
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
進級おめでとうございます！今年度も引き続き、子どもたち

と毎日楽しく過ごしていきます！さくらのときよりも、行事

が盛り沢山なすみれさん、ひとつひとつみんなが楽しんで、

良い思い出作りができるように、頑張りたいと思っています

   みんなが心配しているお泊まり会も良い思い出になるよ

うにしたいです！心配なことや気がついたことなど、いつで

もいってください！卒園まであと１年！精一杯頑張ります！

よろしくお願います！ 

  安藤里菜 
  

 

そんな４月１日は、みんないつもと違うお部屋に少し緊張気

味でした     なぜか、いつもと変わらない朝の支度のはずなの

に、違う場所にしまったり、しまってなかったり…少々混乱気味

でした！何日かは、眉間にシワを寄せて不安そうにしていた

    みんなの、緊張を一気にほぐしたのが、すみれにある玩

具たちでした！ 

 

プリキュアの変身セットにジェンガにオセロに、子どもたちは、

大忙しで遊んでいます！ご飯を早く食べ終えると、「このおもち

ゃ預かっておくね！」と 。それに続いて、 も！一

緒に遊びたい子の分まで預かっておく制度が、どんどん広まっ

ていきました（笑） は、毎日プリキュアの玩具を腰につ

けて、気分はプリキュアに、、、     

ジェンガを、ほぼ毎日やっている ！なかなか好きみたい

で、腕をあげています✨日本地図のパズルを出すと「これ家

にあるー！」と大熱狂の ！ も「これほっかいど

ー！」と２人で協力して完成させていましたよ    

小さなポケモンのフィギュアもあり、ポケモン大好き

は、毎日ピカチュウで遊んでいますよ    

 

 進級早々、いよいよ運動会の練習も始まってきて、子ども

たちもやる気満々で練習してくれています！年長さんの目標

は、お友達と協力すること！まずは運動会から、お友達と協力

していきますよ〜！がんばれ！！！ 

今年こそは、お父さんお母さんに見てもらえますように。 



 
  

４月製作「イースターエッグ」 
 
 たまごとうさぎの耳を切りました！たまごの上に
マスキングテープを貼っていく作業があったのです
が、控えめにテープを短く切って、継ぎ足しながら頑
張る子がほとんどでしたが、その中でテープを長く切
って男気を見せる ！たまごの中の絵にこだわ
る画伯、       こだわりの作品が出来上がり、満足
そうにしていました！ 
 

「こいのぼり製作」 
 
今年はみんな大好き、鬼滅の刃がモチーフの鯉のぼり
にしました！子どもたちにとっても喜んで作っても
らうことができました    炭治郎柄のこいのぼりは、
黒画用紙を編み込む作業でしたが、なかなか難しく、
「これ難しいよ〜」と     その隣でも混乱気味
の     それでも一生懸命最後までやり遂げてく
れました！ 豆子柄は、「かんたーん♪」と言って、
みんなウキウキで作業してくれました♪ 

４月絵画「チューリップ」 
 
前日に「おうちの人に春といえば？を聞いてきて！」と
伝えていたのですが、聞いていましたか？（笑） 
フォークでチューリップを描きましたが、スタンプが楽
しくてチューリップが止まらない子も    チューリップ
の他に、春のものを描きました。春といえば？と聞くと
「ばら！」や「さくら！」「てんとう虫！」とたくさんあ
げてくれる     
 

「たねまき」 
 
ピーマン、茄子、ししとう、トマトのタネを植えました！
この中で嫌いなものがある人〜！に、ほぼ全員が手が上
げていましたが…（笑）果たして、食べることが出来る
ようになるのか、乞うご期待ください        
種まきには、みんな目を輝かせて参加！ は、忠実
に土をかぶせて、几帳面を発揮していました✨ 



5月 さくらぐみだより

さくら組での生活が始まり、あっという間に１か月が経ちましたね。４月当初、新しい保育室にワクワ
クした顔の子どもたち(*^▽^*)憧れていた「さくら組さん」になった嬉しさや、ちょっぴり恥ずかしいよ
うな気持ちが入り交ざっていた様子でした。お箸だけで給食を食べたり、おしぼりを自分で水に濡らして
絞ったり。どんどん出来る事が増えてきましたね★子どもたちの成長をに傍で見ていて物凄く感じていま
す！！新しいお友達や先生も増えて、更に賑やかなクラスになりました！！これからの１年間、日々の生
活や様々な行事を通して、みんなで一緒に心も体も大きく成長していきたいと思っています★

