
 

※個人情報保護の観点から、クラスメイトの名前や誕生日の記載を致しません。 

担任紹介 
お願いします 

 

 

 

 

 

ご入園、ご進級おめでとうございます！ 

 空の青と、草木の緑がとても綺麗で、ぽかぽか暖かい日差しが心地よい季節になりましたね。 

皆様、ご入園、ご進級おめでとうございます。今年度星組の担任を務めさせて頂きます、久川純奈と 

申します。クラスが変わり、子どもたちはドキドキしている事と思います。まずは、そんな皆の気持ち

を受け止めながら、新しい友だち、先生を好きになれるように。そんな想いで過ごしていきたいと思い

ます。みんなの個性がそれぞれに輝き、新しいクラスでも心に残る経験をみんなで出来ます様、精一杯

頑張って参ります。一年間どうぞよろしくお願い致します。 

 

天 体 観 測   

 ４月号  

今月の保育内容 

・新しい朝の歌や帰りの歌を知り、みんなで一緒に歌います。 

・園内探検をし、自然に触れる中で春の訪れを感じます。 

・年中組からの新しい教材、バチ、ピアニーを使って遊びます。 

 久 川
きゅうかわ

 純奈
じゅんな

 です！ 

・海外や国内、様々なとこに出かける中

で日本や世界の面白さにワクワクし

て過ごしておりました。子ども達に

も、そんな世界が広がるような不思

議に出会い、沢山の好きを見つけて

もらえたらなぁ。と願っています♪ 

・昨年度はパンダ組の担任をしており

ました。グループ違いで持ち上がっ

ております！初めましての方も多い

かと思いますが、どうぞよろしくお

願い致します。 

 

・持ち物の、名前シールや目印が外れ

てしまったり、消えかかっている物

もあるかもしれませんので、全てに

名前の記入があるか、もう一度ご確

認ください。 

 

・不要なタオル、ビニール袋、造形遊

びなどで使用する素材(お菓子の空

き箱、カップ、芯等)がありましたら

お持ちください。 

ご協力よろしくお願い致します。 

 天体観測するように、

沢山の星の中から、新し

く知る事や発見にトキメ

キ過ごせますように… 

とタイトルに願いを込め

ました。 

年中 星組 クラス通信  

担任：久川 純奈 



 

※個人情報保護の観点から、クラスメイトの名前や誕生日の記載を致しません。 

担任紹介 
お願いします 

 

 

 

 

 

ご入園、ご進級おめでとうございます！ 

 春の風が吹き、心地よい季節になりましたね。今年度、雪組の担任を務めさせて頂きます 

村中千秋と申します。１年間どうぞよろしくお願い致します。 

 新しい生活のスタートとなる４月が始まりました。この１年で、子ども達はきっと沢山のものに出会って

いくと思います。そんな出会いを通して感じたことを大切に、日々を過ごしていきたいです。そして、ワク

ワクする経験を積み重ね、子ども達にとって楽しい、安心できるクラスにしていきたいと思っています。至

らない点も多々あるかとは思いますが、精一杯頑張りますのでよろしくお願い致します。 

 

雪 景 色   

  ４月号  

今月の保育内容 

・新しい朝の歌や帰りの歌を知り、みんなで一緒に歌います。 

・園内探検をし、自然に触れる中で春の訪れを感じます。 

・個人持ちの積み木や、バチ、ピアニーを使って遊びます。 

 

 村中
むらなか

 千秋
ち あ き

 です！ 

昨年度は、年中Ａグループ雪組の担任を

していました。２年連続の雪組です♪ 

 

面白い柄の靴下を集めることが好きで、

家には沢山の靴下があります(^▽^)/ 

 

昨年度もＡグループだったので、顔を知

ってくださっている方も多いかと思いま

す。子ども達のキラキラとした笑顔に溢れ

る、温かいクラスにしていきたいです♪ 

雪組の子ども達が 

見せてくれる色んな 

景色を保護者の皆様へお

伝えしたい♪と考えタイ

トルをつけました。 

 

 

年中 雪組 クラス通信 

担任：村中 千秋  

・持ち物の、名前シールや目印が外れ

てしまったり、消えかかっている物

もあるかもしれませんので、全てに

名前の記入があるか、もう一度ご確

認ください。 

 

・不要なタオル、ビニール袋、造形遊

びなどで使用する素材(お菓子の空

き箱、カップ、芯等)がありましたら

お持ちください。 

ご協力よろしくお願い致します。 



 

