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2016年3月23日（水）

３学期終業式・退任式

年中たんぽぽ組が，終業式で園長先生から「たんぽ
ぽ組修了証書」をいただきました。
年長さんのような返事やもらい方ができていまし
た。

春休みも「はやね・はやおき・朝ごはん」や「おて
つだいをしよう」と約束をしました。

続けて，退任式を行いました。
退任される先生方との最後のお別れを惜しみまし
た。

園庭の桜の花が開き始めています。
満開の時期には，どうぞ幼稚園に遊びに来られてく
ださい。

2016年3月16日（水）

第45回　卒園式

今日は平成27年度卒園式でした。
朝登園してくると，緊張で動きや表情が硬い子や「お別れするの嫌だな」
と別れを惜しむ子もいました。

卒園式本番では，お別れのことばとうたで感極まり，涙を流す子もいて，
子ども達・保護者・教師の涙が輝くすてきな式になりました。

子ども達を見守ってくださった地域の皆様，保護者の皆様ありがとうございまし
た。

2016年3月9日（水）

春の訪れ

今日は雨で肌寒い一日でしたが，ここ数日は暖かな日が続きましたね。
入部幼稚園でも，サクラやパンジーがきれいに咲き，春の訪れを感じます。

写真は，じゃんけん列車で大盛り上がりの年長さんの様子です。
雨の日でも子どもたちは，元気いっぱいに歌ったり遊んだりしています。
卒園式の日は，晴れて暖かくなると良いですね。

2016年3月3日（木）

３月になりました。
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卒園までの日数が短くなってきた年長組さん。
「今日は，○○をして，それから，～をして～。」と残りの日々を友達と一緒に楽
しもうとしています。
特に，土遊びが大好きで，本物のようなカレーを作ったり，団子を並べてきなこを
かけたりして遊んでいます。

午後からは，親子で最後のわらべうた遊びを楽しみました。（右写真）

あと少し，たっぷり遊びましょうね！！

2016年2月24日（水）

お別れ会

今日はお別れ会でした。

あと15日で卒園となる年長さんとの卒園式最後の行事であるとともに，年中さん年
長さんとしてそれぞれ最後の，みんなの前での発表でした。
おうちの方から歌のプレゼントをもらったり，「ともだちになるために」をみんな
で歌ったり，先生達からの劇があったりなど，思い出に残る会になりましたね。

年長さんにとっては残り少ない園生活となりますが，まだまだ楽しい思い出をたく
さんつくりましょうね。

2016年2月23日（火）

入部小学校との交流

今日は，年長組さんは入部小学校へ交流に出かけました。
まずは，３，４時間目に１年生に小学校のことを教えてもらいました。
教科書を見せてもらったり，ランドセルを背負って学校探検をしたりなど楽しい時
間を過ごしました。

その後は，５年生と一緒に給食を食べました。
今日のメニューはカレーライス！
とってもおいしかったです。

１年生，５年生と交流をし，「小学校って楽しい所だな」と感じている子どもたち
でした。

2016年2月12日（金）

１～３月誕生会

今日は１～３月誕生会でした。
まちにまった誕生会！！はやく冠をかぶりたくてウズウズしている子ども達。
保護者の方がしてくださった大型絵本の読み聞かせとパネルシアターも
とても楽しんでいました。
保護者のみなさまありがとうございました。

これで１年間の誕生会がすべて終わりました。
みんな５歳!!みんな６歳!!
みんなで大きくなるってすてきだね！



2016年2月9日（火）

半日入園（なかよしランド２）

今日は来年度入園するお友達を迎えての、半日入園でした。

かわいいお友達がたくさん来てくれました。
年中さんが魚釣りゲームや的当てゲーム、くじびきのお店を開いてくれて、みんな
で仲良く遊ぶことが出来ました。
また、わらべうたや手遊び歌などを一緒にして、楽しい時間を過ごしました。

