
 

※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 

 

 

 

 

 

ご入園おめでとうございます！ 

 心地良い春の日だまりと共に、皆様と一緒に新しいスタートを迎えることができ、とても嬉しく思い

ます。今年度うさぎ組の担任を務めさせて頂きます、柴田沙耶と申します。いよいよ始まる園生活に不

安もあるかと思いますが、まずは一日も早く安心して過ごせるよう、「幼稚園って楽しい！」をたくさん

感じてもらえたらと思っています。そして、いろいろな遊びの中で「できた♪」を一緒に喜びながら、

「うさぎ組さんが好き♪」となるような笑顔が溢れる温かいクラスにしていきたいです。精一杯努めて

参りますので、一年間どうぞ宜しくお願い致します。 

 ４月号  

今月の保育内容  

・自分のマークシールを知り、ロッカーや靴箱の場所を覚えます。 

・室内や園庭で、ままごと・積み木・汽車・砂場など、好きな玩具を見つけます。 

・クレヨンや粘土など、様々な物の使い方を覚えながら遊ぶことを楽しみます。 

・手遊びや朝の会など、身振り手振りをつけて歌うことを楽しみます。 

 柴田
し ば た

 沙耶
さ や

 です！ 

・いろいろな場所へ出かけることが好

きです。今年こそは心置きなく旅行

も楽しめるようになるといいなと

思っています(^^) 

・趣味で習っていたので、エレクトー

ンが弾けます♪ 

・スヌーピーが好きで、気が付けばグ

ッズが増えています。だんだん子ど

もたちにも気付かています笑。 

 

・マスクや着替えなど、全ての持ち物

に名前の記入を必ずお願いします。 

 

・ご不要なタオルがありましたら、お

持ち下さい。 

 

・パンツや靴下、上下の着替えのセッ

トと着替えたものを入れるビニール

袋を数枚、常時リュックに入れてお

いて下さい。 

このタイトルは、 

クラスで過ごしていく中

で、仲間っていいなと感

じてもらえるよう願いを

込めました！ 

うさぎくらぶ  

年少 うさぎ組 クラス通信 

担任：柴田 沙耶 



 

※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 

 

 

 

 

 

ご入園おめでとうございます！ 

暖かい春の日差しが心地よい季節となりました。 

ご入園、おめでとうございます！今年度ひよこ組の担任を務めさせて頂きます高柴菜都乃と申します。

これから始まる新しい幼稚園生活に、ドキドキしたり不安な気持ちも感じることもあるかと思います

が、子ども達に寄り添い、幼稚園って楽しいところなんだ！と安心して登園できるよう、笑顔いっぱい

務めて参りたいと思います。子ども達のこれからの成長が楽しみです。一年間どうぞ、宜しくお願い致

します。 

ひよっこ便り  
  ４月号  

今月の保育内容 

・自分のマークシールを知り、ロッカーや靴箱などの場所を覚えます。 

・室内や園庭で、ままごと・積み木・汽車・砂場など、好きな玩具を見つけて遊びます。 

・クレヨンや粘土など、様々な物の使い方を覚えながら遊ぶことを楽しみます。 

・手遊びや朝の会など、身振り手振りをしながら歌うことを楽しみます。 

・マスクや着替えなど、全ての持ち物

に名前の記入を必ずお願いします。 

 

・ご不要なタオルがありましたら、お

持ちください。 

 

・パンツや靴下、上下の着替えのセッ

トと着替えたものを入れるビニール

袋を数枚、常時リュックに入れてお

いてください。 

子ども達の 

日々の色んな気付きや

成長の過程など、この

クラス通信で沢山発信

していきたいと思って

います！ 

年少ひよこ組 クラス通信  

担任：高柴 菜都乃 

 高柴
たかしば

 菜都乃
な つ の

 です！ 

昨年度は、年長 竹組の担任をしてお

りました。旅行に行ったり、体を動かす

事が大好きで、アスレチックにはまって

います♪ 

子ども達の成長を、保護者の皆様と一

緒に見守り、共有しながら大切な一年を

過ごしていきたいと思っています。 

 

 



 

