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                  ★感染状況により変更する場合があります。 

キッズノートの確認をお願いします。 

                  

※お遊戯会ごっこは学年別に行います。 

※つき組の卒園記念クラス写真撮影は全員が 

そろえた日に行います。 

10日（木）＝２月生まれの子のお誕生会  

11日（金）＝つき組交通児童館にて交通教室 

＆岩屋山登り（詳細別報） 

       はな組 キッズビクス 

12日（土）＝家族ふれあいの日 

14日（月）＝つき組 マラソン大会 

15日（火）＝避 難 訓 練 

       身 体 測 定 

16日（水）＝新入園児保育室体験（詳細既報） 

17日（木）＝つき組 保護者会（詳細別報） 

      ※まん延防止等措置期間につき、 

三世代交流会は行いません。 

18日（金）＝♪はるよこい祭り♪ 

      ※児童クラブ生の発表を観たり、 

お祭り気分でランチを楽しみます。 

19日（土）＝家族ふれあいの日 

21日（月）＝春分の日（祝日） 

23日（水）＝３月生まれの子のお誕生会  

＆つき組さんとのお別れ会  

25日（金）＝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（土）＝家族ふれあいの日 

28日（月）＝修 了 式 

 

29日～２日…春季希望保育（詳細別報） 

 

－４月－ 

4日（月）＝継続児始業式  

       (継続児は11:30～時差降園) 

5日（火）＝新入児入園式（9時半より） 

継続児平常保育開始 

9日（土）家族ふれあいの日  

23日（土）＝父母の会総会・なかよし保育  

28日（木）＝のんほいパーク親子遠足 

Ⅰ年間、楽しかったね！大きくなったね！ 

  春一番が吹き、いよいよ暖かい春がもうすぐそこまで来ています。 

 先日のお遊戯会では、ご家族皆さんの温かいご理解とご協力のお陰で、子どもたちにとって貴重な

経験をすることができました。1 週間の延期により保育園の遊戯室が会場となり、観覧人数も制限さ

れ、園舎内をあちこちに移動するなどのたくさんのお願いも快く聞いてくださり、本当にありがとう

ございました。その日まで子どもたちが積み上げてきたものを、おうちの人の前で演じている子ども

たちは、どの子もとっても幸せそうでした。 

 まだまだここからも感染に注意しなければならない窮屈な日々が続きそうではありますが、子ども

たちはいつも前を向いています。何ができるか、どうすればできるか、みんなで考え合っているつき

組さんの頼もしさや、はな組さんのたくましさ、ほし組さんの明るい笑顔、乳児さんの素直な心、ど

れも輝いています。この 1 年でどの子も大きく成長しました。 

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。 



 

 

 

 

 

 
  

 

つきぐみだより 
 ３月のねらい・主な活動 

○ 自信と誇りを持って行動し、就学への期待を高める。 

（園外保育・はな組への伝承） 

○ 今までの経験を生かして、見通しを持って遊びや生活を

進める。 

○ 成長をした喜びを味わい、身近な人たちへ感謝の気持ち

を持つ。 

（・クッキング・お別れ会・卒園式） 

○ 寂しさや喜びを春の訪れとともに感じる。 

（園外保育・梅や桜など） 

 

 

 ・ おやまのすぎのこ  ・ ゆめわかば 

・ さよならぼくたちのほいくえん 

 

 

 

 

遊戯会にはたくさんの温かいまなざしと、拍手を

ありがとうございました。 

遊戯会までの道のりはハラハラドキドキの連続

でした。急速なコロナの感染拡大もそうですが、そ

れ以外にも、いままで大きな声で言えていたセリフ

が、広い遊戯室になった途端に小さな小さな声にな

ってしまったり、みんなに見て欲しいのに、緊張で

振付を間違えてしまったり…。期待や不安や緊張…

先生に励まされ、友達に力をもらい、たくさんの山

を乗り越えて当日の遊戯会となりました。 

当日は目の前に家族のみんながいる事で「よ～し

見ててね！」という力みなぎる姿で舞台に立つこと

ができていた子ども達。かっこよく、たくましく、

たくさんの感動をあたえてくれました。 

いい緊張感を持ちながら、堂々と披露できた自分

が、とっても気持ちがよく満たされた充実感でいっ

ぱいだった事でしょう。帰り際に「楽しかったー！」

と言っていた子どもたちの表情、ステキでしたね。 

今までのたくさんの経験、そして遊戯会までの過

程を経て、いよいよ集大成の卒園式を迎えます。 

   保護者のみなさまへ 

 遊戯会の終了とともに、春一番がふきま

した。いよいよ春がやってきましたね。 

 桜の咲く中,入園したお子さんを思い出

すと、今日までにたくさんの経験を重ね、

心も体もすっかり大きくなったのではない

でしょうか。 

 保護者のみなさまも、時には悩んだり育

児が大変だと思われた事もあったかと思い

ます。ここまで本当にお疲れ様でした。 

 保護者のみなさまには、いつもいつもた

くさんのご理解、ご協力をいただきまして、

担任一同、心より感謝申し上げます。 

寂しい気持ちでいっぱいですが、大きな

世界へと羽ばたいていく子ども達をいつま

でも応援しています！ 

３月、残りの保育園生活をみんなで全力で

楽しんで、最後のページを彩っていきたいと

思います。 

 