4月から、入部幼稚園の仲間が増えるのが楽しみです。

2016年1月29日（金）

カレーパーティー

今日はカレーパーティーでした。

年中さんは、園の畑で掘ったジャガイモをきれいに洗いました。
年長さんは、ピーラーでニンジンの皮むきをして、ジャガイモとニンジンを包丁で
切りました。

遊戯室でペープサートに合わせてカレーの歌を歌ったら・・・
幼稚園のカレーも完成！カレーパーティーの始まりです！
年中さんは机の準備を、年長さんはカレーの配膳をしてくれてました。

自分たちの力を合わせてできたカレーはとてもおいしく、おかわりもたくさんし
て、子ども達はニコニコ笑顔でした。

2016年1月26日（火）

雪のため，臨時休園　２日目

積雪・水道管の凍結の影響で，本日も臨時休園となりました。

明日は通常通りの保育（水曜の半日保育）となります。
また午後からは新入園説明会があります。路面の凍結も予想されますので，
登園・来園の際は気をつけてお越し下さい。

写真は門扉周辺の雪かきの様子です。
ようやく地面の色が見えるようになりました

明日，みんなに会えるのを楽しみしています。

2016年1月25日（月）

雪のため，臨時休園

土曜日からの寒波で，大雪の福岡地方。
今日は，全市休校・休園となりました。
幼稚園も５㎝ほど雪が積もっています。



幼稚園も５㎝ほど雪が積もっています。

なんと金魚の水槽も凍ってました！！！！

今日は一日安全に過ごしてくださいね。
明日，雪遊びをしましょう。

2016年1月19日（火）

ゆき遊び！

今朝の幼稚園は，うっすらと雪化粧。

朝の支度をすませ，外に出てゆきあそびを楽しみま
した。

「さむーい！」といいながらも，元気いっぱい走り
回り雪合戦をしたり，ゆきだるまをつくって入部な
らではの「冬」を満喫したこども達でした。

週末も雪の予報です。また遊べるかもしれません
ね。

2016年1月12日（火）

三学期始業式

今日は三学期の始業式でした。

久しぶりに元気な子どもたちの声を聞くことができて、とても嬉しい気持ちになり
ました。
始業式では三学期の生活を考えたり、「１ねんじゅうのうた」を歌ったりしまし
た。
新しいお友達も迎え、ますます楽しい三学期になりそうですね。

三学期はあっという間に過ぎていくかと思います。
寒さに負けず、元気いっぱいに過ごしていきましょう。

2016年1月4日（月）

謹賀新年

新年明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。

冬休みも残りわずかになりました。冬休みの約束は守れていますか？

1月12日の始業式で，元気なみんなと会えるのを楽しみにしています。

2015年12月28日（月）

仕事納め



今日１２／２８（月）は入部幼稚園の仕事納めです。明日１２／２９～１／３まで
園はお休みになります。

写真は園庭畑のブロッコリー(左)とハクサイ(右)です。寒さに負けずぐんぐん育って
います。

２０１５年も残りわずかとなりました。帰省等で遠方へ出かけることも多いと思い
ますが，気をつけてお出かけください。

今年もありがとうございました。
来年もよろしくお願いします。

2015年12月22日（火）

終業式

今日は２学期最後の日でした。

終業式では、２学期の楽しかったことを振り返ったり、冬休みの過ごし方を考えた
りしました。
この2学期、子どもたちの成長をたくさん見ることが出来ました。

終業式が終わり、保育室に戻ってみると・・・
入部幼稚園のよい子のところには、サンタさんからの素敵なプレゼントが届いてい
ました！
きっとクリスマスにまた、サンタさんは家にも来てくれることでしょう。

さて、長かった２学期ですが、皆様のご協力のおかげで無事終えることができまし
た。たくさんのご協力に感謝申し上げます。
どうぞ皆様、よいお年をお迎えください。

2015年12月18日（金）

餅つき会

今日は餅つき会でした。

おこわを食べたり、お餅をついたり、丸めたりしました。
前日にお米研ぎもしていたので、お米の変化に子ども達も興味津々でした。
できたてのお餅はとてもやわらかくてあたたかで、子ども達はたくさんおかわりを
していました。