暖かい春の日差しが心地よい季節となりました。皆様ご入園、 

ご進級おめでとうございます。今年度月組の担任を務めさせて 

頂きます、田原希美と申します。新しい環境に不安や戸惑いも 

あるかもしれませんが、まずは子どもたちの気持ちに寄り添い、安心して過ごすことのできる環

境を作って参ります。そして、様々なことに興味関心を持ち、楽しみ、学ぶことで子どもたちの

感性を引き出し、私自身も一緒に成長していきたいと思っております。 

至らぬ点も多々あるかとは思いますが、1 年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

Blue Moon   

 田原 希美 です！ 

・今年度より新しく木の実幼稚園の職員に

なりました！ 

・お笑いが大好きです♪ 

・食べることが大好きです！特にうどんと

おにぎりを食べているときが幸せです。 

・たこ焼きをきれいにひっくり返すことが

できます！ 

・思いやりを大切に、笑顔あふれるクラス

にしていきたいと思います！！ 

 

お願いします 

 

 

 

 

 

担任紹介 

※個人情報保護の観点から、クラスメイトの名前や誕生日の記載を致しません。 

4 月号  

ご入園、ご進級おめでとうございます！ 

 

たはら  のぞみ 

今月の保育内容 

・新しい朝の歌や帰りの歌を知り、みんなで一緒に歌います。 

・園内探索をし、自然に触れる中で春の訪れを感じます。 

・個人持ちの積み木や、バチ、ピアニーを使って遊びます。 

 

・持ち物の、名前シールや目印が外れてし

まったり、消えかかっている物もある

かもしれませんので、全てに名前の記

入があるか、もう一度ご確認ください。 

 

・不要なタオル、ビニール袋、造形遊びな

どで使用する素材(お菓子の空き箱、カ

ップ、芯等)がありましたらお持ちくだ

さい。 

ご協力よろしくお願い致します。 



 

暖かい春の日差しが心地よい季節となりました。 

皆様ご入園・ご進級おめでとうございます。今年度花組の担任を 

務めさせて頂きます末吉奏絵と申します。 

新しいクラスに新しい先生との出会いで、子どもたちも保護者の皆さまもドキドキされていた

事と思います。年少組で経験した事を更に追求し、新たな発見をする楽しさを一緒に感じていき

たいと思います。また、友達の思いにも気付き、伝えあう難しさも知る中で、協力する楽しさを

感じたり、様々な所で自信を付けて欲しいなと思っております。至らない点も多々あるかと思い

ますが、精一杯頑張りますので１年間、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 末吉
すえよし

 奏
かな

絵
え

 です！ 

・昨年度は年中星組を担任していました。  

・音楽が好きなので、子どもたちから歌いたい

曲やピアノで弾いてほしい曲のリクエスト

をもらえると嬉しいです♪ 

・沢山の笑顔に溢れ、明るく活発なクラスにし

ていきたいと思います☆花組での新生活が

楽しみです！ 

お願いします 

 

 

 

 

 

担任紹介 

※個人情報保護の観点から、クラスメイトの名前や誕生日の記載を致しません。 

４月号  

ご入園、ご進級おめでとうございます！ 

 

Happy Flower   

今月の保育内容 

・新しい朝の歌や帰りの歌を知り、みんなで一緒に歌います。 

・園内探検をし、自然に触れる中で春の訪れを感じます。 

・年中組からの新しい教材、バチ、ピアニーを使って遊びます。 

・持ち物の、名前シールや目印が外れてし

まったり、消えかかっている物もある

かもしれませんので、全てに名前の記

入があるか、もう一度ご確認ください。 

 

・不要なタオル、ビニール袋、造形遊びな

どで使用する素材(お菓子の空き箱、カ

ップ、芯等)がありましたらお持ちくだ

さい。 

ご協力よろしくお願い致します。 



 

 

