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入園・進級おめでとうございます。 

ずいぶん温かい日々が続き、桜の花の開花も早く、もう満開宣言です。まさに満開の中の入園、進級ですね。

新しい令和３年度がスタートしました。昨年は移転してすぐコロナ、何もかも手探りの中での園運営となり、保

護者の皆様には様々なご迷惑をおかけしました。コロナ禍の終息にはまだ期間がかかりそうです。今年はいろい

ろ工夫し子供たちが元気に楽しく過ごせるよう職員一同心機一転、頑張ってまいります。何卒ご支援、ご協力の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

しおかぜ認定こども園 保育教育課程 

〈保育目標〉 

①国際感覚豊かに、自分で考えて行動する子(知) 

②友だちと心を通わせ合って、生き生きと元気に遊ぶ子(徳) 

③心身ともに健康でたくましい子(体) 

１日(木)入園式・進級式 

１日(木)～７日(水) 

新入園児家庭訪問 

３日(土)・１０日(土)ＰＴＡ総会 

１３日(火)避難訓練 

２０日(火)身体測定 

２９日(木)昭和の日 

 

３日(月)憲法記念日 

４日(水)みどりの日 

５日(木)こどもの日 

１２日(水)耳鼻科検診(つき・すみれ) 

１４日(金)しおかぜ交流会 

１８日(火)春の遠足・お弁当の日 

２０日(木)身体測定 

 

 

 

おおにし ななみちゃん ６さい 

こいえ ともやくん   ６さい 

こだに まさとくん   ５さい 

にしだ みのりくん   ５さい 

あべ  いろはちゃん  ５さい 

おがた すずなちゃん  ５さい 

なかの きょうくん   ４さい 

おおなか みさきちゃん ４さい 

かわさき ゆいとくん  ２さい 

かたやま りくくん   ２さい 



 

  

令和３年度職員紹介 

すみれ組担任 芦内 彩華 

すみれ組の担任になりました、芦内彩華です。 

学生の時はバスケットボールをしていました！体を動かして遊ぶことが好きなので、子どもたちとたくさん

走って遊びたいと思います☆ 

年長ということで、就学に向けて様々なことを経験し、たくさんの思い出を作れるよう、毎日の保育に努めて

いきたいと思います。 一年間よろしくお願いします。 

 

すみれ組担任 板野 春花 

去年の６月から子ども園に来ました、板野春花です。 

ディズニーが大好きで、その中でもラプンツェルが一番好きです♪ 

今年度はすみれ組さんの担任となったので、子どもたちとたくさん走り回って、たくさん笑って、たくさん

新しい経験をして小学校へ行くまでにいろいろな思い出を作っていけたらいいなと思います。 

副園長 貞木 貴之 

今年度より、副園長としてしおかぜ認定こども園でお世話になります。 

我が子はついに小学校を卒業し、中学三年生と中学一年生になりました。上の子は高校受験を、下の

子は小学校から始めたバスケを頑張っています。子供の成長って尊いです。 

この一年間は、保護者の方との「対話」をテーマに頑張っていこうと思っていますので、よろしくお

願いします。 

園長 大山 厚信 

昨年はコロナのおかげであまり遠くの山登りには行けませんでしたが、意外と近くの山にもいいと

ころが多く、新しい発見がたくさん有りました。裏山の三百山にもよく登りましたが、行くたびに発

見があり、足元に一杯宝があることに気づきました。今年は園の中で宝探しです。よろしくお願いい

たします。 

 

英語講師 ジャッキー・リード 

私はここしおかぜ認定こども園の英語の先生であるとともに、子どもたちの友人です♪私は長年英語

を子どもたちに教えてきましたが、ここで子供たちの成長を見るのが好きです。レッスン中は、英語での

歌・ゲームを活動に取り入れながら、毎日一緒に楽しい時間を過ごしています彼らの世界の一部が英語で

あることは素晴らしいことです。 

楽しく英語に触れ、学んでいってほしいと思っています。 

 
英語講師 キャシー・スピリドノス 

5 月 8 日生まれのオーストラリア出身のキャシー・スピリドノスです。 

今までは玉野市内の小中学校で英語講師をしていましたが、この度、しおかぜ認定こども園で英語を教

えることになりました。趣味は料理と園芸です☆ 

子どもたちが楽しく過ごせるように頑張りますので、よろしくお願いします。 



 

  

