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 もうすぐ入園して一年。初期食や中期食から始まった食事も後期食や完了食が食べられる
ようになったり、ハイハイやずりばいをしていたお友だちがみんな元気いっぱい歩いたり、
走ったりできるようになりました。他にも言葉や着脱でも日々成長しているあさひぐみ。 
今月はクラスだより総集編として、そんなみんなの成長をお伝えしたいと思います。 

 今あさひぐみの中には後期食、完了食のお友だちがいます。 
発達に伴って味覚がはっきりしてきたこともあり、苦手な食材があるお友だち 
もしばしば・・・。でもそれも成長の証！「だるまさんががんばれって応援して 
いるよ！」と励ましたり、「○○ちゃんも食べているよ！」と食べているお友だち 
の姿を見ると、気分が変わって食べてくれることも。 
後期食のお友だちは、スプーンですくって飲んでいることも多かったお汁も 
両手で器を持って飲めるようになったり、完了食のお友だちはフォークに苦戦 
しながらも自分で刺そうとしてみたり、保育士に手伝ってもらいながら食べ 
進めています。最近ではイスに貼ってある自分のマークを見て座ったり、 
食べ終わった後自分のエプロンとお手ふきをバケツの中に入れたりする 
姿もあるんですよ！ 

 天満宮が最近のみんなのお気に入りのお散歩スポットです。中に”白米神社“ 
（しらよねじんじゃ）という小さな神社があり、小さな段差をゆっくり登ったり降りたり、 
保育士も一緒になって追いかけっこをしたりと、たくさん体を動かしています。段差では 
自分でバランスを取ったり、こけそうになった時には上手に手をつくこともできるように 
なりました。お散歩に行くことがわかると「やったー！」と嬉しそうな声が聞こえてきたり、 
逆に帰る時には「まだ帰りたくない！」と言わんばかりにイヤイヤをする姿もあるんですよ！ 
気温が低い日には行けないこともありますが、これから暖かくなるにつれ、たくさん外に 
行って体を動かしたり自然に触れ、子どもたちの体力を培い、感性を育てていきたいと思います。 

  ２日(金)       ひなまつり会 
 １２日(月)       災害訓練 
 １４日(水)       お別れ会 
   １９日(月)２０日(火)       身体測定 
 ２３日(金)       卒園式 
 ３０日(金)       進級式 
 ３１日(土)       家庭協力日 
 

給食 

お散歩 

  「自分でしたい！」と気持ちを表すことも多くなってきたあさひぐみ。 
高月齢のお友だちの中には、「自分でズボンやおむつをはきたい！」と
いうお友だちが増えてきました。自分でズボンやおむつを持ちながら足
を入れる、というのは子どもたちにとってとても難しいことですが、自立
心を大切に、できるだけ見守るようにしています。頑張っても難しい時に
は保育士にズボンやおむつを渡して、手伝ってほしいことを伝えてくれ
ます。月齢に関わらず、着る時は「ギュギュ～！」という声と一緒に自分
で持ってあげたり、脱ぐときは保育士が足首まで下ろし、最後は自分で
ズボンを引っ張って脱ぐ練習をしています。ウエストのゴムがきついと 
ズボンを自分でつかみにくかったり、足首が締まっているものだと足が
出しにくくなってしまうので、園で過ごす服装の参考にして頂ければと思
います！ 
 

着脱 

 一年間、ありがとうございました。 
たくさん遊び、たくさん食べ、たくさんいろ
んな経験をして刺激を受けた一年だった
ことと思います。 
ひかりぐみになると新しいお友だちが増え、 
戸惑うこともあるかもしれませんが、今ま
での経験を糧に仲良く過ごしていけると
思っています。 
これからも子どもたちの成長を園全体で 
見守っていきたいと思います。 
様々なご協力、ありがとうございました。 

