
昨年度から学生ぶりのショートヘアになりまし 

た♪まだ髪の短さに慣れませんが、当分の間

楽しみたいと思います♡今年度も子ども達と 

様々な気持ちを共有し、充実した毎日が過ご 

せるよう努めて参ります！どうぞ宜しくお願い致 

します。  

大好きなUSJになかなか行くことができていな 

いので、コロナが落ち着いたら行きたいなと

思っています♡今年度も子ども達の体力に負 

けずに元気いっぱい過ごしていきたいと思いま 

すので、どうぞ宜しくお願い致します！ 

昨年、子ども達と鬼ごっこを沢山していたら、膝 

が痛くなりました。なので、今年は体力づくりを 

頑張りたいと思います！子ども達と全力で何事 

も楽しめるように、今年度も笑顔で元気に過ごし 

たいと思います！1年間宜しくお願い致します。  

裏面もあります！ 

スイミング始めました。ほとんど泳げないのでスクール 

に通っています。今まで自己流でしたがコーチに指導 

を受けると·········上手になる予定なのですが?全身運 

動で血行が良くなり肩こり腰痛などが改善されました 

が、肝心の泳ぎはまだまだ。スイミングスクールの子ど

もたちに励まされ頑張っています。いつかは1000メート 
ル泳ぐぞ～～  

柑橘類が好きです☆特にレモンにハマり、最 

近は自家製のレモンスカッシュを作って楽し 

んでいます♪今年は苦手な料理に挑戦し、 

色々な手作りができるようになりたいです…！ 

本年度も宜しくお願い致します。  

スヌーピーの兄弟の中で特にアンディが大好 

きです！お店でグッズが見かけると、ついつい 

買ってしまいます☆子ども達が笑顔で楽しく園 

生活を送れるよう努めて参ります！宜しくお願 

 おうち時間が増えたことで、インテリアブームが 

再熱しました！お花や緑、ナチュラルな色合い

に囲まれながら過ごす時間が癒しです♡今年度 

も子ども達と一緒に笑顔溢れる毎日を過ごした 

いと思います！宜しくお願い致します。  

 ミッフィーが好きです。今は身の回りのものを 

ミッフィーだらけにすることにはまっています。 

慣れないことも多いですが、子どもたちと楽しく 

元気に過ごしていきたいと思っています！ 

1年間よろしくお願い致します。 

｢ディズニー映画が好きでよく見ています。な 

かでもファインディング・ニモが大好きで、グッ 

ズも集めています！子どもたちと楽しく過ごし 

ながら精一杯努めて参りますので、どうぞ宜しく 

お願い致します。｣ 

今、一番行きたい場所は沖縄です！大学生 

のときから毎年行っていましたがコロナ渦で行 

けず…。落ち着いたら沖縄に行ってダイビン 

グをしてみたいです☆今年も子ども達に負け 

ず、元気いっぱいに過ごしたいと思います！  

天気の良い日に音楽を聴きながら散歩をして、 

カフェを見つけたり綺麗な景色を見ることが好 

きです！子どもたちと笑顔で過ごし、共に成長 

していきたいです。精一杯頑張りますので、1年 

間よろしくお願いいたします。  

い致します。  

『キャンプに行ってみたいな』と言う孫の希望で 

30年ぶりに再開しました。その頃より便利でお 

しゃれになった道具にびっくり！そして予約を取 

るのも大変でビックリ！今年こそ家族でキャンプ 

を楽しみたいです♪  

４月から始めたいことは、健康増進のためにト 

レーニングを再開することです。コロナの感染 

予を防徹底し、目標５キロ減です。コロナに負 

けないように慎重に、アクティブに、緊張感を 

もって、前進することが今年の目標です。 

 