今回の餅つき会も、老人クラブやＰＴＡの方々のおかげで貴重な経験をすることが
出来ました。
朝からのご協力、ありがとうございました。

2015年12月9日（水）

生活発表会



今日は生活発表会でした。
たくさんのお客様やおうちの方々に劇や合唱・合奏を見ていただきました。
今まで一生懸命練習した成果がしっかりと発揮でき，子どもたちの笑顔に包まれた
すてきな会になりました。

2015年12月2日（水）

平成２８年度入園選考会

今日は平成２８年度の入園選考会を行いました。

かわいいたくさんの笑顔に出会うことができました。４月からの幼稚園生活が楽し
みですね。

2015年11月30日（月）

イモムシパン作り

今日は年長ひまわり組の子どもたちが，11月中旬に収穫したサツマイモで蒸しパン
を作りました。
サツマイモを包丁で切ったり，生地を混ぜて容器に流し込んだりとみんなで協力し
ながら楽しく作りました。

完成した蒸しパンは年中たんぽぽ組にもおすそわけ。
「イモムシパン」と聞いて驚いた子もいましたが，みんなでおいしくいただきまし
た。

2015年11月19日（木）

PTA主催観劇会

今日はPTA主催の観劇会でした。今年の演目は「かさじぞう」。物語を知ってる子も
いましたが，みんな最後まで見入っていました。
いつもと雰囲気の違う遊戯室にドキドキ，人形劇に目をキラキラさせる子どもたち
の姿が印象的でした。

劇団ぱれっとの皆様，そして主催してくださったPTAの保護者の皆様ありがとうござ
いました。

2015年11月10日（火）

いもほり＆ふかしいも



１０日（火）。小学校横の畑まで待ちに待ったいもほりに行きました。
軍手をつけ，スコップ片手に，やる気満々！！
サツマイモが見えると「あったよ！手伝って！」と元気な声が響いていました。

翌１１日（水）には，収穫したサツマイモを自分たちで洗い，ふかしいもにしても
らいました。ふかしいものおいしそうな香りに誘われて，パクンッ！お皿はあっと
いう間に空っぽになりました。

2015年11月6日（金）

学校公開週間終わりました！

今週は学校公開週間でした。
２日にたんぽぽ組保育参加，４日になかよしランド（未就園児対象の幼稚園公
開），６日にひまわり組保育参加があり，たくさんの方が来園してくださいまし
た。

これからも地域の方，保護者の方に開かれた幼稚園になるよう努めていきたいと思
います。ありがとうございました。

2015年11月4日（水）

なかよしランド

今日は，未就園のお友達を招待して，「お店ごっこ」をして遊びました。
ドングリやマツボックリを使った飾りやアクセサリーなどを小さいお友達に張り切
って売っていました。