３月の行事予定 
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ちょうせん 

・１日(土)           ふれあい参観 にじ・ほしぐみ 
・７日(金)           七夕の集い 
・１２日(水)          プール開き 
・１４日(木)          保育ママ・キッズとの交流 
・２４日(月)・２５日(火)   身体測定 
・２５日(火)          天神祭 
・３１日(月)          災害訓練 

  
 
 １日(木)～１５日(木)  個人懇談（そらぐみ） 
  ２日(金)       ひなまつり会 
 １２日(月)       災害訓練 
 １４日(水)       お別れ会 
   １９・２０日(月・火)      身体測定 
 ２３日(金)       卒園式 
 ３０日(金)       進級式 
 ３１日(土)       家庭協力日 
 

３月の行事予定 

 寒さの中にも、少しずつ春が近づき、日向にいるとぽかぽかして気持ちよく過ごせる日も多
くなりました。 
ひかり組での生活も、後一ヶ月になりましたね。 
成長多き大事なこの一年を子ども達と一緒に過ごせたことを嬉しく感じております。 
今回は、一年を振り返り、大きく成長した子どもたちの姿をご紹介したいと思います。 

ぼくたち、わたしたち すごいでしょ！！ 
 

 最近は、「みてて～」と意欲を見せてくれる子どもたち！自分でできることが増え、
自信をつけているようです。パンツ（紙パンツ）やズボンを自分で履けるようになっ
たり、食事の前には、保育士と一緒に「手洗い歌」を歌いながら、指の間まで意識
して洗おうとしている子ども達です。 

 食事では、苦手な物も頑張って食べようとしたり、促されて器に手を添えたり、下持ち
でスプーン・フォークを持って食べることも、少しずつ意識出来るようになってきました。 

   いっしょにあそぶのたのしいな☆ 
 
 言葉も増え、遊びの中では、「いらっしゃいませ」
「○○ください」など言葉のやり取りを楽しんだり、
おもちゃの取り合いもありますが、「かして」「あり
がとう」と思いを言葉で伝えようとする姿も見られ
ます。また、友だちと一緒に「むっくりくまさん」など
の集団あそびも楽しんでいます。 
  さんぽだいすき♡ 

 

 バギーに乗って散歩に出かけるのが、大好きな子ども達！にじ組に向け
て秋から友だちと手を繋いで歩いてみようと、少人数で少しずつ取り組んで
きました。初めは、バギーがいいと泣いていた子ども達も友だちが歩いてい
るのを見て、「あるく！」と意欲を見せ、少しずつ歩くことが楽しくなってきまし
た。滝川公園では、全員で列になって歩く姿に、「みんなすごい！」と感動し
た保育士でした。 

公園では、思いっきり走ったり、みんなでかくれんぼをしたり、戸外ならでは
の解放感を楽しんでいます。  

一年間ありがとうございました 
 
 子ども達の笑顔に元気をもらい、一年間楽しく過
ごすことが出来ました。 

これからも、一人ひとりの成長に合わせた援助を心
がけ、子ども達の成長を保護者の皆様と一緒に見
守っていければと思っています。至らないことも
多々あったかと思いますが、温かいご理解、ご協力
頂き、ありがとうございました。 
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    １日(木)～１５日(木)  個人懇談（そらぐみ） 
  ２日(金)       ひなまつり会 
 １２日(月)       災害訓練 
 １４日(水)       お別れ会 
   １９日(月)２０日(火)       身体測定 
 ２３日(金)       卒園式 
 ３０日(金)       進級式 
 ３１日(土)       家庭協力日 
 

  

雪だるまであそんだよ 
一年の振り返り 
進級に向けての取り組み 
 
  

３月の行事予定 

 ＜雪だるまであそんだよ♪＞ 
 

 ＜こんなに大きくなったよ！＞ 

 