～ここまで、そしてここから

～ 

今月のうた 

 

３月生まれのおともだち 

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 

 

  

 がつ 

卒園まで 

毎日げんきに 

登園できます 

  ように！ 

最後の 



 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

○今月の保育のねらい・主な活動 
○身近な自然に触れ、春の訪れを感じ、関心を持つ。 

 ・戸外遊び、園外保育、散歩等 
 ○生活の様々な場面で、友だちと気持ちを伝えあう。 
 ・当番活動、戸外遊び、室内あそび等 
○年長児に進級する喜びや、期待を持って、活動に取り組む。 
・つき組さんより「日舞」「剣道」文化の伝承や、園内当番活動の伝承 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

１.すこしだけふしぎな ふだんのおはなし 

ゆびさきとつくえのあいだ にじげん 

おちこぼれたきみも 

できすぎすぎ あのこも おなじくものし

たで くらした じげん 

そこに よじげん 

きかいだって なみだをながして 

ふるえながら ゆうきをさけぶだろう 

だからここにおいでよ 

いっしょに ぼうけんしよう 

なにものでもなくても せかいをすくおう 

いつか ときがながれて 

かならずたどりつくから 

きみに あえるよ 

どどどどどどどどど どらえもん 

 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 

 

 

 

 

♪今月のうた♪ ドラえもん 

 

 

☆３がつうまれの 
おともだち☆ 

５さい 

おめでとう♡  

踊って♪歌って♪ 
  

 

遊戯会に向けて、気持ちを高めながら頑張っていた子

ども達。今日の予定表を見ながら、「最初は、楽器から

やるって！」「早くやりたい！」と張り切っている様子

が毎日のように見られていました。 

歌と楽器あそびでは、友だちの音や声、ピアノを聞い

て音やリズムを合わせ、演奏することを楽しんでいまし

たね♪みんなで気持ちを合わせてきたからこそ、一人ひ

とりが、自信をもって演奏することができたと思いま

す。 

遊戯では、友だちと一緒に、音楽に合わせ体を動かし

「見てほしい！」という思いが伝わってきましたね。笑

顔で表現する姿は、とても輝いていました♪ 

ここまで「みんなで一緒に」を合言葉に、取り組んで

きた子どもたち。自分たちで声を掛け合い、舞台に立つ

と気持ちを切り替え、やる気に満ち溢れる表情、「楽し

かった！」とやり切った様子の表情にとても成長を感

じ、私たちも嬉しく感じました(*^-^*) 

遊戯会に向けての様々な支度や、たくさんの応援、本

当にありがとうございました♪ 

 

 

はな組も残り１か月となりました！ 

「ステップ＆ステップ」をテーマに、51＋担任 3

人で過ごしてきた１年間。たくさんのことを

みんなで経験してきました♪できないこと

も、まずはやってみよう！その中で、失敗し

たくない…という思いや、「できんかった…」

と、自分と向き合う成長の姿も見られまし

た。そして、はな組パワーで「もう一回！」

と、気持ちを切り替え、挑戦するもたくさん

見せてくれました。色々な思いを、友だちと

分かち合い、助け合い、時には、ぶつかり合

いながら、気持ちを伝え合ってきました。み

んながいたからこそ、できたことがたくさん

あったこの 1 年だと思います。。 

この経験があったからこそ仲間意識がより

高まり、子どもたちの心も成長することがで

きたと思います☆ 

これからも、ステップ＆ステップで、大きく成

長していく子どもたち。どんな姿を見せてく

れるのか、楽しみですね♪ 

★１年間、様々な場面でのご理解とご協力、 

 本当にありがとうございました。 

ステップ＆ステップ 

つき組へ…♪ 

はなぐみだより（４歳児） 



マジカル☆ワンダー☆できちゃった！！ 
 ダイナミックに「やってみよう！」と体を思いっきり使いながらたくさんの刺激を感じ、「なんで～？」「ふ

しぎ～」「魔法みたい！」→「楽しい！！」と夢中になっていく子ども達♪１年を通して色々な事が「出来ちゃ

った！！」と、自信を深めています。 

 生活の中では、園服を丁寧に畳んだり、カバンや帽子の向きまでもしっかり合わせて置いたりなど、細かなと

ころまで気にしながら自分で支度をしています。そんな子ども達、最近ではレストラン給食で「お腹すいたから

先にレストランに行こう！」「ぼくは遊んでから食べる」と自分で考えて、判断して行動しようとする自主性も

見られてきています。 

自分で考えて、「やってみたい！」「やりたい！」の思いがどんどん溢れていくほし組さん！これからもますま

す楽しみですね☆ 

 １年間、たくさんのご理解とご協力、本当にありがとうございました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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。 