ドングリを転がすゲームでは，「おめでとうございます！！」などのかけ声も出て
いて，楽しく過ごすことができました。

来園してくださった皆様，ありがとうございました。

2015年10月31日（土）

人権フェスタ

３１日（土）は入部小学校で人権フェスタが開催されました。

入部幼稚園もパネルと入部小バンドのメンバーとして，参加しました。

パネルに掲示したものは，絵本の部屋に貼っていますので，絵本を借りるついでに

でもご覧下さい。



でもご覧下さい。

2015年10月26日（月）

絵本フェアー

今日と明日は絵本フェアーです。

この二日間は遊戯室が図書室に変身です！
絵本を読みながら、静かにゆったりとした時間を過ごしています。

保護者の方に絵本の読み聞かせもして頂きました。
子どもたちは絵本の世界に入り込み、とても表情豊かに聞いていました。
ご協力ありがとうございました。、

明日も9時半から読み聞かせ、遊戯室の開放があります。
地域の方や未就園児の親子の方も、是非お越しください。
お越しの際は、事前に園にお電話下さい。

2015年10月19日（月）

園外保育（脇山中央公園）

今日は園外保育で路線バスに乗って，脇山中央公園へ行きました。バスの中ではマ
ナー守り，静かに過ごすことができました。

公園では，広い芝生広場を元気いっぱい走り回ったり，モミジやイチョウ，バッタ
やコオロギを見つけたりといろんな秋を感じることができました。

最後には実習生からのプレゼントももらい，楽しい時間を過ごすことができまし
た。

2015年10月14日（水）

交通安全教室

今日は親子参加の交通安全教室でした。
交通ルールや信号・標識について，警察の方からお話を聞き，ＤＶＤも見まし
た。子どもたちの目は真剣そのもの！！

園庭での実技練習も，教えてもらったことを思い出しながら，道を渡ることができ
ました。

園の外でも交通ルールを守り，自分の身は自分で守りましょう！

2015年10月6日（火）

秋の遠足



今日は秋の遠足で、マリンワールドへ行きました。

子どもたちは目を丸くしながら、イルカのジャンプや大きなサメなどを見ていまし
た。
気持ちのよい秋晴れの下、芝生広場でも遊ぶことが出来ました。

外で食べるお弁当はいつも以上に一層おいしかったようです。
ありがとうございました。

2015年9月27日（日）

大運動会

今日は運動会でした。
ギリギリまで心配だった天気も秋晴れのすばらしい空に恵まれ，すてきな運動会に
なりました。

子どもたちも暑さに負けず，最後まで頑張りました！！
運動会のお仕事をしてくださった係・役員の皆様，最後まで応援してくださったご
来賓・保護者の皆様，本当にありがとうございました。

2015年9月25日（金）

運動会の親子体操練習＆会場準備

今日は運動会の親子体操練習と会場準備でした。
保護者の皆様が手際よく動いてくださったおかげであっという間に準備ができまし
た。
ご協力ありがとうございました。

本番の27日は，天気に恵まれるようです。すてきな運動会にするぞ！オー！！

2015年9月8日（火）

じゃがいも植え

小学校横の畑までじゃがいもを植えにいきました。
年長が年中の手をしっかり引いて歩く姿は，とても頼もしかったです。

じゃがいもがたくさん実って，みんなで収穫できるのが今から楽しみですね。

2015年9月2日（水）

２学期始業式



いよいよ２学期がはじまりました。

みんな元気に登園し，夏休みの楽しかった思い出をたくさん話してくれました。
２学期も楽しい行事が盛りだくさん！暑さに負けず元気いっぱい楽しみましょ
う！！

2015年8月25日（火）

幼稚園へのプレゼント

台風は大丈夫でしたか？夏休みも残り１週間となりました。

新学期を間近にひかえ，幼稚園にプレゼントが届きました！！
さて何でしょう？？　……それはダンボールの恐竜たちです！

新学期にみんなで遊べるのが楽しみですね。

2015年8月18日（火）

夏休みの幼稚園③

夏休みも残り２週間となりました。

幼稚園ではツクツクボウシやヒグラシの鳴き声が聞こえ、夕方は涼しい時もあり，
夏の終わりを感じ始めました。

夏の思い出をまだまだたくさん作ってくださいね。

2015年8月12日（水）

夏休みの幼稚園②

８月に入り，２週間が過ぎようとしています。

幼稚園では，小さいですがゴーヤが実り始めました。
また，今日の雨で，ポーチュラカがより鮮やかに咲いているような気がします。

ご家族で出かけることが多い時期ではないかと思います。
くれぐれも安全面に気をつけてくださいね。



ご家族で出かけることが多い時期ではないかと思います。
くれぐれも安全面に気をつけてくださいね。

2015年7月30日（木）

夏休みの幼稚園

蒸し暑い日が続いていますが，お元気ですか？

幼稚園では，太陽の光をいっぱい浴びて野菜や花がぐーんと育っています。
保育室でも，蛹（さなぎ）だったキアゲハが成虫になり，元気いっぱい夏の青い空
に飛び立っていきました。

