 

 てしまいましたが、温かいご理解とご協力ありがとうご 

 ざいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ゆきぐみだより 
2歳児 

３月 

    ３日     かりんさん 

   6日     ふたばさん 

  １９日     にこさん 

  ２４日     さくくん 

  ２６日     つむぎさん 

  ３１日     つづるくん 

でんぐり返しをはじめ、 

いろいろな体勢になると 平衡感覚を 

つかさどる、三半規管の発達を促します。 

体をいっぱい動かして遊ぶのに、とっても

大切なことですね。 

 

３がつうまれのおともだち 

布団などを２枚用意します。 

大人は子どもが乗っている

布団の端を持ち、上に持ち 

上げます。 

    回転しすぎに注意しましょう。 



 

 

 

  

 

 

 

 

そらぐみだより（ 1 歳児）    

月 
今月のねらいと主な経験 

○自分で身の回りのことをやろうとする。 

□衣服の着脱、靴を履く、脱ぐ、帽子を被る、腕まくり 

○楽しく遊ぶ中で、自分のしたいこと、してほしいことを言葉で伝えようとする。 

□言葉遊び、わらべ歌、手遊び、絵本 

 そらぐみの保育室で過ごすのも残り１カ月となりました。この１年を振り返り、今年度は新型コロナ
ウイルスと日々隣り合わせの中での保育となりましたが、保護者の皆様のご協力とご理解のもと子ども
達は元気いっぱい笑顔いっぱいに過ごすことができました。 
思い返せば、６月そら組さん全員が揃っての保育がスタートしました。みんなが揃って顔を合わせるこ
とに幸せをとても感じました。そして子ども達はだんだんと自分でズボンや靴を履こうとし、スプーン
を持っての食事、ブロックでイメージしたものを形にしてみたり、友だちの名前を呼び合ったり、友だ
ちと一緒に「いらっしゃいませ～」と店員さんになってみたりと、一人ひとりが自分のペースで大きく、
たくましく成長した姿を嬉しく感じているこの頃です。 
残りの１カ月も可愛い子どもたちと一緒に、笑って笑って笑って楽しく過ごしていきたいと思います！ 

★☆一年間ありがとうございました☆★    そらぐみ担任一同 

今月のうた『はるがきた』 
 

①はるがきた はるがきた どこにきた 
 やまにきた さとにきた のにもきた 
 
②はながさく はながさく どこにさく 
 やまにさく さとにさく のにもさく 
 
③とりがなく とりがなく どこでなく 
 やまでなく さとでなく のでもなく 

 

  

おゆうぎ会 
保育室では子ども達の「おんがく～スター

ト！」の言葉で曲が流れると、お友だちや先生と
顔を見合わせながら、どの子も楽しみながら踊っ
ていました。おゆうぎ会当日はおうちの方の温か
いまなざしの中、ドキドキしたりちょっぴり涙を
見せながらも、頑張って最後まで舞台に立つこと
ができました。一人ひとりの子どもたちの表情に
とてもほっこりしましたね。 
おゆうぎ会へのご参加ありがとうございました。 

おたんじょうび☆おめでとう 

 

       りくくん （１９日） 

  

      ２歳になったよ♪ 

  

   

「あがりめ さがりめ」 
☆彡目のまわりを指で触ることで変化する顔を楽
しむ、昔ながらのあそび歌です！ 

①あがりめ(子どもの目を大人が人差し指でつり

上げる) 

②さがりめ(目を下げる) 

③ぐるっとまわって(目のふちに丸く円をかく) 

④ねこのめ(目を両端にひっぱる) 

 

※④で目尻を中央に押してみたり、口や頬も動か

して面白い顔をしてみてもいいですね。親子でた

くさん笑っちゃおう！！ 

 

 

 

３月 

 



 

～ おしらせ ～ 
  

４月からはそら組さんになりますね。 

服、肌着、靴下、靴など名前が 

薄くなっていたり、記名がないこと 

もある為、もう一度確認をして 

すべての持ち物に記名を 

お願いします。 

 

 

♪みんなの好きなうた♪ 

～お家でも歌ってね～ 

「つなごうよ♪」 
① つなごうよ つなごうよ てとてとてとてと 

つなごうよ つないできょうから おともだち 

 

② つなごうよ つなごうよ ちいさなてだけど 

しっかりと つないできょうから おともだち 

 

③ つなごうよ つなごうよ はじめてであった 

きみだけど つないできょうから おともだち 

 

◎お友だちの手をつないでその手をユラユラと

振って嬉しそうな姿が見られますよ。 

 

 

 

 

 

   

  

                                    

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

３月 ０歳児 
 

☆今月の保育のねらいと主な活動☆ 
 

〇保護者や友だちと簡単なやり取りを楽しむ。 
・朝夕や食事の挨拶をしようとしたり、自分の思いを伝えようとする。 

○友だちや保育者と見立て遊びを楽しむ。 

・ままごとあそびをする。 ・砂や玩具であそぶ。 

☆あひる組は絵本を見て「ワンワン・ニャーニャ」な

ど、言葉がたくさん出てきました。お話をするのが楽し

そうなこども達です。お友だちを意識するようになり、

ぎゅっと抱きしめたり、見つめ合って「にこ～(*^_^*)」

と笑ったりする様子も見られるようになりました。 

「いや～♡」「自分で」と自我の芽生えから、自分でやり

たい‼の気持ちも伝えてくれるようになってきたあひる

組さん。パジャマに着替える時、ズボンを脱いだり、袖

に手を通したりと自分で出来ることも増えてきました。

泣いても、笑っても何をしていても可愛いあひる組さん

です。 

☆ひよこ組は「ごあいさつするよ～」と言うと、おて

てをパチンと合わせたり、「いないいないばあ～」と声を

出したりと笑顔を見せてくれます。 

自分の靴も分かるようになり、靴箱に靴を取りに行って

履こうとする姿もかわいいです。子どもたちは入園して、

はいはい、つかまり立ち、つたい歩き、そして初めての

一歩。離乳食から始まり、子どもたちの成長を間近で見

ることの幸せを感じた１年でした。 

温かいご協力とご理解ありがとうございました。 

 

♪♪遊戯会、たのしかったね♪♪ 
  

誕生会のお楽しみを通して、音楽に合わせ表現す

ることがますます好きになった様子が見られていま

す。遊戯会では、子どもたちがあそびの中で親しんで

いる『わらべうた』と食べ物の曲を披露しました☆ 

ままごとや絵本の中の食べ物に興味を示す様子があ

るあか組さん。『おやさいいっぱい』や『いただきまっく

す』の曲に合わせ、手を合わせたり、ノリノリで踊ったり

とかわいい姿が見られていますよ。当日もおうちの方

とふれあいながら、楽しそうでしたね☆彡 

 

 

 

 
 

☆１歳になりました☆ 
 

★    ゆうやくん （３月２５日）  

 

 ☆新しいお友だちが増えたよ！ 
    ★  はるまくん 

    ★  こはるさん 

    ★  まおさん 

              ☆よろしくね☆ 
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