◎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。 

 

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 

 

 
４さい 

おめでとう☆ 

今月のうた♪ 

「あしたてんきにな～れ」 

せかいは とっても ひろいから 

ゆめは おおきい ほうがいい 

ゆめに むかって はっしゃ おーらい 

  

はれはれはれ はれはれはれ 

きっとはれる あしたもあえる 

 

ほしぐみだより 

「先生～この絵本読んで！！」と持ってくる、みんなが大好きな絵本♪ 

『かえるののどじまん』『グリーンマントのピーマンマン』絵本の物語の中に

入り込みながら、「どうなるんだろう？」とイメージを膨らませていた子ども達。

変身したい！と、演じたい役を自分で決めていくことで、それぞれの役の気持ち

を想像しながらなり切って表現することの面白さ、友だちと一緒に歌や踊りを

合わせる楽しさ、を感じていました。 

リズム遊びでも、友だちと一緒に踊ることが楽しい♡見せ合いっこをすると、

「○○くんのここがかっこよかった」と言葉で伝える、友だちの良いところを

認め合うそんな姿が見られています。友だちとやるから出来ちゃった！友だち

同士の関わりも深まってきています。見てもらう嬉しさを感じて「もっとみてほ

しい！」から「おうちのひとにも見てほしい！」という期待感も大きく膨らみ、

そんな成長した姿をみてもらえたのではないかなと思います☆ 



 

 

 

今月の ◎保育のねらい と ★おもな活動内容 

◎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行えるようになる。 

 ★ほし組と交流する。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。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゆきぐみだより （2歳児） ３月 

（１日）     ゆずき さん 

（５日）     りと くん 

（23日）   ゆづき くん 

 

 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 

 

おうちでもやってみよう！ ～うがいをしよう～ 

３月中旬から食事後にうがいをします！ 

うがいは感染対策に１つにもなりますので、 

この機会にぜひチャレンジしてみてくださいね♪ 

自分の意志で口を動かせるようになるとうがい

が上手にできるようになります！口の中をゆすぐ

ブクブクうがいと、のどをきれいにするガラガラ

うがい。どちらもしっかりと身につけて、使い分

けましょう♡ 

☆ワンポイントアドバイス☆ 

ブクブクうがいを 1・2 回した後、約１０秒間

ガラガラうがいをします！お家の方が一緒に 

【ば・い・き・ん・さ・ん・さ・よ・う・な・ら】 

とゆっくりいうと、楽しくうがいに取り組むこと

ができますよ♡ 

今月のうた ♪ひなまつり♪ 
 

ゆき組で過ごす時間も、残りわずかとなりましたね。生活の中で先生やお友達と楽しく関わりながら、ひと

りひとりの力が育つのを感じてきました。４月・・・まだ小さかった子どもたちの手型を集めて、ゆき組テラ

スの入り口に、虹をかけました。振り返ってみると進級当初は、身の周りのことを「やって～！」と先生に甘

えている子も多くいました。しかし少しずつ、「やってみる！」と気持ちに変化が見られ始め・・・今では「み

て～！できちゃった♡」と時間をかけながらもしっかり、自分の力で身の周りのことをこなしていく子どもた

ちの姿が増え、頼もしさを感じます。あんなに小さく可愛らしかった虹が、今ではとっても大きく、キラキラ

輝いて見えます。 

そんなゆき組さんも、もうすぐほし組さんですね☆ きっとみんななら、ほし組さんになっても、たくさんの

ことに前向きに、チャレンジしていくことができると思います♪ 

最後に…コロナ禍の中ではありましたが、１日１日を大切に子どもたちと過ごし、楽しい思い出をたくさん

つくってきました。子どもたちがここまで成長することができたのも、おうちの方々の関わりや言葉がけがあ

ってこそです。至らないところも多くあったと思いますが、温かいご理解とご協力ありがとうございました。 

お遊戯会を通してみんなで一緒に歌をうたった

り、踊りをおどったりすることの楽しさを知ること

ができた子どもたち。ドキドキしながらも最後まで

舞台に立った子どもたちは、グンと大きく見えまし

た。 

がんばっているところをお家の人に見てもらい、

温かい拍手をもらうことで子どもたち自身の自信へ

とつなげることができたのではないかと感じます。 

お遊戯会での衣装の準備や集合に協力していただ

き、ありがとうございました。 

 

