
　　　　　　　　　

■ぺんぎん　
　　　　　 酒井　静（さかい・しずか）
　　　　　　　　　　　①獅子座　② A 型
　　　　　　　　　　③大阪・大阪
　　　　　　　　　　　④大阪
　　　　　　　　　　　 ⑤しーちゃん
　　　　　　　　　　　⑥砂場で団子作り
　　　　　　　　　　　⑦家族で行った            
　　　　　　　　　　　　ディズニーラ
　　　　　　　　　　　　ンド
　　　　　　　　　　⑧幼稚園の先生
　　　　　　　　⑨無邪気さ
　⑩ナス、椎茸など…
　⑪園生活最後の一年が楽し い思い出に
　　なるように、沢山笑って過ごしたい
　　です。
   
■うぐいす　
　　　　  中村　美菜（なかむら・みな）
①水瓶座　② O 型
③大阪・大阪
④大阪
⑤みなちゃん
⑥虫取り
⑦ディズニーランド
⑧お菓子屋さん
⑨無邪気な笑顔
⑩魚
⑪何事にも一生懸命に取り組み、笑顔が
　溢れるクラスにしたいです。

■はと　
　　　　井口賀奈子（いのぐち・かなこ）
①乙女座　② A 型
③福岡・大阪
④千里敬愛幼稚園
⑤かなっぺ
⑥おままごと
⑦お泊まり保育
⑧プールのコーチ
⑨可愛い笑顔
⑩人参、メンマ
⑪幼稚園生活最後の一年を、子ども達と
　全力で楽しみたいです。

■かもめ
　平本　理奈
　　（ひらもと・りな）　
①乙女座　
② A 型
③広島・富山
④広島
⑤りーちゃん
⑥おままごと
⑦お泊まり保育
⑧幼稚園の先生　⑨笑顔
⑩トウモロコシ
⑪笑顔が溢れる、元気いっぱいのクラス
　にしたいです。

■あひる
　　　　　島田　優里（しまだ・ゆり）
①牡牛座　② A 型
③大阪・大阪
④千里敬愛幼稚園
⑤ゆっちゃん
⑥おままごと
⑦お泊まり保育
⑧花屋さん
⑨純粋なところ
⑩人参
⑪可愛い子ども達と沢山笑って、楽しい
　クラスにしたいです。

■つばめ
　　　　　曽谷　優果（そたに・ゆか）
①獅子座　② A 型　③大阪・大阪
④千里敬愛幼稚園
⑤ゆかちゃん　⑥リレー
　　　　　　　　　⑦顔にカエルが跳ん
　　　　　　　　　　できたこと
　　　　　　　　　　　⑧プールのコーチ
　　　　　　　　　　　　⑨素直さ
　　　　　　　　　　　　 ⑩グリーンピース
　　　　　　　　　　　　　　⑪いろいろ我
　　　　　　　　　　　　　慢してきら
　　　　　　　　　　　　分、一緒に過
　　　　　　　　　　　ごせる日々をよ
　　　　　　　　　　り濃いものにし、
最高の一年にします！

KEIAI　SOMETIMES　NO.226　April  22　2020 　KEIAI　PRESCHOOL　SENRI　（１）

　園内新聞の KEIAI SOMETIMES では毎年、新担任達の紹
介特集号を新年度当初に発行しています。
　今回の質問内容は①星座、②血液型、③両親の出身地、
④幼稚園時代を過ごした都道府県、⑤子どもの頃の愛称、

⑥子どもの頃、よく遊んだ遊び、⑦子どもの頃の思い出
⑧子どもの頃、なりたかった職業、⑨子どものここが好き
⑩子どもには言えない苦手な食材、⑪この１年間の抱負
　さて、新担任達の印象は？