 ＜ほしぐみ進級に向けて……＞ 
 
  少しずつほしぐみさんへの進級に憧れや期待を持ち始めている 
にじぐみのこどもたち♡ほしぐみへの進級に向けてお箸あそびや 
集団あそび、またほしぐみとの交流や、にじぐみと一緒に進級する 
キッズのこどもたちとの交流も行っています。 
 中でもほしぐみとの交流では、あそびの中で3Ｆの 
幼児フロアのトイレの使い方や、ほしぐみのお部屋の紹介、 
ほしぐみのおもちゃやあそびを教えてもらい、ワクワクして 
いるこどもたち。ほかにも、「リュック」や「制服」にも 
興味を持ちみんな進級をとても楽しみにしています♪ 

 日に日に厳しい寒さも和らぎ、春の陽気を感じられるようになりました。 
いよいよ今年度も残りわずか。この1年を色々な経験を通して1人１人が自分のペースで
大きく、たくましく成長してくれたなぁと、とても嬉しく思っています。 
今回はにじぐみの現在の取り組みや様子、１年間の振り返りなどをご紹介したいと 
思います♪ 

キッズとの交流 

ほしぐみとの交流 

 
にじぐみで過ごす時間はあと残りわずかです
が、こどもたちと一つ一つ活動を大切にしな
がら最後まで元気いっぱい楽しく過ごしてい
きたいと思います♪ 

 にじぐみに進級した頃は、着脱や排泄等を1人でするのが難しくお手伝い
することが多かったのですが、今はほとんど自分で出来るようになってきま
した。そして、「服の表替えし」「自分でシャツを入れること」にも挑戦！
「これでいい？」「どうするの？」「できない・・」と言いながらも保育士
と一緒にしたり、1人で挑戦したりと・・頑張っています。これからも、
「自分で出来た！！」という経験をいっぱい重ね、自信に繋げていってほし
いと思います。 

保護者の皆様、１年間たくさんのご理解、
ご協力ありがとうございました！！ 

 今年は保育園で過ごすなかでも雪やあられが
見られ、「雪が積もったら何作る？」と尋ねる
と「雪だるま！」と、目を輝かせながら答える
こどもたち！その声に応えて冬ならではの 
雪だるまをテーマにしたあそびや制作などにも
取り組みました☆朝の乳児集会で「♪雪だるま
のチャチャチャ」を歌う姿もとっても可愛い 
です！！ご家庭でもこどもたちにリクエスト 
してみて下さいね♡ 

初めて使うふわふわの素材に
興味津々！！ 
「♪ゆ～きがふってきた」と 
口ずさみながら取り組む姿も♡ 
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今年度もたくさんのご理解とご協力をいただき、 
 ありがとうございました。 
 こどもたち、そして保護者の皆様に、毎日たくさ
んの幸せとパワーをいただいた1年間でした。 
 
 
 
 

にじぐみの後半に、チョキン、 
チョキンと切る「1回切り」の練習を始め、 
ほしぐみではチョキチョキチョキ…と切る 
「連続切り」 に挑戦してきました！ 
 
「短い直線の連続切り」 を何度も経験してから、 
「四角、三角などペンで書いた直線(見えやすい線)に      
沿って切る・・・(方向変換)」、 
そして最近は、「丸く書いた線に沿って切る」、「折り目 
(見えにくい線)に沿って切る」 ことに取り組んでいます。 
丸の連続切りは複雑な技術と集中力が必要なので、 
まだまだきれいな丸にならないことが多いですが、 
鬼の面の目、おひなさま・お内裏様の顔など一生懸命 
切りました。作品を見て「丸が切れるってすごいね！」と 
是非褒めてあげてくださいね！ 

            

収穫！ 

野菜が穫れたよ！ 

     
         １日(木)～１５日(木)  そらぐみ個人懇談 
     ２日(金)            ひなまつり会 
    １２日(月)            災害訓練 
    １４日(水)            お別れ会 
      １９日(月) ２０日(火)      身体測定 
     ２３日(金)            卒園式 
     ３０日(金)            進級式 
     ３１日(土)            家庭協力日 
 

