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清々しい空に新緑が綺麗な季節になりました。皆様お

変わりなくお過ごしでしょうか。又、臨時休園に際しま

して、ご理解とご協力ありがとうございます。 

さて、待ちに待った幼稚園生活が始まりです。いろい

ろな気持ちを心に持って登園する子どもたちに寄り添

い、少しずつ園生活のリズムを取り戻しながら過ごして

いきたいと思います。 

改めて今月から宜しくお願い致します。 

２１☆COLORS 

星組クラス通信 

担任：久保果穂       

【今月の主な遊び・活動】 

・新しいお部屋やトイレの場所を知り、荷物の置き場所を覚えます。 

・園内探検に行き、お友達のクラスに挨拶をするなど、新たな発見を喜びます。 

・年中さんから個人持ちの積み木があります。積み上げたり、組み合わせてイメージを表

現することを楽しみます。お片付けも少し難しいですが、頑張ります！ 

（積み木の一つずつと、ケース、蓋に名前を記入の上お持ちください。) 

・園庭でたくさん身体を動かしたり、見つけたものを集めて遊びます。 

・年少組にはなかった新しい遊びにも挑戦し、ルールを知り、自分なりに好きな遊びを見

つけます。 

今月は新しい環境に、まずは安心できる居場所を

見つけて、好きな遊びをじっくり楽しめる時間を大

事にしたいと思います。遊びを通して新しいお友だ

ちのことも知るきっかけとなり、一緒に遊ぶことの

楽しさに繋がるよう見守っていきます。 

又、知っていること、新たな環境での気づきをお

友だちや担任に伝えたり、お友だちの意見を聞くこ

とも大事にできるようにグループ決め等を進めて

いこうと思います。 

新しい星組での生活に“楽しい！”と感じられる

日々が送れるように努めていきます。 

お ね が い 

・保育に使いますので、牛乳パッ

ク切り開かず一人一つずつお持

ち下さい。サイズは問いません。

６月中に持って来て頂けると助

かります。 

・その他、不要なタオル、造形遊

びに使えそうな素材(プリンカ

ップ、トイレットペーパーの芯、

お菓子の空き箱など)募集しま

す。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

☆４，５月にお誕生日を迎えられた子ども達のお祝いは、6 月に順次させていただきます｡ 
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コロナウイルス終息への光が徐々に見えてきた頃ではあ

りますが、皆様お元気でお過ごしでしょうか。 

４月・５月と臨時休園へのご理解、ご協力ありがとうござい

ました。いよいよ年中さんとしての園生活が始まりますね。 

色んな気持ちがあると思いますが、久しぶりの幼稚園楽しか

った！と言ってもらえるよう笑顔一杯で頑張りたいと思い

ます。改めて今月からどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雪やこんこ 

雪組クラス通信 

担任：武田真侑      

【今月の主な遊び・活動】 

○新しい年中にむけて・・・ 

・新しいお部屋やトイレの場所を知り、荷物の置き場所を覚えます。 

・園内探検に行き、お友達のクラスに挨拶をするなど、新たな発見を喜びます。 

・年中さんから個人持ちの積み木があります。積み上げたり、組み合わせてイメージを表

現することを楽しみます。お片付けも少し難しいですが、頑張ります！ 

（積み木の一つずつと、ケース、蓋に名前を記入の上お持ちください。) 

・園庭でたくさん身体を動かしたり、見つけたものを集めて遊びます。 

・年少組にはなかった新しい遊びにも挑戦し、ルールを知り、自分なりに好きな遊びを見

つけます。 

今月はとにかく新しいクラスで、楽しいこと、面

白いことを見つけ、じっくりゆったり遊びに関わっ

てほしいなと思います。そして新しいクラスで緊張

したり不安がある子もいるかと思いますが、一人ひ

とりが自分の思いや気持ちを出しやすいように、柔

軟な、安心感のある雰囲気作りをしていきたいと思

っています。 

 また、グループでの関わりを始め、少しづつクラ

スのお友達との関わりを広げていけるように、積極

的に子どもたち一人ひとりの良い所を見つけ、クラ

スで共有していきたいと思っています。 

お ね が い 

・保育に使いますので、切り開

かずの牛乳パックを一人一

つお持ちください。サイズは

問いません。６月中に持って

きてくださると助かります。 

・その他造形遊びに使えそうな

素材（プリンカップ、トイレ

ットペーパーの芯、お菓子の

空き箱等）募集します。 

・不要なタオルがあればこちら

もお持ち頂きたいです。 

☆４，５月にお誕生日を迎えられた子ども達のお祝いは、6 月に順次させていただきます｡ 
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皆様、体調などお変わりありませんか。 

