
クラスより

●ひよこ

　ご入園おめでとうございます。 ひよこ組は６人

のお友だちを迎えてのスタートです。 泣いてしま

うお友だちもいると思いますが、 一人ひとりの

ペースに合わせた園生活を送れるように寄り添っ

ていきたいと思います。 初めての保育園生活を、

少しずつ慣れてもらえるように、 部屋での遊び

や園庭遊び、 保育士との触れ合いを大切にし、

子どもたちが安心して過ごせるようにしていきた

いと思います。 １年間どうぞよろしくお願いいた

します。

●ぺんぎん

 ご入園、ご進級おめでとうございます。 今年度、

ぺんぎん組さんは、 進級児 6 名に新しいお友だ

ち 7 名を迎えてスタートします。 初めての事もた

くさんある 4 月。 泣いていることもあるでしょう。

みんな大きくなるための経験です。 と、 ドーンと

受け止めていきます。 そして、 一人ひとりが自

分のペースで成長できるよう見守り 「楽しい」

と笑顔でお家に帰れるよう心がけていきたいと

思います。

　天気の良い日は、 たくさん散歩に行きたいと思

います。 ４月の散歩先では、 何を見つけられる

か今から楽しみです。Ⅰ年間どうぞよろしくお願い

いたします。

●うさぎ

　ご入園、 ご進級おめでとうございます。 うさ

ぎ組は新しいお友だち５名を迎えて２０名でスター

トします。 自分でやりたいことが増える年齢なの

で、 たくさんの楽しい経験をして過ごしていきた

いと思います。 大きいクラスになった証のリュッ

クサック。 今はまだ自分が入ってしまいそうな位

大きいですが、 みんなはとても嬉しそうにしてい

るので、 頑張って背負って階段の上り下りをして

いきたいと思います。 １年間ご協力いただくこと

も多々あると思いますが、 ご家庭との連携を取

り合っていきたいと思います。 どうぞよろしくお

願いいたします。

●ことり

 　ご進級おめでとうございます。 乳児クラスか

ら幼児クラスになり、 これから様々な行事や活

動への参加がはじまります。 今年一年は 「おも

しろそう」 「やってみたい」 という興味関心を引

き出していけるよう、 子どもたちと関わっていき

ます。 初めは保育士と一緒に、 慣れてきたら友

だちと一緒にというように、少しずつステップアッ

プしていきたいと思います。

　進級前から、 子どもたちにとって 「ことり組さ

んみたーい」 の一言は魔法のことばのようです。

その声があるとやる気スイッチが入ります。 「長

屋先生と ( 体育指導 ) やりたい」 「自分の粘土

がもらえる」 「ピカピカクレヨン」 という声も聞か

れていました。 でも一番の楽しみは、 ことり組の

部屋のおもちゃで遊ぶことのようです。 少しづ

つお兄さんお姉さんになっていくみんなと過ごし

ていくことを楽しみにしています。 １年間よろしく

お願いいたします。

●はな

 ご進級 ・ ご入園おめでとうございます。 新し

い部屋で、 いろいろなおもちゃを見つけて楽しく

遊んでいます。 そして道具箱を見ると目を輝かせ

ている子どもたち。 自分だけの色鉛筆やハサミ

を見つけ嬉しそうにしていました。

　4 月からは新しいお友だちも増えるので、 子ど

もたちと一緒に様々な活動を楽しみながら、 時

にはいろいろなことに挑戦し、 笑顔が絶えない

充実した日々を過ごしていきたいと思います。

　1 年間どうぞよろしくお願いいたします。

●つき

　ご進級おめでとうございます。 いよいよ、 保

育園生活最後の一年がスタートします。 小さかっ

たみんなも、 すっかりお兄さん ・ お姉さんになり

ました。 ずっと憧れていたつき組になり、 子ども

たちも 「早く○○やりたい」 と目をキラキラと輝

かせさせて話をしています。 子どもたちの気持ち