　　　　　副園長 
３月の卒園式を終えた後、膝の靭帯を損傷し 

てしまいました。私にしてみれば初の大けがで 

慣れない松葉杖に四苦八苦！子どもたちが 

登園するまでに少しでも治したくて現在せっせ 

とリハビリ中。しばらくご迷惑をおかけしますが、 

よろしくお願い致します。 

新しい事を始めてみようと思っています。例えば 

料理教室に通うとか、英会話を習うとか考えて 

いますが、一歩が踏み出せずにいます。やはり 

一番性に合っているバレーボールを今年も続け 

ていこうと思っています。  

あの顔、この顔、２０２２   宮久保幼稚園の先生  

初めて私を先生にしてくれた子ども達もこの 

春から中学生に！勉強やスポーツなど様々 

な事を頑張っていると聞くと嬉しくなります♪ 

あの子達と過ごしたあの頃のように初心を忘 

れず、全力で先生頑張ります！  

幼稚園の先生のほかになりたかった職業は、書

道の先生でした。久しぶりにもう一度字の勉強

を始めたいなと思っています。まずはいつでも

整った文が書けるよう心掛けたいです。今年度

もどうぞ宜しくお願い致します。  

時短レシピを日々模索しています。３０分で 

何品作れるか？！などと追い込みながら作 

り、達成感を楽しんでいます♪今後もレパー 

トリーを増やしていきたいです！１年間宜しく 

お願い致します。  

全体フリー 

最近はお菓子作りにはまっています♪クッキーやマ 

ドレーヌなど焼き菓子をメインに作っているので、 

ホールケーキやマカロン作りに挑戦したいと思って 

います！今年度も子ども達と楽しく過ごしていきた 

いと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

たんぽぽ１組副担＆年少フリー 

辛い物が大好きで、最近おうちでも色々な調

味料の掛け合わせに挑戦しています！このご 

時世、お店に食べに行く事ができないので、 

コロナが落ち着いたらお店の辛い物にも挑戦 

していきたいと思います♪  

バス＆フリー 園  長 
 

年長 ばら組 年長 きく組 年長 ふじ組 バ  ス 
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年少 たんぽぽ２組 年少 たんぽぽ２組  年少 たんぽぽ３組  年少 たんぽぽ３組  