つき組担任 田中 春華 

つき組の担任になりました、田中春華です。子どもたちが「楽しい！」「早く子ども園に行きたい！」と思え

るような笑顔でいっぱいのクラスにしていきたいです。つき組からは新しい習い事も始まり、成長著しい１

年。子どもたちと一緒に楽しく過ごしながら私自身も成長していきたいなと思っています。 

一年間よろしくお願いします。 

 

つき組担任 大星 淳美 

昨年度は３未クラスで、あまり顔馴染みではない子も多いので、早く慣れてもらえるようにたくさんお話を

していき、楽しい１年になるよう頑張っていきたいと思います。 

一年間よろしくお願いします。 

ほし組担任 近藤 美貴子 

こんにちは！！早いもので、上の娘は小３になり、下の息子は年長になり、親子登園も今年がラストイヤー

になりました！ 

久しぶりのほし組でドキドキしていますが、子どもたちのパワーに負けないように、元気いっぱいで頑張りた

いと思います！どうぞよろしくお願いします！ 

ほし組担任 藤田 佳乃 

４月からはほし組を担当させていただくことになりました。 

子どもたちとたくさん体を動かし、楽しく遊んでいきたいと思っています！ 

社会人になり２年目なので、まだまだ未熟ですが精一杯頑張ります。 

一年間よろしくお願いします。 

ほし組担任（フリー） 田原 有佳里 

平成３年３月４日生まれのうお座、Ｏ型です。 

今年度で次男が年長になりました。 

長男も小学２年生になり、にぎやかに過ごしています。 

今年も元気いっぱい、笑顔で頑張っていきたいと思いますので一年間どうぞよろしくお願いします。 

ほし組担任 高橋 くみ子 

今年度はほし組になりました。子どもたちが一人でも出来る事、自信を持って「出来る」が言えることが増え 

るよう３人の先生たちと協力して楽しいクラスにしていきたいと思います。 

つき・すみれ組の先生がお休みの時はお手伝いに入ることもあるのでお願いします！！ 



 

  

れんげ組担任 河内 真美 

ここ最近、歳と運動不足を感じている河内です。 

息子も今年で５歳になる予定ですが、毎日毎日けんかをしながら日々楽しく！？過ごしています。落ち着く日

はまだか・・・（笑）今年度は、れんげ組の担任をさせてもらいます。０歳の時に関わってきた子たちなので

再び成長を傍で見られることに嬉しさを感じています♪成長のサポートをしながら、毎日笑って楽しく過ご

していけたらなと思っていますのでよろしくお願いします。 

れんげ組担任 中桐 里佳子 

れんげ組の担任になりました、中桐里佳子です。 

身体を動かすことが好きなので、れんげ組のみんなとたくさん体を動かして遊びたいと思います！ 

子どもたちの笑顔いっぱいの楽しいクラスになるように頑張りますのでよろしくお願いします。 

れんげ組担任 福中 理央 

持ちあがりでれんげ組の担任になりました福中です。 

焼肉、お寿司、チョコレートが大好きです。 

プライベートでは、たんぽぽ組にいる我が子と二人三脚で楽しい毎日を過ごしています。コロナがまだ

まだ続いていますが、一つでも多くの行事への参加、思い出作りが出来ればと思っています。新しいお

友だちが３人増え、２１人となるれんげ組さん。今年度もよろしくお願いします！ 

たんぽぽ組担任 磯島 文子 

今年は、たんぽぽ組の担任となりました、磯島文子です！ 

２年ぶりの３未クラスにワクワクしています！ 

手遊びをしたり、絵本を読んだり、一緒に外で遊んだりと園では第二の母となれるよう子どもたちが安心

して過ごせるような環境を作っていきたいと思います☆一年間よろしくお願いします！！ 

たんぽぽ組担任 松尾 美鈴 

今年度、たんぽぽ組となりました。 

子どもたちの笑顔からパワーをもらって楽しく元気に過ごしていきたいと思います。 

一年間よろしくお願いします♪ 

たんぽぽ組担任 安藤 千尋 

たんぽぽ組の担任をさせていただくことになりました。安藤千尋です。学生の頃は吹奏楽部でバリトン

サックスを吹いていました。 

今から、日々の成長を保護者の方と一緒に見守ることが出来るのがとても楽しみです♪ 

一年間よろしくお願いします。 

れんげ組担任（フリー） 西村 彩 

れんげ組の担任になりました西村彩です。男の子２人の母親で毎日仕事と育児を頑張っています。休

日には公園へ行き、２人の子どもと走り回っています！ 

今年はれんげ組さんと一緒に元気に走り回りたいと思いますのでよろしくお願いします♪ 



 