先生達も，職員作業で遊具や正門のペンキ塗りや「しごとのへや」の整理などを頑
張りました。

2015年7月16日（木）

終業式

今日は終業式でした。
楽しかった１学期も今日で終わりですね。
終業式では、わにべえ君と一緒に夏休みの過ごし方を考えました。
話を最後まで聞くことができる子どもたちの姿に成長を感じました。
１学期の間のご協力に感謝を申し上げます。ありがとうございました。

２学期に会えるのを楽しみにしています。

2015年7月15日（水）

いるべランド（未就園児園庭開放）

今日は午前中のそうめん流しに続き，午後からは「いるべランド（未就園児園庭開
放）」がありました。２７名というたくさんの子どもが参加してくれました。
遊戯室での集まりでは，親子でふれあいながらのわらべうた！ぜひぜひ家庭でもや
ってみてください。その後，真夏の日射しの中，園庭では水遊びや砂遊びを楽しみ
ました。とても気持ちがよくて，園に子どもたちのかわいい笑い声が響いていまし
た。

参加してくださったみなさま，暑い中ありがとうございました。入部幼稚園では今
後もこのような未就園児対象の行事を行いますので，HPやポスター・チラシを見
て，ぜひご参加ください。お待ちしております。

2015年7月15日（水）

そうめん流し

雨で一日延期になり，待ちに待ったそうめん流し！！園庭に準備された竹を見て，
子どもたちの目はキラキラ，お腹グーグーでした。「そうめんおねがいしまーす」
のかけ声でそうめん流しスタート。取るのに夢中の子や最後まで食べ続ける子，流
れてきたミニトマトを取って喜ぶ子など，子どもたちのいろんな姿を見ることがで
きました。



きました。

前日からの竹準備，当日のそうめん流し準備をしてくださった老人クラブのみなさ
ま。そうめん流しの計画，準備，運営をしてくださったPTA，保護者のみなさまあ
りがとうございました。

2015年7月9日（木）

水遊び

今日は，４回目の水遊びの日でした。
ようやく気持ちのよい晴天となり，存分に水遊びを楽しむことができました。

プールに入るだけでなく，魚釣りをしたり，色水を作って遊んだり，夏の遊びを楽
しみました。

2015年7月7日（火）

七夕会

今日は七夕会でした。

ねがいごとを書いた短冊やいろとりどりの七夕飾りを笹に飾り付けました。
親子で円になってわらべうたも楽しみました。

あいにくの曇り空でしたが、お星様も子ども達の姿を見ているでしょう。
夏のきれいな星空が、晴れの日に見られるのが楽しみですね。

2015年6月29日（月）

みんなで食べるとおいしいね！！

園庭の畑の野菜が次々に実り始めました。

先週は，とれたての「こどもピーマン」を天ぷらにしたり，とれたてのキュウリを
年長さんが包丁で切り，塩で食べたりしました。

野菜が苦手な子も，とれたての野菜をみんなで食べることを喜び，
「おかわり！」と大喜びでした。

2015年6月19日（金）

ジュース屋さん遊び

「先生，この実色が出るんだよ！」



「先生，この実色が出るんだよ！」
登園時に道端に落ちていた実を持ってきた子の一言から，ジュース屋さん遊びが始
まりました。

「ソーダ」「メロンジュース」など色とりどりのジュースを作りました。
作ったジュースをジュース屋さんで売って遊んでいたのですが，

「自動販売機から出てきたらいいんじゃない？」

という一言で，翌日は自動販売機を作りました。
子どもたちのアイディアが中心となり遊ぶ姿が見られています。

2015年6月13日（土）

土曜参観

　今日は土曜参観でした。年中は竹ぽっくり，年長は竹馬を親子で協力しながら作
りました。
　完成後はさっそく挑戦！！よろけながら，転びながら何度も何度も挑戦する姿が
印象的でした。あしたあさってのお休みも親子で，家族で，兄弟姉妹で取り組んで
みてください。上手になっていく姿を楽しみにしています。