暖かい春の日差しが心地よい季節となりました。 

皆様ご入園おめでとうございます。今年度うさぎ組の担任を 

務めさせて頂きます長谷川衣里と申します。 

子どもたちにとって初めての園生活。きっと期待と共に色々な「ドキドキ」を胸に抱いてい

るかと思います。そんな子どもたちの気持ちに寄り添いながら、一日でも早く安心して幼稚園

に登園できるよう過ごしてまいりたいと思います。のびのびとした、笑顔溢れるクラスにした

いと思います。保護者の皆様と一緒に子どもたちの日々の成長を感じていきたいです！！。 

一生懸命努めてまいりますので、一年間どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 

アヒル の お話   

 長谷川
は せ が わ

 衣里
え り

 です！ 

・趣味：音楽鑑賞、映画鑑賞、ピアノ、 

自然に触れること 

・好きな食べ物：餃子 

最近は綺麗な景色を求めてドライブする

ことが好きです！ 

 

 

お願いします 

 

 

 

 

 

・マスクや着替えなど、すべての持ち物に 

 名前の記入を必ずお願いします。 

 

・ご不要なタオルがありましたら、お持ちく

ださい。 

 

・パンツや靴下、上下の着替えセットと 

 着替えたものを入れるビニール袋を数枚、

常時リュックに入れておいてください。 

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。 

今月の保育内容 

・自分のマークシールを知り、ロッカーや靴箱などの場所を覚えます。 

・室内や園庭で、ままごと・積み木・汽車・砂場など、好きな玩具を見つけて遊びます。 

・クレヨンや粘土など、様々な物の使い方を覚えながら遊ぶことを楽しみます。 

・手遊びや朝の会など、身振り手振りをしながら歌うことを楽しみます。 

  ４月号  

ご入園、ご進級おめでとうございます！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

穏やかな春風が心地よい季節となりました。 

改めまして、皆様ご入園おめでとうございます。今年度、パンダ組の担任を務めさせて頂きます上野絢子と申し

ます。真新しい制服に身を包んだ子ども達は、いよいよ始まる幼稚園生活に、ワクワクと胸を躍らせる気持ちと

共に、ドキドキと不安な気持ちもあることでしょう。初めは涙する日もあるかもしれませんが、１日も早く安心

して過ごすことができるように、子ども達一人ひとりの気持ちに寄り添いながら、保育をしていきたいと思いま

す。「幼稚園楽しい！」、「パンダ組大好き！」と、思ってもらえるように笑顔いっぱいで頑張って参ります 

ので、どうぞ宜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 

 

 

 

 

 

ご入園おめでとうございます！ 

 

ぱんだ KOPANDA 

４月号  

今月の保育内容 

・自分のマークシールを知り、ロッカーや靴箱などの場所を覚えます。 

・室内や園庭で、ままごと・積み木・汽車・砂場など、好きな玩具を見つけて遊びます。 

・クレヨンや粘土など、様々な物の使い方を覚えながら遊ぶことを楽しみます。 

・手遊びや朝の会など、身振り手振りをしながら歌うことを楽しみます。 

 上野
う え の

 絢子
あ や こ

 です！ 

 

・昨年度は、A グループ年長光組の担任 

をしていました。 

・大好きなものは果物！今年は、いちご

狩りで８種類のいちごをお腹いっぱい

食べました♪ 

・保護者の皆様と一緒に子ども達の成長

や日々の様子を見守れることを楽しみ

にしています(^^) 

・マスクや着替えなど、全ての持ち物に

名前の記入を必ずお願いします。 

 

・ご不要なタオルがありましたら、お持

ちください。 

 

・パンツや靴下、上下の着替えのセット

と着替えたものを入れるビニール袋

を数枚、常時リュックに入れておいて

ください。 

 

パンダ組の子ども達

の日々の様子や発

見、ほっこりするよ

うなエピソードなど

を発信していきたい

と思います！ 

年少パンダ組 クラス通信  

担任：上野 絢子 



 

※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 

 

 

 

 

 

ご入園おめでとうございます！ 

 

 

 