年少 たんぽぽ１組 全体フリー 
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裏面もあります！ 

　　　わくわく 

子育ても一段落し健康が気になる年になって

きました。が、子供達といっぱい走って体力増

強したいと思います。笑顔溢れる笑い声の絶

えない毎日が過ごせるように頑張ります。一年

間宜しくお願いいたします。  

わくわく わくわく 
 

わくわく＆ぱれっと  

ちゅうりっぷ 

ぱれっと わくわく＆ぱれっと 

中2の息子と小5の娘、愛犬がいます。コロナ禍で

サッカーの応援に行けず、キャンプにも行けず...我 

慢の日々ですが、幼稚園の子ども達に癒されパ 

ワーを頂いています。今年度も子ども達と様々な 

経験を通して共に成長できるように頑張ります。ど 

うぞよろしくお願い致します。 

ちゅうりっぷ ちゅうりっぷ  

わくわく 
孫が６人います。そのうち５人に身長を抜かれました。成

長は嬉しいですが、ばあばよりお友達と遊ぶようになり寂

しくなります。トイプードルを飼っていているので癒やされ

ています。また、朝のわくわくで元気な子ども達に会える

ことが楽しみになっています。よろしくお願いします。  

小学生の息子と中学生の娘がいます。運動不

足を解消するため、息子と泳ぎに行ったり、

ウォーキングをしたいと思います。今年度も子ど

も達と楽しく過ごしていける様、頑張ります！１年

間、どうぞよろしくお願い致します。  

年中フリー 年長フリー わくわく 　　　　年少フリー＆わくわく  

中1.5年.3年生になる3人の子供達もそれぞれに成

長し、力になってくれる事も増えました♪今年度も

可愛い子ども達にパワーを貰いながら、笑顔溢れ

る時間を過ごしていきたいと思います♡1年間どうぞ

宜しくお願い致します。 

 宮久保幼稚園を卒園した我が子も今年で4年

生と2年生になりました。私はぱれっとに携わり4年

目となります。今年もぱれっとのかわいい子ども達

とたくさん楽しい事をして過ごしていきたいと思っ

ています。  

時間があったらNetflixで韓国ドラマを見て、

大学4年になる娘と共通の話題にしています。

今年も子どもたちからたくさん元気をもらって、

一緒に楽しい時間を過ごしていきたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。  

ランチ（給食） 

 「いつもランチ作ってくれてありがとう」という子ど

も達の声に癒されながら、毎日ランチを作ってい

ます。１年間よろしくお願いします。 

ランチ（給食） 

 「たくさん食べたよ」と言われたのが嬉しく、また

明日も頑張ろうと思います。安全を心がけて調

理していきたいと思います。 

ランチ（給食） 

 「おいしい！」と言ってもらえる給食を作ってい

きたいと思います。よろしくお願いします。 

ランチ（給食）・山下初代 

 こんなもの食べたよ！とお子様が家庭でお話し

いただけるような美味しい給食をつくっていきた

いと思います。 

あの顔、この顔、２０２２宮久保幼稚園の先生 わくわく＆ちゅうりっぷ＆ぱれっと＆さくらランチ 

我が家の子供達も大きくなり、今年は毎日
お弁当作りになります。悩ます時短で美味
しいお弁当が 
パッと作れるようになりたいです。今年も小
さくて可愛い幼稚園の子供達に癒されなが
ら  楽しい 
園生活になるようお手伝いさせて頂きます
。1年間どうぞ宜しくお願い致します。   

ここ2年、我が子のサッカーの試合の応援にほと 
んど行けませんでした。今年こそは！！3兄弟の 
応援で忙しい日々を送りたいです。今年度も、元 
気一杯楽しく過ごしたいと思います。1年間どうぞ 
宜しくお願い致します。 
 

今まで、明日からと運動をサボる毎日でした。 
いざ！スポーツクラブへと入会を決めてきまし 
た。今年こそは運動  食事  休息とバランスの 
とれた日々を送りたいと思います。よろしくお願 
い致します。  
 

息子の愛犬トイプードルも我が家に来て1年にな 
りました。犬が苦手だった私も少しずつ慣れ、可 
愛く思い始めています！今年も可愛い子ども達 
と笑顔溢れる毎日を過ごして行きたいと思って 
います。どうぞ宜しくお願い致します。  
 

宮久保幼稚園を卒園した息子達(21歳・高2双 
子・中2)も今ではみんな私より大きくなり毎日食事 
作り、洗濯物と戦っています。わくわくでは子ども 
達が楽しく元気に過ごせるよう笑顔あふれる一年 
にしたいと思います。よろしくお願いします。  
 

今年で2年目に入りました。毎日可愛い子供たちと 
関われることがとても楽しみです。コミニュケーショ 
ンをたくさん取って子供たちとの信頼関係を築い 
ていきたいと思っています。1年間どうぞよろしくお 
願い致します。  
 

中１、小２になる息子がいます。帰宅してすぐ作 
れてボリュームのあるメニューを日々考えてい
ますが、どうしても丼ものになってしまいます。 
食べ盛りのお子さんがいる方などレシピを教え
て頂けたら嬉しいです。日中は幼稚園、午後は
わくわくにいます。よろしくお願いします。 
 