お当番表を作ったよ★
今年のさくら組さんのお部屋を「ポケモン」で飾り

付けをしたので、お当番表をポケモンの主人公にし

てみました(*^▽^*)顔を描くのも、みんなとっても

上手になりましたね★カードを見せるとすぐに

「あっ！サトシだ！」「ポッチャマと一緒にいるひか

りちゃんじゃない？」と盛り上がっていました！み

んな良く知っていますね★さくらぐみの主人公は

子どもたち！！どんな成長がみられるのか、とても

楽しみです(^^♪



★こいのぼり製作★
好きな絵の具を三色選んで、画用紙にお絵描き！出来た模様を「ウロコの形」に切りました。
ハサミの扱いに苦戦しながらも、頑張って切りましたよ★目玉の白い丸も切って、、、目玉
をクレヨンで描いて、、のりでパーツを貼り付けて、、完成！！！工程が多く大変でしたが、
世界に１つだけの素敵なこいのぼりが完成しました(*^▽^*)
達成感いっぱいの作品です！持ち帰りを、楽しみにしていてくださいね★☆★☆

★絵画★さくら組最初の絵画は「自分の好きなも
の・好きな人」をテーマに描きました。迷うことな
くどんどん手を動かして描いていましたよ(^^♪色も、
いろんな色を使っていてカラフルですね！お部屋に
展示すると、とても華やかになりました！

運動会の練習が始まります(*^▽^*)さくら組はか
けっこ、団体競技の他にお遊戯、そしてすみれ
さんが行う「マーチング」に一緒に参加をし、
ポンポンを持って踊ったり、カラーガードとい
う旗を持って踊ります！！みんなに希望を聞き、
自分が選んだ方を練習していきます！やる気
満々のさくらさん！また一つ大きな成長が見ら
れることを、楽しみにしています！

ゴールデンウイーク★
暖かくなったり、急に寒くなったり、

まだまだ気候が安定しないですね！

コロナ渦での連休ですが、限りある中で

たくさん楽しめるお休みになると良いで

すね(*^▽^*)

お休み明けには、元気いっぱいの子ども

たちに会えるのを楽しみにしています★

みんなから楽しかった事など、お話を聞

くのを楽しみにしています★

風邪などに気を付けて、良い休日をお送

りください★☆

今野陽菜子ちゃんが
仲間入りしました！
お絵描きがとっても大好
きな7月生まれの女の子で
す！！(*^▽^*)★
さくら組は男の子８名。
女の子は１０名。
計１８名になりました！