３月の行事予定 

あっという間に1年が経ちますね。 
ほしぐみになった初めての日、嬉しそうに、得意気に、そして照れくさそうに制服を着て登園して来たこどもたちの
姿がとても愛おしく、こちらまで嬉しくなりました。 しばらくは制服や体操服、自分の物の扱い方、ほしぐみでの生
活の流れ…と覚えることがたくさんあって、大奮闘のこどもたちでしたが、今では自分の身支度をさっと終え、 
「先生のお手伝いしてあげよっか？」と言ってくれる毎日です。 
「幼児クラス」として、電車に乗って行く遠足やペリー先生の英語、運動会ごっこ、クリスマスコンサートなど、初め
ての経験もたくさんありました。また、そら・ゆめさんと共に過ごす中で教えてもらったこともたくさんありました。 
 毎日を積み重ね、色々な経験をして、一人ひとりが大きく成長してくれたことがとても嬉しく、こどもたちに感謝を
しています。「今度のほしぐみさんに色々教えてあげないとな～」と、そらぐみへの進級に期待いっぱいのこどもた
ちと一緒に、ほしぐみでの最後の１ヶ月を大切に過ごしていきたいと思っています。 
  

 

 ＊食事マナー 
  ・姿勢…椅子にもたれず、足はグーにして食べる  
  ・食器を持って、または手を添えて食べる 
  ・食器に細かい食べ残し無く食べる(ピカピカにする) 
  ・正しく食器を置いて食べる 
 ＊服のたたみ方 
  ・きれいに広げてからたたむ 
  ・手でシワを伸ばしてたたむ 
   （手でアイロンをかけるよ）                                 
    ・重ねる、巻くなど美しく…  
 
 細かいようですが、当たり前に毎日繰り返すことで                   
「自分で意識して」 出来るよう取り組んでいます。 
 他にも、手の洗い方、うがいの仕方、上靴を脱いだ 
ときの並べ方、おもちゃの片付け方…など、保育士が 
声をかけなくても丁寧にできることが増えていると感じて
います。      

 ＊ 友だちの気持ちを考える 
 ＊ 自分の気持ちを言う 
 ＊ トラブルがあったときには、「ごめんね」「いいよ」のセリフではなく、何がごめんねなのかを考えること、また、 
   すぐに「いいよ」ではなく、何かをされて(言われて)、「怖かったよ」「嫌だったよ」「もうしないでね」の気持ちを 
   伝 えていい、ということを繰り返し伝えて実践しています。 

● ～ 進級に向けて ～ ● 

ハサミの取り組み 

身の回りのことを丁寧に・・・ 

友だちとの関わり 



 そらぐみでの生活も残りわずか、ドキドキ迎えた進級式から

毎日わくわく楽しい活動をたくさん体験してきました。 
4月の頃を振り返ると身長が伸び、できることもたくさん増え、
顔つきもお兄さん、お姉さんになってきました。 
友だちと一緒だから、頑張れたこと、楽しかったこと、その 
一つ一つがこどもたちの大きな成長に繋がったように思います。 
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 今そらぐみのこどもたちは、ぶんぶんごま回しが大好きです。 
ひもを回して引っ張ると「ぶーん、ぶーん」と音がするのですが、
最初はなかなか音がならず「難しいー」「絶対に回すぞ！！」と 
頑張るこどもたち。日に日に回せる子が増え「すごい！上手や
ね！」「どうやったらいいの？」と出来るようになった友だちにや
り方を聞くと、「ひもをとにかく回さなあかんねん！」「こうやっ
てみて！」と出来ない友だちに教える姿も見られます。 
また、絵本『びゅんびゅんごまがまわったら』を読むことで、手と
足、両足を使うなど、いろいろな回し方に、挑戦するようにもなっ
てきました。 

  

 
    １日(木)～１５日(木)   そらぐみ個人懇談 
   ２日(金)        ひなまつり会 
  １２日(月)        災害訓練 
  １４日(水)        お別れ会 
      １９日(月)２０日(火)          身体測定 
  ２３日(金)        卒園式 
  ３０日(金)        進級式 
  ３１日(土)        家庭協力日 
 