をしっかり受け止めて、 いろいろなことにチャレ

ンジしていきたいと思います。 時には、 壁にぶつ

かることもあるかもしれませんが、 つき組みんな

で助け合って乗り越えていきたいです。 １年間、

子どもたちが毎日楽しく、 元気に過ごして、 笑

顔いっぱいで最高の思い出を作っていきたいと

思います。 1 年間よろしくお願いいたします。

4月の園だより

あおぞら保育園 2022 年 4 月号

※新型コロナウィルスの感染状況により、　　

　　今年度も行事予定の変更がある可能性

　　があります。 その都度ご連絡させていた

　　だきます。

お知らせ

お願い

　ご家庭で不要になった、古いタオ
ル・古布がありましたら、保育園ま
でお持ちください。ご協力お願いい
たします。

 羽村市主催の 『チューリップまつりの会
場』 に、 つき組さんが色付けをしたこい
のぼりが飾られます。 お時間のあるご家
庭は、 ぜひご覧ください。

こいのぼり飾り開催時期

　4 月 10 日 ( 日 ) ～ 20 日 ( 水 )

　午前 10 ： 00 ～午後 16 ： 00

４～８ 身体測定週間
７(木) 避難訓練
12(火) ０歳児健診
13(水) にじいろワークショップ
18(月) 体育指導
19(火) こいのぼり飾り
21(木) 歯科検診
28(木) こどもの日会
       お誕生日会

９～13 身体測定週間
11(水) にじいろワークショップ
12(木) 春の健診
13(金) 避難訓練
16(月) 保健指導(ことり)
17(火) 保健指導(はな)
18(水) こうさくやさん
19(木) 保健指導(つき)
20(金) 保育参加・懇談会(つき)
24(火) 体育指導
25(水) お誕生日会
26(木) 調理保育(つき)
27(金) 保育参加・懇談会(はな)

　暖かな春の日差しの中であおぞら保育園の新年度がス
タートしました。 ご入園 ・ ご進級おめでとうございます。
　またひとつお兄さんお姉さんになり、 ちょっぴり得意気な顔
をしている子、 環境変化に戸惑い不安そうな顔をしている
子、 頑張り過ぎてしまう子と様々です。 子どもたちは本当
にいろいろな顔を見せてくれます。 このかわいらしい表情やし
ぐさを見るだけで、 これからの一年が楽しみです。 みんなで
笑って泣いて喧嘩して、 たくさんの経験を積み重ねて行く
中で 「こうしたい」 「やってみたい」 と自分の気持ちを安心
して出せる環境づくりに心がけていきます。
　コロナ禍は続きますが、 「できない」 ではなく 「できる」 こと
を子どもたちと一緒に見つけ、 一人ひとりに寄り添う保育
をして参ります。 今年度も保護者の皆様にはご理解 ・ ご
協力をよろしくお願い申し上げます。

 お子様たちが安心して楽しい保育園生活を送ることができ

るように、下記のことにご配慮いただけますようお願いい

たします。

◎早寝早起き、朝食をとる、排便をするなど、規則正しい

　生活習慣を身につけましょう。

◎持ち物には、すべて名前をご記入ください。

◎動きやすい服装・靴にしましょう。

　　★ひっかかりが少ない服　

　　★体のサイズに合ったもの

毎朝必ず健康観察をお願いします

1 睡眠……………睡眠は十分ですか ?

　　　　　　　　機嫌は良いですか？

2 顔色、食欲……顔色は良いですか？

　　　　　　　　食事量はいつもと変わらないですか？

3 肌の様子………ブツブツが出ていませんか？

4 全体……………だるそうにしていませんか？

　　　　　　　　下痢、便秘をしていませんか？

【ポイント】

おねがい

 4 月より、 国本梨花 ・ 上野智子が勤務します。

保育士の下田怜香 ・ 日下部凛菜は４月より産休

のためお休みになります。 どうぞよろしくお願い

いたします。