みんな〜　げんき〜？

年　長年　長 

■お断り■
　クラス名、氏名は伏せています。
　また、教員達に校正してもらう時間がないため、誤植等あるでしょうが、園
再開後に改めてお配りしますので、今回はご容赦下さい。　園長
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■りす　　　
　　　　　河堂　愛（こうどう・めぐみ）
①獅子座　② A 型　
③愛媛・鹿児島
④大阪　⑤めぐ
⑥パズル
⑦お泊まり保育
⑧ケーキ屋さん
⑨無邪気なところ
⑩そら豆
⑪子ども達の気持
　ちに寄り添いな
　がら、明るく希望の持てるクラスに。

■ひつじ

　　　　川田　日菜子（かわた・ひなこ）

　①蟹座　② B 型　③徳島・宮城
　④淡路島
　⑤ひな
　⑥レゴ、シンバ
　　ニアファミリー
　⑦兄とウルトラ
　　マンごっこ
　⑧マクドナルド
　　の店員
　⑨無垢なところ
　⑩ピーマン、ナス
　⑪毎日、全力で子ども達と笑って過ご
　　します！

■ぱんだ　　
　　　　　　梅川瑛梨奈（うめかわ・えりな）
①牡牛座　②A型　
③大阪・大阪
④大阪
⑤つんつんえりな
⑥リカちゃん人形
⑦幼稚園で皆勤賞
　のメダルをもら
　ったこと
⑧幼稚園の先生
⑨つぶやき
⑩キムチ
⑪幼稚園が大好き！と言ってもらえるよ
　うなクラスにしたいです。

■ひつじ　

　　　　　花野　慎也（はなの・しんや）

　　　　　　　　　　①双子座　② B 型
　　　　　　　　　　　③大阪・大阪
　　　　　　　　　　　   ④大傘
　　　　　　　　　　　　⑤しんちゃん
　　　　　　　　　　　　⑥色水、泥団子
　　　　　　　　　　　　⑦園長室に遊び
　　　　　　　　　　　　に行き、おやつ
　　　　　　　　　　　をもらった
　　　　　　　　　　 ⑧楽器の演奏者
　　　　　　　　　 ⑨素直　⑩トマト
⑪お互いのことを思いやれる、温かくて優
　しいクラスにしたいです。

■きりん　　
山本　詩織（やまもと・しおり )

①蟹座　② B 型
③大阪・大阪
④千里敬愛幼稚園
⑤しおり
⑥おままごと
⑦ディズニーランド
⑧ケーキ屋さん
⑨笑顔
⑩キノコ類
⑪元気に楽しくを
　モットーに、子ども達と
　一緒に過ごしたいです。
　

　　　　　　　　　　　■しか　　
　　　　　　　　　　　　新屋　絢奈

　　　　　　　　　　　（しんや・あやな )
　　　　　　　　　　　　①獅子座
　　　　　　　　　　　　② A 型
　　　　　　　　　　　 ③和歌山・大阪
　　　　　　　　　　　④大阪
　　　　　　　　　　⑤あやちゃん
　　　　　　　　　⑥家族ごっこ
⑦姉の真似をして怒られたこと
⑧ケーキ屋さん　⑨素直さ　⑩ジャガイモ
⑪笑い声が溢れる、明るく元気なクラスに
なるよう、努力します。

■いちご
■岡崎　三菜美（もりもと・くみこ）
　①蟹座　② B 型　③大阪・大阪
　④大阪　⑤みっきー　⑥リレー
　⑦夏祭り　⑧ダンサー　⑨手！
　⑩苺
　⑪毎日を大切にし、笑顔の絶えない楽し
　　いクラスにします！

■黒川　夕希（くろかわ・ゆうき）
　①蠍座　② O 型　③大阪・大阪
　④大阪　⑤ゆうちゃん　⑥一輪車
　⑦魚釣りで大きな魚が釣れた
　⑧幼稚園の先生
　⑨笑顔　⑩牛乳
　⑩子ども達と元気いっぱい走り回り、楽
　　しく過ごします。

■隈元　理恵（くまもと・りえ）
　　　　　　　　　　　　　補助→ほし組担任
　①水瓶座　② B 型　③鹿児島・大阪
　④大阪　⑤りえちゃん　⑥お母さんごっこ
　⑦山で秘密基地を作った　⑧幼稚園の先生
　⑨純粋な心　⑩ありません！
　⑪一日でも早く、幼稚園が大好きと言って
　　もらえるよう、愛情たっぷり注ぎます。