３月の行事予定 

 この1年間でこどもたちは毎日のお友だちとの関わり、行事

などの経験を通し成長してきました。「一緒に○○しよー！」
と自分からお友だちを誘い遊んだり、時にはケンカもしますが、
自分の思いを相手に伝えたり、また相手の思いを聞いたり、と
自分たちで話をして解決する姿も出てきました。 
たとえば、順番や遊ぶものでけんかになった時、「いい
よー！」「どうぞー！！」「いいの!?ありがとー」と譲り合っ
たり、「じゃあ次は○○して遊ぼう！」と話す姿がよく見られ
るようになってきています。大きな成長です！！ 
また、ゆめぐみに向けて、3月からは人数調べをゆめぐみさんに
教えてもらったり、にじぐみさんと手を繋いで散歩に行ったり、
竹馬も引き続き取り組んでいきたいと思います。子どもたちは
ゆめぐみになることをとても楽しみにしています。 

1年間たくさんのご理解。ご協力
ありがとうございました。 
日々の成長を共に感じることが出
来、感謝しています。 
そらぐみでの生活も残り少ないで
すが、最後まで楽しく過ごしてい
きたいと思いますので、よろしく
お願いします。 
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 １月は行く、２月は逃げる、３月は去る。この言葉通りあっという間に3月！！ 
そして卒園目前！！１日１日を大切に有意義で充実した日を過ごしたいと思います。 

 
 ルールをみんなで決めました。首から上は 
当てない！当たってもセーフ！片手で投げる！ 
ボールの取り合いをしない！はじめはルールを 
守れず、ボールを独り占めしたり、トラブルも… 
今は、みんながルールを理解して守れています。 
片手でボールを投げるのも意識し「負けないぞー！」
「頑張るぞー！」と楽しめています☆ 

 在園児へのプレゼント作り。１２ケ月を折り紙で表現 
しました。「えーっ！難しい」「どうするん？」 
「手伝ってー」と悪戦苦闘！！今では話をしっかりと 
聞き、よく見て「出来たぁー」と自分の力で作り、 
出来た喜び、友だち同士教え合い、みんなで力を合わせ
て作り上げた喜びをしっかりと感じ取れました。 
心のこもったプレゼントです♡ 

カレンダー 

 海遊館へLet’s go～！ 
「ジンベイザメ大っきい！」「ペンギン水からジャンプし
て上がってきた」「マンボーの目くりくりやー」「エイに
触った！ブニョブニョしてた」「カニの足なっがいなぁ」
と興味津々！発見もいっぱい。たくさんの学習が出来ま 
した。とても暖かくて海べりでは追いかけっこに鬼ごっこ。
電車でのマナーも守れ、『さすが年長児！！』でした。 

 異年齢児との関わり（保育交流・給食交流）を深め 
ながら一緒に過ごし、手伝いなどを通して年長児 
としての自覚と自信を持ち、安定した気持ちで生活 
する。また卒園に向けて、歌・言葉・制作などに取り
組む中で１年生になることへの楽しみ、喜び、期待が
持てるよう、たくさんの力を身に付け自信を持って 
小学校へ行って欲しいと思います。 

  

 
 
  

   １日(木)～１５日(木)  個人懇談（そらぐみ） 

  ２日(金)       ひなまつり会 
 １２日(月)       災害訓練 
 １４日(水)       お別れ会 
   １９日(月)２０日(火)       身体測定 
 ２３日(金)       卒園式※ 
 ３０日(金)       進級式 
 ３１日(土)       家庭協力日 
※詳細は、後日お知らせ致します。 
 

３月の行事予定 1年間たくさんのご理解、ご協力ありがとう 
ございました。 
日々の成長を共に感じることができ、感謝して 
います。 
ゆめぐみでの生活も残り少ないですが、最後まで
楽しく過ごしていきたいと思いますので、 
よろしくお願いします。 