 

 

たのしかったね♡おゆうぎかい 
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そらぐみだより（１歳児） 

 
☆★☆ 
３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 

 暖かな日差しに春の訪れを感じる季節になりまし

たね。そらぐみでの生活も残すところ１ヶ月となり

ました。昨年度に引き続き、今年度も新型コロナウ

イルスと日々隣り合わせの中での保育となりました

が、保護者の方の温かい言葉やご協力のおかげで、

子どもたちはのびのびそして逞しく成長できまし

た。 

消毒の機会が多く、ブロックあそびではマイ消毒を

作って「しょうどくで～す。てをだしてくださ～い」

とお友だちや先生に声をかける姿をよく見ることが

ありました(＾＾)♪「おねつはかりま～す」とブッ

ロクを脇に挟んでみたり・・そんな微笑ましい姿を

見て大人が元気をもらうこともありましたね♪ 

 素敵なそらぐみの子どもたちや保護者の方と過ご

した１年は私たちにとって宝物です。 

１年間ありがとうございました。そらぐみ担任一同 

 
～～おしらせ～～ 

・ゆきぐみに進級するにあたり、《ゆきぐみの持ち物》

についての手紙を配布しました。確認のうえ、お支

度をよろしくお願いします。 

・様々な場面で「自分で！」とチャレンジする姿が見

られるようになりました。やりたい思いを十分に受

けとめて達成感を味わわせてあげたいですね♪お

子さんの衣服や靴は着脱しやすい物でしょうか？

ご家庭で一緒にチャレンジ！！着脱のしやすい衣

服、靴などをご用意いただけると子どものやる気も

さらにパワーアップです♪♪ 

※衣服や靴下、迷子にならないよう持ち物全てに名前

の記入をお願いします。 

  

子どもの様子 

今月のうた 

★    ようさん(６日) 

★    ゆいかさん(２２日) 

★    ゆうやくん(２５日) 

★    すずはさん(１日) 

２歳＊おめでとう♪ 

３月４月うまれのおともだち 

おうちでもうたってみてね♪ 

 

「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  

 

 

☆★☆おゆうぎかい☆★☆ 

３月５日(土)は待ちに待った明照保育園のおゆうぎ会
でしたね。幕が開くと、大好きなおうちの人を見つけ
て、一人ひとりの表情がパッと変わりました。音楽に
合わせて体を動かしたり、ちょっぴり涙を見せながら
も最後まで舞台の上に立つことができたり、どの姿も
本当に拍手でいっぱいです！ 

温かいご声援ありがとうございました。 



 

 

 

 

☆今月の保育のねらいと主な活動☆ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

○保育者や友だちとの関わりを楽しむ。              

 ・簡単な言葉やしぐさ、表情で自分の思いを伝えようとする。 

 ・保育者や友だちの真似をしたり、やり取りを楽しむ。 

○音楽に合わせて楽しく体を動かす。 

 ・表現あそびを楽しむ。 ・楽器の音に合わせて体を動かして遊ぶ。 

1さい おたんじょうび 

おめでとうございます！ 

 かや さん 

 けんぞう くん 

『まあるいたまご』 

まあるいたまごが 

パチンとわれて なかから 

ひよこが ピヨピヨピヨ 

まぁ かわいい ピヨピヨピヨ 

０歳児 ３ 月

★ 

身の回りのことに興味が高まっているあひる組の子どもたちは、自分
のエプロンをロッカーまで運んだり、自分で帽子をかぶろうとする姿が
見られます。小さな手を一生懸命に動かしている姿に、毎日「大きくな
ったね」と感じています。「できたね！」「すご～ぃ」の言葉がけに得意
気な表情をしたり、すてきな笑顔を見せてくれますよ。ひよこ組は、歩
けるようになった子が増え、戸外あそびが大好き。ヨチヨチ、トコトコ
歩いては探索活動を楽しんでいます。ハイハイの子は、先生の抱っこで
日向ぼっこ♡日差しの暖かさが気持ちよさそうです。 
☆これからの子どもたちの成長を楽しみにしています☆ 

今月のうた 
『だれだれだれでしょう?』 

もりをさんぽしていたら 

おやおやだれかみつけたぞ 

いないいないばぁ いないいないばぁ 

だれでしょう 

おみみが ピーン ながく ピーン 

かわいく ピーン だれでしょね 

おみみのながい うさぎさん 

「ピョーン」 

４月からみんなそら組☆ 

あか組バスにたくさんのお友だちが乗車
してくれて、楽しく過ご+ｗした１年間。
いろいろなことを経験しましたね。 

そら組でもいっぱい遊んで、食
べて、眠って、すくすく大きく
なってね。 