今年は節目の年。 

日々平穏に暮らせること

が幸せなことと実感してお

ります。子供達の笑顔で

パワーをもらいながら０１２

から笑い声がたくさん響き

わたるようにしたいと思い

ます。 

よろしくお願い致します。 

高３の息子がいます。 

野球の応援も残りわずか。 

全力でサポートしていきた

いです。そして一緒に過ご

せる日々を大事にしていき

たいです。０１２ではかわ

いい子どもたちからパワー

をもらい笑顔で元気に頑

張っていきたいです。 

上の娘も結婚し、下の娘

も社会人4年生。 

子育て時代を思い出しつ

つかわいくてパワフルな

子ども達から元気をもらっ

て、毎日楽しく沢山の笑

顔で過ごしたいと思いま

す。 

高１と中２の娘、小６の息

子がいます。去年は長女

の受験に奮闘し、頑張る

姿に私も励まされた１年で

した。今年も元気いっぱい

笑顔の毎日を０１２の子ど

もたちと過ごしたいと思い

ます。 

高２と中３の娘がいます。 

やりたいことがたくさんあっ

て何からしようかと悩んで

しまってます(笑)ひとつひと

つチャレンジしてみようかと

思ってます。  

今年も０１２の子どもたちと

楽しく過ごせたらと思ってま

す。宜しくお願いします。 

大学では心理学を専攻したのち、幼児

教育出版社に勤務。その後、大学にも

どり教育学部にて幼稚園教諭の資格を

取得し、昭和６１年４月より宮久保幼稚

園勤務。 

現在、宮久保幼稚園園長のほか、財団

法人幼少年教育研究所所員 ・ 市川

市子ども・子育て会議委員等を務める。

幼稚園教諭以外に社会科の教員免許

状、保育士資格も有する。宮久保幼稚

園での保育実践を執筆、保育の悩み解

消Book（チャイルド本社）など多数。特

技・趣味は、スキー（全日本スキー連盟

公認指導員・公認Ｂ級検定員）ゴルフ。 

大学では美術を専攻し、幼児教

育出版社に勤務。編集者として、

作家間所ひさこさん、画家黒井健

さんの代表作「ころわん」シリーズ

を創刊する。結婚後、大学にもど

り教育学部にて幼稚園教諭の資

格を取得する。３姉妹（うち２人は

双子）の育児が一段落したのち宮

久保幼稚園勤務。 幼稚園教諭

以外に美術教師の教員免許状、

保育士資格も有する。特技・趣味

は、絵を描くことと、なかなか上達

しないゴルフ。 

宮久保幼稚園園長  宮久保幼稚園副園長  
２歳児クラスあひる  施設リーダー  

娘は高2、息子は中3受験

生です。  畑を借りたの

で、週末は主人と野菜作

りを楽しもうと思っていま

す。 

０１２の子ども達と元気に

過ごせるよう、今年も徒

歩通勤頑張ります！！ 

 

先日、肩甲骨はがしを経験し

た私。そこで言われた一言

が「男の人並みの太さ！」で

した。 

小さい頃からおままごとより

ボール遊び、人形よりプラモ

デル。女の子には縁遠い

私。 

今年は女子力とやらを身に

つけようかな…。 

１歳児クラスわんわん  ０歳児クラスぴよぴよ  

高１と中２の息子、小６の

娘がいます。いよいよ長男

も高校生！毎日のお弁当

作りがちょっと心配ですが

頑張ります。 

０１２の子どもたちと楽しく

笑顔で過ごせる１年にした

いと思っていますので宜し

くお願いします。 

２歳児クラスあひる  

１歳児クラスわんわん  

保育スタッフ（非常勤）  

２度目の大学入学の息子

と中２の娘がいます。人生

いろいろありますね(笑) 

そんな中、０１２は私にとっ

てとても心地のいい場所で

す。子どもたちにとっても 

０１２が楽しくて温かい心地

のいい所になれたらいいな

と思います。 

保育スタッフ（非常勤）  

事務＆保育補佐  

この春やっと長い子育てを終える

ことができました。人として成長さ

せてもらった子育て、楽しいことは

もちろん迷った事も辛かった事も

今では良い思い出です。こうすれ

ば良かったと思う事も多々ありま

すがこの反省をこれからの保育に

生かしていきたいと思います。 

今年度も宜しくお願いします。 

保育スタッフ（非常勤）  保育スタッフ（非常勤）  

社会人１年生の息子と大

学生の娘がいます。趣味

はピラティスです。 

子どもたちが楽しく過ごせ

るように見守り頑張ってい

きますので宜しくお願いし

ます。 

元気いっぱいの子どもた

ちに負けないように、コツ

コツ運動をしなければと思

いつつ、コロナ渦という言

葉に甘んじて、ここ半年ダ

ラダラ生活になっていまし

た。反省！！ 

少しづつ無理せず運動を

始めようと思います。今年

度も宜しくお願いします。 

下の子も二十歳になりま

した。保育園で子どもたち

の元気にもみくちゃにされ

ながら、こんな頃もあった

なぁと懐かしく思い出した

りします。１年間どうぞ宜

しくお願いします。 

保育スタッフ（非常勤）  

保育スタッフ（非常勤）  