黒川　　　　　岡崎　　　　　隈元

　

　新聞名でよく使われる○○タイムス
をもじって、SOMETIMES。
　邦名「敬愛時々新聞」は昭和61年
４月、教員紹介のために第一号を発行
しましました。まだホームページもな
かった頃なので、普段の幼稚園の様子
も、時々お知らせしていましたが、そ
の任務は終わり、今は発表会作品のお
知らせの他、リレー大会、縄跳び大会
等の公式記録をお伝えしています。
　なお、誕生会、母の日参観などでは
A4サイズの作品をプレゼントし、ク
リアーファイル（各自でご用意下さい）
に綴って幼稚園生活の良い思い出帳に
なるように改めたのを機に、この園内
新聞も二つ折りのA4サイズに変えま
した。

KI SOMETIMES　とは

年　　中年　　中

■ぞう　　
　　　　　　　　　　　　　　　大久保友紀（おおくぼ・ゆき）
①蠍座　② A 型　③大阪・香川　④千里敬愛幼稚園　
⑤ゆきちゃん　⑥シルバニア　⑦夏休み恒例のキャンプ
⑧幼稚園の先生　⑨素直な心と笑顔　⑩ネギ
⑪元気いっぱいの笑顔が溢れる楽しいクラスにしたいです・年　　少年　　少
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■もも
■玉山　浩美（たまやま・ひろみ )
　①魚座　② A 型　③大阪・兵庫
　④大阪　⑤ひろみちゃん
　⑥鬼ごっこ・ドッチボール
　⑦大きな畑一面の芋掘り（一日かけて）
　⑧保育士　⑨笑顔　⑩タラコ・イクラ
　⑪子ども達と毎日元気いっぱい過ごし
　　ていきたいです。

■西川　亜美（にしかわ・あみ）
　①乙女座　② A 型　③京都・兵庫
　④京都　⑤あみちゃん
　⑥おななごと　⑦お泊まり保育
　⑧幼稚園の先生　⑨可愛い笑顔
　⑩グリーンピース
　⑪子ども達の笑顔からパワーをもらっ
　　て頑張ります。

■枡田　望（ますだ・のぞみ）　
　　　　　　　　　　補助→ポッケ＆くっく
　①山羊座　② O 型　③大阪・岡山
　④岡山　⑤のんちゃん
　⑥ままごと　
　⑦実家の裏山で秘密基地を作った。
　⑧幼稚園の先生
　⑨純真無垢な言葉で感動させてくれる
　⑩レバー
　⑪一日一日を大切にして、笑顔が溢れる
　　毎日になりますように。

■めろん
■東　由美子（あずま・ゆみこ）
　①双子座　② A 型　③大阪・大阪
　④大阪　⑤ゆみちゃん　
　⑥ゴム跳び　⑦夏の家族旅行
　⑧幼稚園の先生　⑨コロコロ変わる表情
　⑩グリーンピース
　⑪明るく楽しく元気よくをモットーに、
　　若いつもりで頑張ります！

■石井　梨奈（いしい・りな）
　①牡羊座　② A 型　③大阪・大阪
　④千里敬愛幼稚園　⑤りーり
　⑥友達と公園で
　⑦年の離れた妹ができたこと
　⑧ケーキ屋さん　⑨無邪気な笑顔
　⑩かまぼこ、イカ、タコ
　⑪可愛い子ども達と、毎日元気いっぱ
　　い過ごします。

■佃　好代（つくだ・みよ）　
　　　　　　　　　　　　　　補助→ほし
　①魚座　② O 型　③香川・愛媛
　④東京　⑤みーちゃん　⑥一輪車
　⑦大きな木に友達と登った
　⑧幼稚園の先生　⑨笑顔、可愛いつぶやき
　⑩生のタマネギ
　⑪子ども達と毎日を楽しく、安心してすご
　　してもらえるように。