  たんぽぽ組担任(フリー) 大西 果菜子 

たんぽぽ組になりました、大西果菜子です。 

好きなことは音楽を聴くことです♪家ではパピヨン(女の子)を飼っています。 

たんぽぽ組での子どもたちと仲良く楽しく１年間過ごせたらいいなと思っています。 

よろしくお願いします！ 

 

ゆき組担任 山田 有紀 

好きな食べ物は、焼き鳥、唐揚げ、焼肉．．．特に塩タン！！！とりあえずお肉が大好きです。 

今年度もゆき組を担任させていただくことになりました。保護者の方と一緒に、子どもたちの成長

していく姿を喜び合ったり、報告したりと今から楽しみにしています♪ 

一年間よろしくお願いします。 

ゆき組担任 岡野 文子 

大学２年生の娘と、高校３年生の息子の母です。 

子どもたちが安心して過ごせるように笑顔で頑張っていきたいと思っています。 

よろしくお願いします♪ 

ゆき組担任 中村 潔美 

５月８日生まれのＯ型。３人息子達も独立し、それぞれ父親になり、ついに４人のばぁばに

なりました！！ 

コロナ禍で１年以上、千葉や大阪の孫には会えず．．．残念です。早く収束してほしいですよね。 

今年もゆき組♪初めての園生活のスタート！！子どもたちが少しでも安心して過ごせるよう

手助けしていきたいと思っていますのでよろしくお願いします。 

ゆき組担任 大月 小矢香 

ご入園、ご進級おめでとうございます。最後の出産を経て２年ぶりに帰ってきました。 

大月です！！ 

今年はゆき組で子どもたちとゆったり楽しく過ごしていきたいと思っています♪ 

よろしくお願いします！！ 

ゆき組担任 中西 知優 

はじめまして。今年度からしおかぜ認定こども園で働くことになりました、中西ちひろです。現在、

もうすぐ 2 歳になる息子がいます。初めての 0 歳児クラスなのでドキドキ ワクワク♬ 

子どもたちと一緒に成長していけたらと思います。 

一年間よろしくお願いします。 

ゆき組担任 早水 慶子 

今年度より、しおかぜ認定こども園で働かせて頂くことになりました早水（ハヤミズ）と申します。 

趣味はお菓子作りで、チーズケーキを作ることにはまっています。おすすめのレシピがあれば教え

てください。 

よろしくお願い致します。 



 

 

看護師 髙月 香奈 

今年度も、まだまだ見えぬ敵「コロナウイルス」との戦いになりそうですが、みんなが元気に登園

できるように感染予防していきたいと思います。 

自分自身も「健康第一」に頑張ります！！ 

ゆき組の保育をお手伝いします。よろしくお願いします☆ 

給食調理員 寺﨑 由紀枝 

お入園、ご進級おめでとうございます。 

今年は好き嫌いをなくすように一年間頑張りましょう！！ 

給食調理員 守谷 真祐美 

ご入園、ご進級おめでとうございます。 

しおかぜ認定こども園の調理室には大きな窓があります。毎日、みんなにおいしい給食を作っているのでい

つでも見に来てくださいね♪ 元気に手を振ってね♡ 

給食調理員 山本 あゆみ 

ご入園、ご進級おめでとうございます。 

みんなで美味しく楽しく給食を食べ、心身ともに成長してくれることを願っています！！ 

一年間よろしくお願いします。 

給食調理員 青陰 裕子 

ご入園、ご進級おめでとうございます♪ 

美味しくて安全な給食をお届けできるよう、全集中で頑張ります！！ 

栄養士 馬木 順子 

５月７日生まれ、おうし座、Ｏ型。 

家族は旦那と４人の子どもたちです！！毎日が我が家は大騒ぎ！！まだまだそんな生活は続きそうですが、今

年度も「失敗は成功の素！」をモットーに頑張ります☆今年もよろしくお願いします。 

事務員 佐賀 桂子 

事業所から異動して、子ども園勤務も３年目となりました。 

座右の銘は「継続は力なり」ですが、なかなか難しく小さな目標に挫折する毎日です。 

なので…子どもたちに元気をもらって頑張りたいと思います！ 

よろしくお願いします♪ 

 

教室講師の紹介 

〈体操〉高知コーチ・植西コーチ         (TEAM．Ｋ 所属) 

〈硬筆〉小竹 正高 先生            (徳島県四国大学、岡山明醸学院高校、書道講師) 

〈踊り〉原田 裕子 先生 

〈音楽〉平井 利枝 先生            (米山楽器店 所属) 