 こあらスマイル 
  ４月号  

今月の保育内容 

・自分のマークシールを知り、ロッカーや靴箱などの場所を覚えます。 

・室内や園庭で、ままごと・積み木・汽車・砂場など、好きな玩具を見つけて遊びます。 

・クレヨンや粘土など、様々な物の使い方を覚えながら遊ぶことを楽しみます。 

・手遊びや朝の会など、身振り手振りをしながら歌うことを楽しみます。 

 中井
な か い

 奈津
な つ

実
み

 です！ 

・趣味は DIY、植物を育てること、旅行（い

つかオーロラを見に行きたい♪）です。 

・２歳の娘がいます。 

イヤイヤ期真っ只中で、日々子育て 

奮闘中です！！ 

・どんな一年になるのか私もドキドキわく

わくしています。保護者の皆様と子ども

達の成長を見守れることを楽しみにして

います♪ 

 

・マスクや着替えなど、全ての持ち物に 

 名前の記入を必ずお願いします。 

 

・ご不要なタオルがありましたら、お持

ちください。 

 

・パンツや靴下、上下の着替えのセット

と着替えたものを入れるビニール袋

を数枚、常時リュックに入れておい

てください。 

コアラ組が 

笑顔で溢れるクラスに

なりますように・・・

という思いをタイトル

に込めました。 

年少コアラ組 クラス通信 

担任：中井 奈津実  

 色とりどりの、綺麗なお花が咲く季節となりましたね。 

皆様ご入園おめでとうございます。今年度コアラ組の担任を務めます、中井奈津実と申します。木の実

幼稚園で始まる新しい生活に、期待と不安との様々な気持ちで過ごされていたことと思います。「幼稚

園！楽しかった～！」と、子ども達の笑顔をお家に届けられるよう、子ども達の言葉や気持ちに寄り添

い、一人一人の思いを大切に過ごしていきたいと思っております。至らない事もあるかもしれませんが、

楽しい・面白いが沢山詰まった一年になるように努めて参ります。どうぞ宜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。 

担任紹介 お願いします 

 

 

 

 

 

ご入園おめでとうございます！ 

 

ゆかいなひばりーズ！  

  ４月号  

今月の保育内容 

・自分のマークシールを知り、ロッカーや靴箱などの場所を覚えます。 

・室内や園庭で、ままごと・積み木・汽車・砂場など、好きな玩具を見つけて遊びます。 

・クレヨンや粘土など、様々な物の使い方を覚えながら、遊ぶことを楽しみます。 

・手遊びや朝の会など、身振り手振りしながら歌うことを楽しみます。 

 山岡
やまおか

 桜子
さくらこ

 です！ 

・昨年度もひばり組でした。 

今年もひばり組でなにかの縁を感じ

ております。 

・趣味は絵を描く事です。 

・水族館巡りをする事が大好きです！

関西の水族館はほとんど行ったので、

どこかの水族館にお出かけされた際

は、ぜひ教えてくださいね(^^)/ 

 どうぞ宜しくお願い致します！ 

 

・マスクや着替えなど、全ての持ち物

に名前の記入必ずお願いします。 

 

・不要なタオルがありましたら、お持

ちください。 

 

・パンツや靴下、上下の着替えのセッ

トと着替えたものを入れるビニール袋

を数枚、常時リュックに入れておいて

ください。 

 

ひばり組の皆が元気

で、明るく一年間過ご

せますように！という

想いを込めて、この名

前にしました！ 

暖かい陽気と共に、幼稚園で初めての一年がスタートしました。皆様ご入園おめでとうご

ざいます。今年度ひばり組担任を務めさせて頂きます山岡桜子と申します。子ども達にとっ

ても、保護者の皆様にとっても、初めての幼稚園生活が始まりますね。最初はドキドキする

気持ちもあるかとは思いますが、ひばり組の皆が、この一年間を通して、新しい自分を発見

したり、大好きな事を見つけられるように、一人一人に寄り添っていきたいなと思います。

至らぬ点もあるかと思いますが、どうぞ宜しくお願い致します。 

年少ひばり組 クラス通信  

担任：山岡 桜子 