担任紹介 

柔らかな光と、顔を掠める爽やかな風に春を感じるこの頃です。 

改めまして、ご入園・ご進級おめでとうございます。鳩組の担任を務めます、白岩千春と申します。 

今年度、子どもたちはどんな事に心を踊らせるのでしょうか。そんな事を考えると、私もワクワクが止

まりません！ 

今後、沢山の経験の中で、様々な気持ちと出会うはずです。嬉しい・楽しいだけではいかない事も増え

ていくでしょう。どんな時も、子どもたち自身がその時の気持ちや考えとしっかり向き合えるよう、寄

り添いながら、更なる成長を見守りたいです。 

23 人の子どもたち、保護者の皆様と共に、温かい雰囲気を作っていければと思っております。子ども

たちと一緒に、思い切り楽しみ、私自身も学びを得ながら過ごしていきますので、１年間どうぞよろし

くお願いいたします。 
※個人情報保護の観点から、クラスメイトの名前や誕生日の記載を致しません。 

お願いします 

 

 

 
 

ご入園、ご進級おめでとうございます！ 

hatOVER 
  ４月号  

今月の保育内容 
・新しい朝の歌や帰りの歌を知り、みんなで一緒に歌います。 

・園内を探検し、自然に触れる中で春の訪れを感じます。 

・年中さんから新しく増える、バチやピアニーを使って遊びます。 

 白岩
しらいわ

千春
ち は る

 です！ 

 

・昨年度は預かり保育の担当でした。 

・好きなこと 

 サッカー観戦と音楽鑑賞 

・最近は・・・ 

読書好きが再燃中！ 

 

絵本も含めジャンル問わず、読んでいま

す。子どもたちと一緒に、絵本から感じ

る気持ちも大切に過ごしたいです♪ 

 

おすすめの絵本・本などなど・・・ 

ぜひいろいろ教えてくださいね！！ 

 

目の前に現れる、 

面白いもの・楽しい事・ 

悲しい事・挑戦・・・ 

様々な経験を越えて

（OVER）それぞれの力に 

なりますように・・・ 

そんな想いを込めて 

タイトルをつけました。 

年中 鳩組 クラス通信  

担任：白岩 千春 

・持ち物の、名前シールや目印が外れ

てしまったり、消えかかっている物

もあるかもしれませんので、全てに

名前の記入があるか、もう一度ご確

認ください。 

 

・不要なタオル、ビニール袋、造形遊

びなどで使用する素材(お菓子の空

き箱、カップ、芯等)がありました

らお持ちください。 

ご協力よろしくお願い致します。 



 

※個人情報保護の観点から、クラスメイトの名前や誕生日の記載を致しません。 

担任紹介 お願いします 

 

 

 

 

 

ご入園・ご進級おめでとうございます！ 

 

どれみふぁそら色   
４月号  

今月の保育内容 

・新しい朝の歌や帰りの歌を知り、みんなで一緒に歌います。 

・園内探検をし、自然に触れる中で春の訪れを感じます。 

・個人持ちの積み木や、バチ、ピアニーを使って遊びます。 

 

葛木
か つ き

裕子
ひ ろ こ

です！ 

・ 出身地 ：奈良県 

・好きなこと：素敵な絵本を探すこと 

       旅行（温泉が好きです。） 

・好きな食べ物：うどん・から揚げ 

（香川県まで食べ歩きにもよく行きます！！） 

 絵本が大好きなので、今年度も子どもた

ちと絵本を通して沢山の物語を楽しみた

いと思っています♡おすすめの絵本など

あれば、ぜひ教えて下さいね♪ 

 

音楽のように 

楽しい毎日と、 

空組２４人それぞれ

の色を発信していき

たいという思いを込

めてタイトルをつけ

ました。 

園庭の桜の花が、春の訪れをお祝いしているかのように咲き誇る今日この頃。 

皆様、ご入園・ご進級おめでとうございます。今年度、空組の担任を務めさせていただきます、葛木裕子と

申します。昨年度に引き続き、この学年で担任を務めさせていただく事をとても嬉しく思うと共に、今から

空組の子達とどんなことをしようかワクワクする毎日です。さて、年中になりまた新たなお友達や遊び・不

思議と出会う子どもたち、その中で生まれる『なんでだろう？』『やってみたい！』の気持ちを大切に過ご

していきたいと思います。至らぬ点もあるかと思いますが、一年間どうぞ宜しくお願い致します。 

年中組 クラス通信  

担任：葛木 裕子 

・持ち物の、名前シールや目印が外れ

てしまったり、消えかかっている物

もあるかもしれませんので、全てに

名前の記入があるか、もう一度ご確

認ください。 

 

・不要なタオル、ビニール袋、造形遊

びなどで使用する素材(お菓子の空

き箱、カップ、芯等)がありましたら

お持ちください。 

ご協力よろしくお願い致します。 