今年度は長期休園からの始まりとなりましたが、いよ

いよ新しいクラスでの保育をスタートできること、とて

も嬉しく思います。この度は、たくさんのご理解とご協

力ありがとうございます。まずは、少しずつ幼稚園生活

のリズムを取り戻し、安心して過ごせるよう全力でサポ

ートとしていけたらと思います。改めて今月からどうぞ

宜しくお願い致します。 

輝く月のように 

月組クラス通信 

担任：柴田沙耶

ｂ       

【今月の主な遊び・活動】 

・新しいお部屋やトイレの場所を知り、荷物の置き場所を覚えます。 

・園内探検に行き、お友達のクラスに挨拶をするなど、新たな発見を喜びます。 

・年中さんから個人持ちの積み木があります。積み上げたり、組み合わせてイメージを表

現することを楽しみます。少し難しいですがお片付けも頑張ります！ 

（積み木の一つずつと、ケース、蓋に名前を記入の上お持ちください。) 

・園庭でたくさん身体を動かしたり、見つけたものを集めて遊びます。 

・年少組にはなかった新しい遊びにも挑戦し、ルールを知り、自分なりに好きな遊びを見

つけます。 

今月は、新しいクラスでの 1 か月目となるので、ま

ずは、子どもたちとたくさん遊びながら、一人一人と

の関わりを大切にしていきたいと思います。お互いに

探り探りな部分があると思いますが、一緒にお気に入

りの遊びを見つけたりして、「新しい月組さんも楽しみ

♪」と一日も早く感じてもらえるよう努めていきます。

初めましてのお友達や先生と一緒に過ごしていく中

で、緊張もあると思いますが、そんな誰かと「一緒に

～する。」って良いなと思えるような、みんなが思いや

りの心、温かい気持ちの持ち主になれるクラスにして

いきたいと思っています。 

お ね が い 

・保育に使いますので、牛乳

パックを切り開かず一人一つ

ずつお持ち下さい。サイズは

問いません。 

→６月中に持ってきて頂ける

と助かります。 

・古タオルや造形遊びに使え

そうな素材(お菓子の空き箱、

カップ、トイレットペーパー

の芯など)で不要なものがあれ

ば、集めたいと思います。 

☆４，５月にお誕生日を迎えられた子ども達のお祝いは、6 月に順次させていただきます｡ 
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暖かな気候が続いている今日この頃。皆様、体調お変わ

りないでしょうか。 

４月の臨時休園については、ご理解ご協力頂きましてあ

りがとうございました。5 月からはいよいよ園生活が始ま

ります。楽しみな気持ちだったり、不安な思いなど様々だ

とは思いますが、先生や友達と関わることを楽しみ安心し

て過ごせるような環境作りをしていきますので、今月から

どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ohana 

花組クラス通信 

担任：角村奈々       

【今月の主な遊び・活動】 

・新しいお部屋やトイレの場所を知り、荷物の置き場所を覚えます。 

・園内探検に行き、お友達のクラスに挨拶をするなど、新たな発見を喜びます。 

・年中さんから個人持ちの積み木があります。積み上げたり、組み合わせてイメージを表

現することを楽しみます。少し難しいですがお片付けも頑張ります！ 

（積み木の一つずつと、ケース、蓋に名前を記入の上お持ちください。) 

・園庭でたくさん身体を動かしたり、見つけたもの（自然物等）を集めて遊びます。 

・年少組にはなかった新しい遊びにも挑戦し、ルールを知り、自分なりに好きな遊びを見

つけます。 

 年中さんになり、新たな環境に戸惑うこともある

と思います。5 月はそのような中でもまず、安心し

て園生活を過ごせるように、自分の好きな遊びをじ

っくりと楽しむ姿を見守り私自身も一緒に遊びを

楽しんで子ども達のことを知っていきたいと思っ

ています。また遊びや会話の時間を通して、自分の

話を聞いてもらうことの喜びを感じて、少しずつ自

信を持ってもらいたいと思っています。 

幼稚園楽しい！花組の皆にはやく会いたい！と子

ども達が感じられる笑顔が絶えない明るいクラス

になれるよう、精一杯頑張ります。 

お ね が い 

 

・保育に使いますので牛乳パッ

ク(サイズは問いません。)を 

1 人 1 つずつ、６月中にお持ち

ください。 

・造形遊びに使えそうな、カッ

プや空き箱、トイレットペーパ

ーの芯など募集します。 

・不要なビニール袋、紙袋があ

ればお持ちいただきたいです。 

ご協力をお願い致します。 

 

☆４，５月にお誕生日を迎えられた子ども達のお祝いは、6 月に順次させていただきます｡ 
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さわやかなそよ風が心地よい季節となりましたね。 