■ばなな
■官能　舞依（かんのう・まい）
　①乙女座　② O 型　③大阪・大阪
　④大阪　⑤まいちゃん
　⑥ケイドロ　
　⑦小学校から高校まで続けたバレー　
　　ボール　⑧先生
　⑨笑顔　⑩トマト
　⑩笑顔が溢れる、元気で明るいクラス
　　にしたいです。

■森田　由佳（もりた・ゆか）
　①双子座、B 型　③山口・広島
　④広島→神奈川　⑤ゆかさん
　⑥缶蹴り
　⑦小学校の転校日にクラスの皆が泣いて
　　くれたお別れ会
　⑧幼稚園の先生　⑨純粋無垢な心
　⑩レバー
　⑪毎日、明るく元気、笑顔一杯のクラス
　にしたいです。

■田中　直子（たなか・なおこ）
　　　　　　　　　　　　　補助→ほし
　①魚座　② B 型　③愛媛・大阪
　④大阪　⑤なおちゃん
　⑥ジャングルジム　
　⑦友達と一緒にアクセサリー作り
　⑧幼稚園の先生　⑨笑顔と素直さ
　⑩牛乳
　⑪一日一日を大切に笑顔いっぱいで過
　　ごしたいです。

■すいか
■山内　かりん（やまうち・かりん）
　①蟹座　② AB 型　③大阪・兵庫　④大阪　⑤かりんちゃん
　⑥おままごと　⑦誕生会　⑧花屋さん　⑨素直で元気
　⑩トマト
　⑪毎日、元気いっぱい、笑顔が溢れるクラスになりますように。

■吉本　成花（よしもと・なるか）
　①双子座　② O 型　③神奈川・神奈川　④大阪　⑤なるたん
　⑥おままごと　⑦沖縄への旅行　⑧ピアニスト　⑨ホッペ
　⑩フルーツ
　⑪毎日明るい笑顔で子ども達と元気いっぱい関わりたいです。

■森本　久美子（もりもと・くみこ）
　①射手座　② O 型　③大阪・大阪　④大阪　⑤くぅちゃん
　⑥ドッチボール、こおりおに　
　⑦ピアノの発表会でプレゼントを一杯もらった
　⑧幼稚園の先生　⑨純粋でよく笑う　⑩カリフラワー
　⑪一日でも早く、子ども達の笑顔を引き出せることに全力を
　　尽くします。

西川　　　　　玉山　　　　　枡田

東　　　　　　石井　　　　　佃

森田　　　　　　官能　　　　田中

森本　　　　　吉本　　　　　山内

　●その１
　千里敬愛幼稚園の卒園生が多い。
　●その２
　教育実習後、就職するケースが多い。

　●その３
　結婚前、千里敬愛幼稚園で勤務し、子育て中に子どもと
　一緒に復帰の教員が多い。
　●その４
　パート職員の全員が元＆現保護者。

KI STAFF の特徴
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■山本　智子（やまもと・ともこ）
　　　　　　　　　　年長お茶会・事務
　①双子座　② A 型　③大阪・大阪　
　④大阪　⑤ともちゃん　⑥ゴム跳び
　⑦幼稚園が大好きでした
　⑧幼稚園教諭　⑨元気　⑩辛い食べ物
　⑪記憶力の維持！

■今井　三穂子（いまい・みほこ）　　　事務
　①天秤座　② B 型　③愛媛・愛媛　
　④東京　⑤みほちゃん　⑥ゴム跳び
　⑦海水浴　⑧お花屋さん　⑨笑顔
　⑩パクチー
　⑪子ども達、みんなの顔を覚えよう

■今里　清美（いまざと・きよみ）　　　事務
　①乙女座　② A 型　③兵庫・大阪　
　④大阪　⑤きよみちゃん
　⑥塗り絵、ままごと
　⑦夏休みの家族旅行　⑧幼稚園教諭
　⑨笑顔　⑩するめ（固いもの）
　⑪健康第一に、子ども達のパワーをも
　　らい、笑顔満開の毎日を。