2015年6月2日（火）

いるべっこタイム

２回目の「いるべっこタイム」では，
・片付けをしよう
・履き物をそろえよう
・歯をしっかりみがこう
という内容についての話を聞き，実際に歯磨きをしました。

少し長い時間でしたが，最後まで話を聞くことができ，子どもたちの成長を感じま
した。

2015年5月29日（金）

発車しまーす！

先週より，大きなブロック「マルチパネ」や「エイトブロック」を使って遊んでい
ます。
動く「バス」を作って，「カブトバス」と名前をつけました。

バスに乗るためのカードを作ったり，遊びを楽しくする考えを出し合ったりしなが
ら楽しんでいます。

2015年5月25日（月）

見つけたよ！



入部は，自然環境豊かな地域です。

カタツムリやトカゲ，カナヘビ，チョウ，野イチゴなどを見つけては，大喜びの子
どもたちです。

2015年5月15日（金）

遊びの様子

５月も中旬となりました。

子どもたちは，友達とかかわりながら毎日遊び
を楽しんでいます。

写真上：雨天の日に「おばけやしき遊び」をし
ました。
遊戯室を暗くして，おばけになりきり，やって
くる友達をびっくりさせている場面です。

写真上：戸外に「巧技台」という遊具を出しま
した。
昨年の経験を思い出し「にんじゃ」になって体
を動かして遊んでいます。

年中・年長ともに友達を名前で呼ぶことが多く
なってきました。
幼稚園を楽しんでいる様子が見られ，うれしく
感じています。

2015年5月8日（金）

園教育説明会・弁当参観

今日は，PTA総会・園教育説明会・弁当参観でした。
入園，進級して約１ヶ月，遊びの時間や弁当の様子を見ていただきました。

降園前には，母の日のプレゼントを大好きなお母さんに渡しました。

保護者の皆様，一日お疲れ様でした。

2015年5月1日（金）

もっと　みず！！！

5月の気持ちいい空。日中は汗ばむほどの暑さでし
た。当然砂場では水遊び！「冷たーい！」「気持ち
いい♪」という歓声と「もっとみず！！」「早く早
く！」と元気に走り回る足音が園庭に響いていまし
た。そんな音に紛れて，夏の足音が近づいてきてい
るような，そんな一日でした。

2015年4月24日（金）

歓迎遠足（西部運動公園）

今日は，子ども達が待ちに待った歓迎遠足でした。

親子一緒に踊りを踊ったり，かけっこをしたりした
後，広い野原で体を思い切り動かして遊びました。

楽しみにしていたお弁当も，みんなにこにこ笑顔で
食べていました。

暑い一日でしたが，楽しかったですね！



暑い一日でしたが，楽しかったですね！

2015年4月20日（月）

対面式

今日は，年長ひまわり組と年中たんぽぽ組の対面式
でした。

一緒に踊ったり，歓迎の歌とプレゼントをもらった
り，楽しい時間を過ごしました。

年中組も明日から待ちに待ったお弁当が始まりま
す。友達や年長さん達と元気いっぱい遊んで，もり
もりお弁当も食べてね。

2015年4月14日（火）

第４５回入園式

昨日までの雨もやみ，気持ちのよい天候の中，入園
式が行われました。

担任の先生から一人ずつ名前を呼ばれて元気に返事
をしていました。

明日から，年長組さんと一緒に遊びましょうね。

2015年4月10日（金）

年長親子触れ合い・学級懇談会

年長組は今日から弁当が始まりました。
そして，午後からは，「親子触れ合いあそび」
と「学級懇談会」を行いました。

大好きなお家の方と触れ合って遊ぶ時の子ども
達の笑顔はとってもうれしそうでした。
ぜひ，ご家庭でも触れ合う機会をたくさん作っ
てくださいね。

2015年4月8日（水）

たけのこが！！

新しい先生を迎え，平成２７年度がスタートし
ました。

今日から園庭に元気な子ども達の声が戻ってき
ました。
すると，，

「たけのこが～～！！！」

園庭の隅にたけのこが顔を出していました。
みんなで傷つけないように掘りだしました。

土団子を作ったりままごとをしたり楽しく遊び
ました。

2015年4月1日（水）

新年度が始まりました。

今年度も職員一同，力を合わせてがんばります。
よろしくお願いします。
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