お子様、ご家族の皆様はお変わりなくお過ごしでしょうか。 

４月、5 月の臨時休園にご理解、ご協力いただきありがとう

ございます。いよいよ園生活が始まろうとしていますね。子

ども達と会える日を楽しみにしていました。おやすみが長か

った分、まずはゆっくりと生活リズムを取り戻し、慣れてい

けるように。そして保護者の皆様が安心して送り出せるよう

務めて参ります。今月からどうぞよろしくお願い致します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぽっぽだより 

鳩組クラス通信 

担任：鈴木望       

【今月の主な遊び・活動】 

・新しいお部屋やトイレの場所を知り、荷物の置き場所を覚えます。 

・園内探検に行き、お友達のクラスに挨拶をするなど、新たな発見を喜びます。 

・年中さんから個人持ちの積み木があります。積み上げたり、組み合わせてイメージを表

現することを楽しみます。お片付けも少し難しいですが、頑張ります！ 

（積み木の一つずつと、ケース、蓋に名前を記入の上お持ちください。) 

・園庭でたくさん身体を動かしたり、見つけたものを集めて遊びます。 

・年少組にはなかった新しい遊びにも挑戦し、ルールを知り、自分なりに好きな遊びを見

つけます。 

 

今月ははじめましての月なので、まずはそれぞれ

好きな遊びを見つけて落ち着いて過ごせるように。 

そして鳩組のお友達の名前を知り、遊びやグループ

での活動を通じて沢山お話したり、お友達と関わる

ことの楽しさを感じてもらえるよう務めていきま

す。私自身も初めて関わる子ども達が多いので、ま

ずはみんなと沢山一緒に遊んで、一人一人をよく知

りたいと思っています。その中で子ども達の色んな

表情、気持ちを汲み取り見守っていけるよう務めて

いきたいです。みんなのそれぞれの良さを知り、み

んなで認め合えるようなクラスにしていきたいと

思っています。 

お ね が い 

・保育に使いますので、牛乳パ

ックを切り開かずに一人一つ

ずつお持ちください。（６月中

に持ってきていただきたいで

す。サイズは問いません。） 

・造形で使えそうな素材集め

にご協力お願い致します。 

*プリンカップ、トイレットペ

ーパーの芯、ペットボトルの

キャップ等 

・不要なタオル集めにもご協

力お願い致します。 

☆４，５月にお誕生日を迎えられた子ども達のお祝いは、6 月に順次させていただきます｡ 
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長期間の臨時休園に、ご理解ご協力頂きまして、本当

にありがとうございました。又、お電話した際には、私達

教職員にもお気遣い頂き、皆様の温かい言葉に嬉しく励

まされました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。あ

れからも、体調などお変わりありませんか。 

いよいよ、待ちに待った幼稚園生活が始まります。子

供たちも同じ気持ちだったでしょうか。園生活のリズム

を少しずつ取り戻し、子供たちが、安心して過ごせる様、

そして、保護者の皆様が安心して送り出せる様に、元気

一杯頑張ります。改めて今月から宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空の足音 

空組クラス通信 

担任：久川純奈       

【今月の主な遊び・活動】 

・新しいお部屋やトイレの場所を知り、荷物の置き場所を覚えます。 

・園内探検に行き、お友達のクラスに挨拶をするなど、新たな発見を喜びます。 

・年中さんから個人持ちの積み木があります。積み上げたり、組み合わせてイメージを表

現することを楽しみます。少し難しいですがお片付けも頑張ります！ 

（積み木の一つずつと、ケース、蓋に名前を記入の上お持ちください。) 

・園庭でたくさん身体を動かしたり、見つけたものを集めて遊びます。 

・新しいお部屋で、好きな遊びを見つけ、ルールを共有しながら楽しみます。 

今月は、初めましての月なので、空組の子ども達

と沢山遊んで、一人一人の事をよく知りたいと思っ

ています。お部屋の中で好きな遊びを見つけ、物と

じっくり関わる。そんな子供たちの姿を見守り、

色々な表情が見られる事を楽しみにしています。 

又、新しいクラスのお友達とお話しし、一緒にする

事の楽しさも味わえるよう、努めていきます。 

お友達や先生と元気よく挨拶をする中で、ちょっと

した変化にお互いが気付き合えるような、温かいク

ラスになれる様、願いを込めて頑張ります。 

お ね が い 

・保育に使いますので、牛乳パ

ックを切り開かず一人一つず

つお持ち下さい。サイズは問

いません。６月中に持って来

て頂けると助かります。 

・その他、不要なタオル、造形遊

びに使えそうな素材(プリン

カップ、トイレットペーパー

の芯、お菓子の空き箱など)募

集します。 

どうぞ宜しくお願いします。 

☆４，５月にお誕生日を迎えられた子ども達のお祝いは、6 月に順次させていただきます｡ 

 