■姫野　裕太（ひめの・ゆうた)　　　　体育
　①獅子座
　② O 型　
　③大阪・京都
　④大阪
　⑤ひめちゃん
　⑥高鬼・でんぽ
　⑦運動会のリレー
　⑧忍者
　⑨笑顔
　⑩……ありません！
　⑪新型コロナウイルスにも負けない体
　　育遊びをしていきます！

　通園バスは全部で5台あります。まずは
運転手さん達の紹介です。
　河野さん親子、松原さん、阿部さん、小
池さんは1年間固定で運行します。
　バスの添乗員は、3ヶ月ごとのシフト制
です。
　羽瀬さん、金田さん、下浦さん、鈴木さん、
杉川さんです。

　また、降園時のバス待ちのとき、当園教
員達の他、澤山さんにもお願いしています。
添乗員が欠勤の場合、バスにも乗っていた
だきます。
　入園当初は教員達も乗りますが、慣れて
くると添乗員さん達にお任せしています。

　  中越　　　　松浦　　　　　井上　

■井上　美由紀（いのうえ・みゆき）　　主任
　①蟹座　② B 型　③島根・広島
　④鳥取　⑤みーちゃん　⑥ゴム跳び
　⑦妹とのピンクレディごっこ
　⑧フィギュアスケーター
　⑨無限の可能性
　⑩人参、貝類
　⑪老体と上手く付き合いながら、子ども
　　達の成長を見守ります。

■松浦　陽子（まつうら・ようこ）主任
　①蠍座　② A 型　③和歌山・兵庫　
　④大阪　⑤よーぼー　⑥竹馬、サッカー
　⑦半袖、半ズボンで一年過ごしていた
　⑧幼稚園の先生　⑨笑顔、素直
　⑩ほうれん草（子どもの前では食べます）
　⑪子ども達の笑顔が沢山見られますよ
　　うに！シャッターチャンスを見逃さ
　　ない！

■中越　佳江（なかごし・よしえ）　　にじ
　①魚座　② A 型　③埼玉・新潟
　④埼玉　⑤よっちゃん
　⑥スポーツクラブごっこ
　⑦毎年家族で行ったスキー旅行
　⑧幼稚園の先生　⑨笑顔
　⑩生のエビ
　⑪「幼稚園大好き」の声が沢山聞けるよ
　　う、アラフォー全力で一緒に楽しみま
　　す。

      私達も宜しくお願いします！私達も宜しくお願いします！

　  今里　　　　山本　　　　今井　

安全運行チームの紹介

■小谷　隆真（こたに・たかなお）　　　　
　 　園長兼 KI SOMETIMES 編集長兼ホームページ制作責任者
　①山羊座　② A 型　③広島・大阪　④敬愛幼稚園（岸部）
　⑤たかちゃん　⑥子どもの頃から一人遊びが多かったです。
　　当時から凝り性の飽き性は変わっていないようで、何かひ
　　とつの遊びに熱中すると、ずっとそれを続けていました。
　　例えば、園児達が帰った後の砂場で町を作ったり、自転車
　　の荷台用ゴム紐を使って、門の引き戸を自動で閉まるよう
　　に工夫したり（力加減が結構難しかった）、月光仮面の扮装
　　を自分で作って塀の屋根に登ったり、などなど。

　
⑦滑り台の階段から落ちて、顔に擦り傷ができたとき、当時の
　園長（父）が赤チンを顔一面に塗ったこと。
　自分の子どもには手荒かったです。
⑧子役。路傍の石の映画を見たから？
⑨とてつもない発想力。脱帽です。
⑩納豆、パクチーなどの臭いのあるもの。
⑪この原稿を書いているのは自粛要請が
　出ての休園中。一日も早く、子ども達
　の笑顔に包まれたいと切望します。

預かり保育
専任スタッフ

　預かり保育のスタッフは中村さん、松尾さん、小野
さんがシフト制で担当して下さいます。
　なお、バス添乗員さん、及び預かり保育スタッフの
皆さんは全員当園の元保護者の方です。


