
１(金) ひなまつり会
       お誕生日会
４～８ 身体測定週間
５(火) 人形仕舞
７(木) 調理保育(はな)
11(月) 幼児体育指導
14(木) 保健指導(つき)
18(月) ０歳児健康診断
23(土) 卒園式
25(月) 新クラススタート

 新クラス説明会を下記の日程で実
施させていただきます。説明会で
は、新クラスによるクラス運営方
針、予定などを説明させていただ
きます。お忙しい中とは思います
が、ご出席の程よろしくお願いい
たします。

４(月 ) 新つき
５(火 ) 新はな
６(水 ) 新ことり
７(木 ) 新うさぎ
８(金 ) 新ぺんぎん
★時間 17:00 ～ 18:00
27( 水）新ひよこ
★時間 10:00 ～ 11:00

４(木) にじいろワークショップ

８～12 身体測定週間

９(火) 避難訓練

12(金) チューリップ畑

16(火) こうさくやさん

18(木) 歯科検診

20(土) 親子レクリエーション

22(月) 幼児体育指導

23(火) こいのぼり飾り

26(金) こどもの日会&お誕生日会

★４月の予定に関しては、まだ予
　定です。後日年間予定表を配布
　いたします。また、親子レクリ
　エーションの詳細は、後日しお
　りを配布いたします。

◎園長　　田中奈穂美　　 ◎主任　　中村　円香　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★はクラスリーダー
●ひよこ組 (０歳児 )　　　★小川　美穂  中野　幸恵
●ぺんぎん組 (１歳児 )　　★小茂田景子  長岡友理子　小林江見子
●うさぎ組 (２歳児 )　　　★三浦　美和　赤羽　彩奈　佐藤　千明
●ことり組 (３歳児 )　　　★木崎　伶美  柏木美由紀
●はな組 (４歳児 )　　　　★阿部　凛菜   曽 　彰子
●つき組 (５歳児 )　　　　★刈屋　怜香　小坂　真弓
●フリー　　　　　　　　　 福田　直也　氏井　亜湖　小川　聡子
◎看護師 　　平野　理香　　　　　　　 
◎事務兼保育 山内　涼子
◎経理    　 宮本　和代
◎栄養士   ★佐藤　麗奈　 関塚　郁美
◎調理師  　 松山　李恵
◎保育補助   赤坂万里子　 大野美知恵　 小林　恭子
       　　　小林　龍見　 小澤　美和　 宮寺ゆう子　小堀　琴美

 今年度保育士養成学校を卒業する赤羽彩奈が 4月よりあおぞら保育
園で勤務します。保育士の氏井亜湖、調理師の松山李恵が復職いた
します。また、安藤里菜は 4月より太陽の子保育園で勤務します。
よろしくお願いします。

 木々や花が芽吹き始める様子に春の訪れを感じる季節となり
ました。
 先日はお忙しい中、 発表会に参加いただきありがとうございま
した。 今年度は小ホールということで、 子どもたちにとっていつ
もと違う舞台となりました。 お客様との距離が近く子どもたちは
かなり緊張してしまうのではないかと心配する中、 トップバッター
だった一番小さなひよこ組さんが泣くことなく、 笑顔で発表す
る姿に驚かされてしまいました。 また、 ひよこ組に続けとばかり
にどのクラスも自分の持てる限りの力を出し切ってくれました。
 中でも、 つき組は大人の手を借りることなく、 大道具の出し
入れも自分たちで行い、 最初から最後まで見事に頑張ってく
れました。 これぞあおぞら保育園の年長組と胸を張って言える
発表だったと思います。
 行事を一つずつ終えるたびに成長していく子どもたちです。 こ
れからも職員一同、 大切な子どもたち一人ひとりとしっかり向き
合いながらサポートして参ります。
 今年度も保護者の皆様には多大なるご協力をいただき、 心よ
り感謝申し上げます。 新年度も 『子どもたちの心を大切に』
保育して参りますので、 どうぞよろしくお願いいたします。

3 月の予定

新クラス説明会

４月の予定

よろしくお願いします

よろしくお願いします
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3 月の園だより
あおぞら保育園 平成 31 年 3 月号

