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冷たい北風に冬の寒さを感じる日があったり、南風に春の暖かさを感じる日があったりと、毎日のよう
に寒暖の差が大きいこの頃です。春はもうすぐそこまで来ていますね。4 階のお雛様の前には、きれいな
桃の花が飾られ、子どもたちを優しく見守ってくれています。
先月は、「平昌オリンピック」があり、日本の選手たちの活躍が毎日のように報道され、感動をもらっ
た方も多かったと思います。子どもたちも「スケートすごかったね」「金メダル取ったね」など、オリン
ピックの話題で盛り上がっていました。
「スケート選手になりたい」と夢を語ってくれた子もいます。栄
光に至るまでのたくさんの努力、ときには挫折を味わいながら目標に向かっていくことの大切さを子ども
なりに感じとってくれていたようです。これから成長していくうえでも、一つのことをやり遂げ、乗り越
えていく力をつけていくことが生きる力となっていきます。私たち周りの大人たちも、結果だけにとらわ
れるのではなく、そこに至るまでの過程や頑張りを見つめ認めてあげることを大切にしていけたらと思い
ます。
さて、先日の保育参観・給食試食会・懇談会には多くの皆様にご参加いただきましてありがとうござい
ました。今年度 4 月当初の姿を思い出して比べてみても 1 年間の経験を経て、大きく成長した姿を感じて
いただけたのではないでしょうか。もうすぐ、年長さんは卒園を迎え、在園児の子どもたちも一年間、深
く関わった保育士たちとも離れることになります。別れを経験し、寂しい気持ちにもなることと思います
が 4 月にはまた出会いがあり、そこでまた新しい関わりが生まれていきます。その体験があって子どもた
ちはまた成長していきます。一人ひとり、どんな環境に飛び込んでも、自分らしさを発揮し生き生きと活
動してほしいですね。保護者の皆様の温かい見守りや応援がなによりも子どもたちの力になります。
平成 29 年度も残すところ 1 ヵ月。保護者の皆様には、今年度も「両国・なかよし保育園」の運営に
ご理解、ご協力をいただき、心より御礼申し上げます。