かぼちゃと朝顔の種をまいたよ！
園長先生と一緒にお部屋で種まきをしました！

「土のにおいがする！フワフワだね！」」「種って小さいね」「本当

にかぼちゃになるのかなぁ？」と、みんな興津々！！園長先生が

土に穴をあけてくれて、こども達はそこに種をそっとまきました。

ドキドキした顔で、とても慎重に(^^♪

「みんなも喉が渇くでしょ？たくさんお水をかけてあげてね」と教

えてもらいました。お当番さんがお水をあげる係になっています

よ(*^▽^*)みんなで大切に育てていきたいと思います。

大きなかぼちゃが出来るかな？どんな色の朝顔が出来るかな？

楽しみですね！！



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

令和４年４月２８日発行 

たんぽぽぐみくらすだより 

５ 月 号 

入園・進級 おめでとうございます！ 

３名の新入園児さんと１７名の進級児さん、職員４名の計２４名でスタートしたたんぽぽさ

ん！こども園で一番人数の多いクラスで、元気１００倍☆笑顔１０００倍☆毎日賑やかに過

ごしています♥以上児さんの仲間入りをし、２階保育室に向かう階段を嬉しそうに上がって

いく子どもたちの姿を見ると、とてもたくましくそして、微笑ましく思います。スタートしてから

の約１カ月は、新生活に慣れるために、笑顔の中にも時には必死さが伝わる程、たくさんの

頑張りを見せてくれました。新しいお友だちに優しく寄り添い遊ぶ姿、少し大きくなったトイレ

で自信もって排泄する姿、苦手なものでも積極的に給食を食べる姿、自分の気持ちを出し

ながらも周りのお友だちを気にする姿、我慢する姿、感情豊かな姿…感動が止まりません！

今年のたんぽぽさんは、「体育指導を基に運動あそびをたくさん取り入れて、体と心の成長

を促していこう」と目標を立てました。そして、心のこもった『挨拶』の大切さを知り、自ら言え

るようになることをめあてとしました。１日の挨拶はもちろん、『ありがとう・ごめんなさい』は

大人になっても、とても大切な「気持ち言葉」です。私たち保育士も子どもたちと一緒に挨拶

の大切さを心に留めて日々過ごしていきたいと思います。子どもたちは思っている以上に大

人の姿をしっかりと見ています。あそびの中で、携帯電話をもって会話している姿…きっとそ

の話し方は、どこかで見聞きしたことのある光景に違いありません(笑)。どうぞご家庭でも『挨

拶』をたくさんしてみてください。温かな『挨拶』の周りにはたくさんの成長と笑顔が生まれる

事を願い、１年間過ごしていきたいと思います。保育を進めていく中で、皆様にお願い・ご協

力いただくことがたくさん出てくるかと思いますが、子どもたちのより健やかな成長のため

に、１年間宜しくお願いします。             たんぽぽぐみ  担任一同 



 絵 画 
クレヨン・マーカー・
色鉛筆を使って自由
に絵を描きました！ 

製作（さくら） 
クレヨンで木を
描き、花びらを
ハ サ ミ で 切 っ
て、のりで貼り
ました。 

給 食・おやつ 
はしの使い方を練習しています！み

んなで食べると、なぜだか苦手なも

のが食べられるんです(笑)！おや

つも喜んで食べていますよ♥ 

・全ての持ち物には必ず名前を付けてください。（同じものを持っている子や、名前の消

えかかっているものがあります） 

・お子様が取り扱いやすいように、上着にはかけ紐をつけてください。 

・新しい持ち物に変わった時には、お子様に見せて確認してください。（変わったことを

知らず、「自分のものが無い～💦」と、悲しくなっています） 

・いつもと様子が違ったり、気になる事があれば、すぐにお話しください。 

・ご家庭では、子どもたちの頑張りを存分に褒めてあげてください。 

～共に楽しみ、連携を深め、子どもたちのより良い成長を一緒に願っていきましょうね☆～ 

こいのぼり
製作 

のりで目を貼り、

手型でエラをス

タンプ、にじみ

絵で模様をつけ

ました。 

お
ね
が
い 



みんなで仲良くボール遊びをしました！ 

ボールを転がして遊んだり 

投げてみたり・・・・ 

転がっていくボールに 

大喜びしていました！ 

ネコのボールを見つけると 

「ねこだー！！」と驚く子どもたち。 

 

お歌が好きで、よくお歌を歌って遊んでいま

す。はじめの頃は緊張していましたが、少し

新しいお部屋に少し緊張していた子どもたち。去年１年間通っていたお部屋が隣にあるので少し不思議そうな表情
をしていました。トイレに行くと隣の部屋が見えるので、「なんで？」と訪ねてくる子も中には。少しずつ新しい
お部屋にも慣れてきてちょっとだけお兄さんお姉さんになってきました。ご飯もモリモリ自分で食べたり、身の回
りのことを少しずつできるようになってきたり、これからもっと沢山成長していくみんなが今から楽しみです☆ 
今年１年間よろしくお願いします！ 



 

 
  

 

 

自由画 
４月の絵画ではクレヨンを使って自由に絵を描きました。 

画用紙いっぱい使って「ぐるぐる」と◎を描いたり、 

風も温かくなり気持ちがいい季節になってきましたね！ 

窓の外にビニールシートを敷いてピクニック気分を味わいました！

天気もよくてちょっと特別な気分なこどもたち♪ 

手をグーパーグーパー 

体育指導の先生の真似をして遊んでいました！ 

一定のリズムで手足の指を閉じて開いてをするだけではなく 

待つ時間を長くしてみたりしながら色々なタイミングで 

縄跳びを繋げて、お友達と汽車ぽっぽーーー！ 

ティッシュペーパーを 

ふぅ〜 
ほかにも、鯉のぼり製作や４月の製作をしていたり 

お外遊び、ホール遊びも沢山しています！ 

これから運動会の練習も始まります☆ 



          ばら 1 さいくみだより 5 月号 
新年度がスタートし、早くも１か月が経ちましたね。新入園児が 4 人増え、16 名でスタートした

ばら 1 歳さん！しばらくは、泣き声がお部屋に響き渡る日々が続きましたが、徐々に慣れてくる

と、楽しくおもちゃで遊んだりと笑顔を見せてくれるようになってきました。在園児さんは新しい

環境になりましたが、今までと変わりなく元気に遊ぶ姿を見せてくれています。保育士が泣いてい

る新入園児さんを抱っこしていると、自分も抱っこして欲しいけど、我慢しようとする姿も時々見

られ、「おいで～！」と言うと満面の笑顔で駆け寄ってくる姿はとても可愛かったです♡ 

子どもたちの気持ちに寄り添いながら、１日１日を安心して楽しく過ごせるよう精一杯保育してい

きたいと思います。気になることがあればいつでもお知らせ下さいね！ 

1 年間よろしくお願いします☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天気が良い日にはお散歩に行きました！散歩車やベビーカーをお部屋の前に持ってくる