●ひよこ
 あっという間の１年間。みんなそれぞれ、ぐぐっと成

長した一年でした。ハイハイや寝返りをしていた子ども

たちが上手に歩けるようになり、少しずつことばでのコ

ミュニケーションも出始めています。自分の思いを伝え

ようとカタコトで話そうとする姿、ねえねえ、こっちき

てよというように呼びかける姿。毎日が可愛いでいっぱ

いのひよこ組です。歩くことも大好きになり、お友だち

と手を繋いだり、カートにつかまって歩いたり。走ろう

とする姿も出てきました。お友だち同士のやりとりも増

え、名前を呼び合ったりお友だちにおもちゃを持ってき

たり。転んで泣いている子がいると頭をなでて「いいこ

いいこ」してくれる優しいみんなです。

 残り一ヶ月も毎日笑顔で過ごしていきたいです。

●ぺんぎん
 先月は発表会への参加、ご協力ありがとうございまし

た。当日まで体調が整わず全員での練習ができずどうな

ることかと思いましたが、それぞれ自分で名前を言う姿

や体操を元気に踊るかわいい姿を見ていただけたかと思

います。

 最近はお散歩に行く時にカートを使わず歩いていく練

習中です。「カートは赤ちゃんにあげようね」と言うと「う

ん」との頼もしいことば。好きなお友だちを選んだり、

「じょうずだよ」と自分をほめながら頑張っています。

１年前は泣いてお家の人を追いかけていたみんなもお友

だちとの時間が楽しくて、お迎えが来ても帰らないほど

になりました。

●うさぎ
 先日は発表会のご参加ありがとうございました。「あお

むしやりたい！」と練習からやる気満々だった子どもた

ち。当日はたくさんのお客さんと大きな舞台に緊張しな

がらも自信を持って舞台に立つ姿にとても感動しまし

た。今でも「○○グループさんなんだよ」「もうあおむ

しやらないの？」と話す姿を見て、楽しい思い出になっ

たのかなと思います。

 うさぎ組になってからあっという間に１年がたちまし

た。4月は小さい身体でリュックを背負って一生懸命歩

いていたのが、今では自分で水筒や汚れ物袋を入れて

軽々と背負うようになった子どもたち。隣にいるお兄さ

んお姉さんの真似をして色々なことに挑戦し、時には悔

しくて泣いたり、できたときはみんなで喜びながら大き

く成長してきました。

 うさぎ組も残り１ヶ月。ついに憧れの幼児クラスに仲

間入りです。お兄さんお姉さんのお部屋に遊びに行った

りと一緒に進級を楽しみにしながら、うさぎ組での残り

の日々をたくさん楽しんで笑顔で過ごしていきたいと思

います。１年間たくさんのご理解、ご協力ありがとうご

ざいました。

●ことり
　発表会ではたくさんの声援、拍手をありがとうござい

ました。緊張しながらもことり組さんらしい姿をお見せ

できたのではないかと思います。難しくてなかなか自信

をもってできなかったリズム打ちも本番では一生懸命に

やろうとする姿に感動しました。

　幼児クラスの仲間入りをし、最初は甘えたい気持ちも

ありながらも自分でやってみるよ！と挑戦できるように

なりました。そして、体育指導や調理保育、お当番活動、

菜園活動など初めてのことがたくさんあった１年間。お

友だちと一緒に楽しんだり、時には上手く自分の気持ち

を伝えられず泣いたり怒ったり、たくさんの経験をしな

がら心も身体も大きく成長していく子どもたちをそばで

感じることができました。

 ことり組として残り１ヶ月。１日 1 日を大切に楽しく

過ごしていきたいと思います。また、３月は遠くの公園

まで行けるようになった子どもたちと一緒にミニ遠足に

行きたいと思います。１年間たくさんのご理解・ご協力

をありがとうございました。

●はな
 毎日、みんなで協力して水をあげているチューリップ

がスクスク育ってきました。「花が咲くかもね」と残し

ている春菊２株もぐんぐん育ち続け、咲くのが先か進級

が先かという感じです。

 はな組になってもうすぐ 1 年、みんな色々なことがで

きるようになりました。当番活動がすっかり板につき掃

除も上手になりました。がんばると貯められる、がんば

り玉。貯まるたび、園長先生に換えてもらえる金の玉が

たくさん増えました。保育参加で作ったマラソンカード

もコンプリートです。喧嘩のたび「先生、、、」と泣いて

しまうことが多かった子も自分の気持ちを伝えられるよ

うになり、仲直りが上手になりました。

 はやく憧れのつき組になりたくて、うずうずしている

子どもたち。でも、つき組が卒園してしまうのは寂しい

様子で、微妙なはな組さんたちです。元気一杯、ステキ

なつき組になって欲しいと思います。

 一年間至らぬ事もあったと思いますが、保護者の皆様

のご協力で、楽しくはな組が過ごせました。ご協力あり

がとうございました。

●つき
 先日は発表会へのご参加・応援ありがとうございまし

た。初めての小ホールということで距離が近く緊張もあ

りましたが、一人ひとりが友だちと協力しながら本番ま

で頑張っていた姿に大きく成長を感じました。そして、

２月はみんなが楽しみにしていたイベントが盛り沢山で

した。つきぐみレストランでは看板を作ったり、店員さ

んの練習をしたり、準備を重ねてきました。「つきぐみ

レストラン開店です！」という全員のかけ声でお店が始

まりました。注文を取ってからおにぎりの中に注文の具

を入れて握り、全ての料理をテーブルまで届けてくれま

した。お客さんから「おいしい！」と何度も言われると、

恥ずかしそうにしながらも嬉しい気持ちでいっぱいな子

どもたちでした。そして、お別れ遠足では昭和記念公園

に行ってきました。どの遊び場所でも全力で遊び、存分

に楽しんでいました。お家の人からのお弁当も楽しみに

していて、「おいしい！」とあっという間に完食。午後

もまたたっぷり遊び、帰りまで広い公園の中を自分の力

で歩き、体力がある子どもたちに驚きました。クラス全

員で無事に行くことができ、最高の思い出になりました。

 保育園での生活もあと１ヵ月となりました。卒園まで

の日々をつき組らしく楽しく過ごしていきたいと思いま

す。保護者の皆様、これまでの保育園生活の中で多くの

ご協力とご理解をありがとうございました。

発表会保護者アンケート集計結果
 保護者の皆様、先日はアンケートにご協力いただきありがとうございました。小ホールでの開催にあたり、

良い点・悪い点を含めて多くの意見が寄せられました。今後、小ホールにて実施する際は、今年度の反省を踏

まえて計画・実施させていただきます。