3 月の予定

園長

平成 30 年度 4 月の予定

２日（金） ひな祭り会

２日（月） 平成３０年度入園式

５日（月） 英語あそび

12 日（木） ０歳児健診

8 日（木） 0 歳児健診

１４日（土） 午前 懇談会（０，１，２歳児）

９日（金） お別れ遠足（ひまわりぐみ）
１０日（土） 新入園児面接・健康診断

午後 懇談会（３，４，歳児）
※後日おたよりを配布致します。

１２日（月） 英語あそび

16 日（月） 英語あそび

１３日（火） 誕生会

18 日（水） 避難訓練

１５日（木） 食育集会

23 日（月） 英語あそび

１６日（金） 避難訓練
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進級保育

27 日（金） 誕生会
★３，４，５歳児は毎週
水曜日体操指導があります。

ひまわりぐみさん卒園おめでとう！

進級保育

年長児 17 名は、3 月 23 日卒園式を迎えます。

４月から新しいクラスへ無理なく移行できるよう、

ひまわりぐみさんは、この 1 年間、保育園のリーダ

３月 26 日から 29 日まで進級する保育室で、少し

ーとして子どもたちの中心となり、活躍してくれま

ずつ時間を延ばしながら過ごします。

した。

今の担任、友だちと一緒に新しい部屋の遊具、机、椅

4 月 1 日からは、９か所の小学校へそれぞれ入学し

子、ロッカー、トイレなどの使い方などを経験してい

ます。みんなばらばらになってしまいますが、保育

きます。この体験を通し、進級することに期待を持っ

園での楽しかったたくさんの思い出を心に刻んで、

てスムーズな移行をしてほしいと思っております。

たくましく一歩を踏み出してほしいと思います。

荷物の移動など保護者の皆様にはご面倒をおかけ致

元気な一年生になぁれ！

しますが、ご協力をよろしくお願い致します。

新クラス・荷物移動

情報の共有

今年新年度準備は、3 月 31 日（土）となります。

当保育園では、情報提供のツールとして毎月の園だ

全職員が出勤して準備にあたります。当日は、ロッカ

より、給食だより、保健だより、献立表を月末に次

ーや靴箱の名前の張替や新クラス保育準備や保育室

の月号として配布しております。その他の行事に関

の準備を行います。

するおたよりは、3 週間前頃をめやすに配布してお

新クラスの発表は 4 月 1 日の朝、階段下の掲示版に

ります。お子さんの連絡帳や連絡袋を毎日ご確認い

担任、名簿等を貼り出して発表します。

ただきますようお願い致します。また、0，1，2 歳
児クラスは、毎日連絡帳で保護者に皆様とお子さん

進級袋について

の様子を伝え合っております。3，4，5 歳児は、

平成 30 年 4 月に進級する園児のご家庭に新年度書

ノートに連絡事や様子を随時、記入させて頂いてお

類一式を袋に入れてお渡しします。書類に必要事項

ります。食育集会、行事などに関しては、ホームペ

をご記入の上、3 月 20 日（火）までに事務室へご

ージにアップしたり、園内の掲示版などに張り出し

提出をお願い致します。

たりして情報提供を行っております。

平成 30 年度の「入園のしおり」は、変更箇所もご

最近は、保護者の皆様同士のメールやラインが普

ざいますので、平成 30 年 4 月 14 日の懇談会の際、 及し、園の情報が拡散しています。私どもは一人ひ
とりのお子さんや保護者のみなさまと目と目と合

お渡しする予定です。
作品集

わせ対話するコミュニケーションを行うことが重

今年 1 年間子どもたちが製作した作品をまとめて、

要であると考えております。お会いした際に、疑問

作品集として年度末にお渡しします。この 1 年の思

や質問などもお応えしたいと思っておりますので、

い出がたくさん詰まったものとなります。各クラス

他の人から伝わった文字だけの情報などで判断せ

表紙などを作り準備しております。3 月 31 日ごろ

ず、お気軽にお声掛けいただければと思います。各

にお渡し致しますので紙袋などをお持ちください。

ご家庭、様々なお考えや価値観があります。園とし

すてきな思い出のものとなりますね。一生大切にし

ての基本方針を守りつつ、保護者の皆様一人ひとり

てください。

の思いに寄り添った丁寧な
対応していきたいと思って
おります。皆様のご理解を
お願い致します。

各クラスから
ももぐみ（０歳児）
養護・・・安心、安全な環境の下、感染予防に気をつけて、健康に過ごせるようにする。
教育・・・保育者にも守られながら、友だちと関わり遊ぼうとする。
日に日に寒さも和らぎ、少しずつ春の訪れを感じる季節となりました。
先日の保育参観・懇談会ではお忙しい中ご参加いただきありがとうございました。入園当初はまだ小さかった
子どもたちも今では、子ども同士の関わりも多くなり、言葉も増えてきてクラスに賑やかな会話が溢れるよう
になってきました。子どもたちの成長を保護者様同士、共感していただけたなら光栄です。
2 月の活動では小麦粉粘土あそびや新聞紙あそび、公園での砂遊びなど、初めていろいろな素材に触れ合う
機会を取り入れ、触る、握る、押す、ちぎるなどしながらはじめての感触に興味津々
で楽しそうな様子でした。
月日の経つのは早いもので、ももぐみでの生活も残り 1 ヵ月。一番成長の著しい
大切なこの時期を一緒に過ごせたこと、保護者の方々と見守らせていただいたこと
を嬉しく思っています。1 年間たくさんのご理解とご協力ありがとうございました。

なかよしだね。

たんぽぽぐみ（1 歳児）
養護・・・進級に向けて身のまわりのことを進んで行えるよう援助する。
教育・・・生活やあそびの中で言葉のやりとりを楽しみ、伝えることの喜びを味わう。
先日はお忙しい中保育参観、懇談会にご参加いただきありがとうございました。子どもたちの成長した姿を
見ていただくことができたかと思います。2 月中旬から１，２組合同で過ごすようになり、手を繋いでお散歩
したり、一緒に製作をしたりと楽しく過ごしています。うれしかったことやできたことを一緒に喜んだり話し
たリすることで、お互いに良い刺激を受け自ら意欲的に取り組めることも多くなってきました。
たんぽぽぐみもあと 1 ヵ月となりました。この 1 年間で友だちと遊んだり、お話をしたりする楽しさ、自
分で作ったりできるようになったりする喜びもたくさん味
わいながら過ごすことができました。いつも温かく見守って
くださった保護者の方々には感謝の気持ちでいっぱいです。
たくさんのご理解、ご協力をいただきましてありがとうござ
いました。残り 1 ヵ月もたくさん笑って過ごしていきたい
「みんなで製作するの楽しいよ！」

と思っています。

ちゅーりっぷぐみ（２歳児）
・養護・・・安心できる雰囲気の中でのびのびと自己を発揮し、進級することに期待を持てるようにする。
・教育・・・自分でできることに喜びを感じ、簡単な身の回りのことを進んで行う。
先日は、保育参観・懇談会へのご協力いただきましてありがとうございました。戸惑っている子どももいま
したが、頑張っている姿や楽しんでいる姿に成長を感じてもらえたことと思います。たくさんの行事や、日々
の取り組みを通して本当に成長してきたちゅーりっぷぐみの子どもたち。 今までできなかったことにも「や
ってみよう」という強い気持ちが見られるようになりました。また、年上の子どもたちと一緒に遊んでもらっ
たり、お買い物ごっこをしたりする中で異年齢児交流が深まってきています。お兄さんお姉さんたちへの憧れ
を抱き、大きくなっていくことへの期待が高まっています。
3 月は、子どもたち自身も成長を実感できるような遊びを取り入れていきます。
そしてたくさんの楽しかった経験を胸に自信を持って進級できるようにしていき
たいと思います。至らない点も多々ありましたが、元気に年度末を迎えることが
できそうです。保護者の皆様のご協力に感謝致します。