と、もう乗りたくて仕方がない子どもたち！（笑）ちゃんと自分の靴が分かり、自分で 

履こうと頑張る姿が見られました。つぼみさんの時は自分の帽子を被っていた子ども 

たちですが、ばらさんになってオレンジ帽子を被る姿はすっかりお兄さんお姉さん 

ですね♡小さいお友だちはベビーカーなどに乗って、気持ち良さそうでした！ 

中には立ったまま寝てしまいそうになる子も・・・（笑） 

大きい子は歩いてお散歩をしましたよ！保育士と手を繋いでみんな上手にお散歩する 

ことが出来ていました(*^o^*)はやく公園でも遊べる日が来るといいなと思います！ 

衣服の調整が出来るよう上着の用意や歩きやすい靴の用意をお願いします！ 

 



 

 

こいのぼり製作は、５色の花紙を丸め、袋に入れて作りま

した！花紙をクシャクシャに丸めるのを楽しみながら、上

手に作ることが出来ていましたよ！目のシールは「ここだ

よ」と貼る場所を伝えると、そこに上手に貼る子もいれ

ば、なぜか体の真ん中に貼ってしまう子もいて、個性的な

こいのぼりになりました（笑）とってもかわいいこいのぼり

が出来たので、ぜひお家でも飾ってくださいね♪ 

4 月の製作は、てんとう虫とタンポポを作りまし

た！こいのぼりの時と同じように花紙を丸めて

作ったので、みんなとても上手にクシャクシャと

丸めることが出来ていました☆ 

お部屋で新聞紙遊びをしたり、 

ホールで遊んだり！みんな毎日とっても 

いい笑顔を見せてくれています！ 

あいねちゃん 

りりこちゃん 

とうかちゃん 

ゆいなちゃん 

かなみちゃん ののちゃん 

ゆずなちゃん 

そうくん 

ゆうくん 

はるきくん 

けいすけくん 

りきくん 

りきくん 

あおまくん 

りんくん とうりくん 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

つぼみぐみ 5 月号 
つぼみ組がスタートしてから早いもので 1 ヶ月が経とうとしています。 

2 名から始まったつぼみ組も 12 日と 18 日に 1 名ずつが入園し、合計で 4 名になりました。 

初めて保護者から長い時間を離れて過ごす子どもたちにとって、不安もあったとは思いますが、

大きな声で泣いたり、笑ったりしながら、少しずつあそべる時間が増えてきました。 

これから、ゆっくりつぼみ組のお部屋や保育者に慣れていってほしいと思います♥ 

いろいろな体験をみんなで楽しみましょうね！ 

1 年間、どうぞよろしくお願いいたします。何かあればいつでもお話ししてくださいね。 

☆つぼみ組のお友だちを紹介します☆ 

☆いでれきくん☆ 

9 ヶ月の男の子です。只今、ずり這いで 

探索活動真っ最中。何でも興味を持って、

どんどん前進していきます。たくさん動くの

でたくさんミルクも飲みます。自分で哺乳

瓶を持って飲むことができるんですよ。 

☆きたじまきょうちゃん☆ 

つぼみ組唯一の女の子です。6 ヶ月です。 

まだまだ、抱っこで過ごす時間が多いですが、

寝返りが上手になり、クルリンと起き上がっては

ニコッとかわいい笑顔をみせてくれます。 

これから、たくさんあそびましょうね♥ 

☆おおいしこうきくん☆ 

クラスで 1 番小さい 2 ヶ月の男の子です。 

まだまだ、眠っている時間が多いですが、 

お友だちがあそんでいる様子をしっかり 

見たり聞いたりしています。早くみんなと 

一緒にあそべる日が楽しみだね！ 

☆こんどうはるやくん☆ 

もうすぐ 1 歳になる男の子です。つぼみ組

で 1 番のお兄さんです。とっても上手に 

歩けます。なんと！階段も上手に上れてし

まいます。給食も積極的にモリモリ食べて

くれる、はるやくんです。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆お部屋では・・・☆ 
朝の会をしたり、椅子に座って絵本をみています。

泣かないで座れる日もあります。 

おもちゃにも興味を持って、触ったり、投げたり、

転がしたりと上手にあそべるようになってきて 

いますよ。お友だち同士で見つめ合って、目と目で 

お話ししている姿も♥ 

これから、どんどん仲よくなってほしいです。 

初めての製作は「こいのぼり」です。手型と足型をとりました。少々、不安な顔つきでしたが、 

上手にできました。頑張りました！ 

☆こいのぼり作り☆ 

☆5 がつは・・・☆ 
☆お天気のよい日はお散歩に出かけます。 

上着と帽子の用意をお願いします。お外に 

出られない場合は必ず連絡票の提出をして 

くださいね。 

☆持ち物や衣類などすべての物に名前の記入

をお願いします。 