外遊び大好きちゅーりっぷさん

すみれぐみ（3 歳児）
養護・・・進級への期待を持ち、身の回りのことを自分から進んで行えるよう援助する。
教育・・・身近な自然に親しみ、自然の変化や春の訪れを感じる。
先日はお忙しい中、保育参観懇談会にご参加いただきありがとうございました。男の子 13 名・女の子 6 名に新入園児 4 名
を加え、迎えた 4 月。早いものですみれぐみとして過ごすのも残り僅かとなりました。
この 1 年でたくさんの経験を積み重ねてきた子どもたち。日々の生活から生活習慣が身に付き自立できるようになり、苦手な
物が食べられるようになったり、玩具の貸し借りができるようになり、そこから友だちに対する思いやりが少しずつ芽生え、優
しく接することができるようになったりと、身体だけでなく心も大きく成長したように感じます。毎日子どもたちの笑顔が見ら
れ元気いっぱい過ごすことができたのも保護者の皆様のご協力があってこそと思っています。
行き届かぬ点もあったかと思いますが、いつも温かく見守っていただきありがとうございま
した。ゆりぐみになってもたくさんのものを見て、聞いて触れて、感じて子どもたちの得るも
のがもっと増え、より一層成長できることを願っています。
一年間、本当にありがとうございました。

「みんなで山のぼりだ」

ゆりぐみ（４歳児）
養護・・・子どもたちの気持ちを受け止め、安心感や自信を持って生活できるようにする。
教育・・・進級することに期待を持ち、自分で考えて行動しようとする。
先日は、お忙しい中保育参観へお越しいただきありがとうございました。数日前から保護者たちが来てくれることを心待ちに
していた子どもたち。当日は一番恰好いいところを見てもらおうと、とても張り切っているのが伝わってきました。
「演奏会ごっ
こ」は、年長の姿に憧れを抱いたことから始まりました。発表できたことがとても嬉しかったようで、次の日「演奏会ごっこ楽
しかったね。
」と話していました。また、製作の車も上手く自分たちのイメージを表現することができ、満足そうな表情を浮かべ
ていたのが印象的でした。自分のことができるようになっただけでなく、見てもらうことへの意識が高くなり状況に応じてどん
姿でいるべきなのかわかってきた子どもたち。1 年間の成長を感じることができました。
ゆりぐみで過ごすのも残り 1 ヵ月となりました。たくさんの経験を積んで、大きく逞しくなったと
感じいます。どの子もひまわりになることを心から楽しみにしています。きっと素敵な年長さんに
なってくれることでしょう。至らぬ点がありましたが、保護者の方々がご理解ご協力してくださった
おかげで、子どもたちと一緒に楽しみながら一年を過ごすことができました。本当にありがとうございました。
ひまわりぐみ（5 歳児）
養護・・・一人ひとりの成長を認め、就学する喜びや自覚自信を持って、意欲的し生活できるようにする。
教育・・・遊びや活動の中で互いを認め合い、心を通わす。
午睡のない生活にも慣れ、1 日を元気に過ごしているひまわりぐみの子どもたち。当番活動として始めた乳児クラスのお昼寝
のお世話係や靴箱掃除を「ひまわりさんだから」とどの子も年長児の誇りを持ち、張り切っています。今までにないお当番仕事
を任されることが嬉しく、生活への活力ともなっています。また午後の時間には、いろいろな先生たちと製作やゲームなどをし
て遊び、日々たくさんの思い出を作ることができました。
2 月にはお店屋さんごっこに向け、いろいろな道具や素材を使い、たくさんの品物作りを楽しみました。全園児のお買い物が
できるように、300 点以上の商品やお店のポスターや看板作りを楽しみ、年下のお友だちにもでもらい、満足感、達成感を味わ
うことができました。
いよいよ卒園、入学まで残りひと月となりました。小学生になることへの期待
や憧れが膨らむ中、就学に対して少しの不安とお友だちとのお別れが近づき寂しさを
感じ始めている子どもたちです。子どもたちの気持ちに寄り添いながら残りの日々を
大切に、共に育ち合ってきた仲間との絆を深く感じて卒園を迎えられるように過ごし
ていきたいと思います。1 年間、たくさんのご理解ご協力をありがとうございました。

いらっしゃい！

