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4月の生活目標

いつもいきいき

お休みしない
元気な子 おそくとも登園 1時間前には起きる　朝のごあいさ

つ・着替えは自分でする　洗面・朝食・歯みがき・

用便をする　登園の準備・忘れものはないか　おて

がみやご用はないか　不用なものを持たない　鼻

水・爪・服装の点検　登園のごあいさつ　

全園児 新年度保育について

○３歳児は、少しずつ慣れるため、運動会終了頃まで体
操服での登園とさせていただきます。

○新入の１号認定の方は、８日から12日までの間は慣ら
し保育となります。その期間は11時半帰りです。ま
た、慣らし保育期間は新１号認定の方の帰りのバスは
11時半に園を出発します。15日からは通常のバス運行
で午後２時に園を出発します。

4 月の園行事
乳児 幼児

1 月 家庭協力日

2 火 2・3号保育開始、新 2・3号慣らし保育

3 水 新 2・3号慣らし保育

4 木 新 2・3号慣らし保育

5 金 さくらまつり、新 2・3号慣らし保育

6 土 入園式（土曜保育なし）、０歳児懇談会

7 日 休園

8 月 始業式、１号保育開始、新１号慣らし保育

9 火 身体測定 新１号慣らし保育

10 水
体育（４・５歳児）
新１号慣らし保育

11 木 新１号慣らし保育

12 金 新１号慣らし保育

13 土 土曜保育

14 日 休園

15 月

避難訓練

身体測定、音楽（５歳児・つき）
４歳児散歩（小松原）

16 火
安全の日、全体懇談会・保護者総会

音楽（４歳児・ほし）

17 水 英語（２歳児）
体育（４・５歳児）、英語（３歳児）
そら組園外保育

18 木 体育（２歳児）
体育（３歳児）、英語（４・５歳児）
にじ組園外保育

19 金 第１回保護者委員会、内科検診

20 土 土曜保育

21 日 休園

22 月
５歳児散歩（一里山）
音楽（４歳児・ほし）

23 火 ２歳児散歩（小松原） ３歳児散歩（霊園）

24 水
内科検診予備日

英語（２歳児） 体育（４・５歳児）、英語（３歳児）

25 木 体育（２歳児） 体育（３歳児）、英語（４・５歳児）

26 金
お誕生会

音楽（５歳児・つき）

27 土 土曜保育

28 日 休園

29 月 昭和の日

30 火 国民の休日

 7日（火）…体操服登園開始（衣替え）
10日（金）…遠足
14日（火）…1・2歳児参観日＆学級懇談会

※0歳児は入園式の日に学級懇談会をしますので、
	 　　　		この日はありません。

17日（金）…参観日・学級懇談会（３・５歳児）
20日（月）…避難訓練
21日（火）…参観日・学級懇談会（４歳児）
31日（金）…お誕生会

●５月の予定

全園児 全体懇談会、保護者総会
4月16日（火）

　年度初め恒例の「全体懇談会」と「保護者総会」を開
催します。10時より全体懇談会（園長の挨拶と年間予定
などの説明）、引き続き保護者総会を行います。なお、
学級懇談会は５月の参観後に行う予定です。

全園児 歯科検診を実施します
5月16日（木）

　歯科検診を行います。検診後、5歳児は染色剤を使っ
て、磨き残しのチェックをします。その際、染色液が付
かないように首周りに付ける簡易なエプロンのご用意を
お願いしたいと思います。お手数をおかけしますが、よ
ろしくお願いいたします。なお、エプロンは当日お持た
せください。

お知らせ 園庭の芝生化について

　かねてより構想を温めておりました園庭の芝生化を、
今年度、本格的に進めて参ります。６月に芝生植えを予
定しています。よりよい保育・教育環境の構築へのご理
解ご協力をよろしくお願いいたします。

お願い
消耗品のご協力を
お願いします

　毎年、新年度に「雑巾」のご協力をお願いしておりま
すが、今年度より各ご家庭につき『ティッシュ１箱』を
今月中にお持ちいただけますようご協力のほどお願いい
たします。名前の記入は必要ございません。

　新年度が始まりました。今年度も、どうぞよろし

くお願いいたします。この春初めてのお子さまのご

入園を経験されたご家族のみなさまには、喜び半分、

不安半分の心境でしょう。愛情いっぱい、何ひとつ不

自由のない満ち足りた家庭を離れて、集団という荒

波に立ち向かう、いとおしいわが子の後ろ姿に、思

わず「かわいそうに」と後ろ髪ひかれる思いが募る。

誰しもが経験してきたことでありましょう。

　確かに入園当初の園児たちは、あまりにも激しい

環境の変化に戸惑い、そばにお父さん、お母さんが

いないという不安が交錯して激しく泣きます。ただ

し泣きながらも、健気にもまわりの環境に対する興

味や関心を高めつつ、その流れに自発的に馴染んで

いこうといううれしい変化が見られます。

　一日、一日、日を重ねるごとに、園の生活のリズ

ムに同化しつつ、大きく育っていかれるのが、これ

からの楽しみです。

　ただし、育ちのためにはそれなりの豊かな経験が

必要です。「経験以上に育つものは何もない」のです。

幼な児が自ら育ちのために必要として求めている環

境と関わりながら、いよいよ興味、関心を高めていく、

これが経験なのです。

経験ははばひろいほうが良い。とりわけ、ことばと動

きとリズム、活動の流れはリズムとテンポとくり返

し、これがどの子にも共通の本性的願望に応える生活

経験の基幹なのです。構えて教えることは何もない。

ただその環境と関わりながら、目で見る、耳で聞く、

口で唱える、手で触る、足で動く経験の積み重ねで、

子ども自身がいつの間にか知らぬ間に豊かな育ちを

獲得していくのです。

　幼児教育に置いて、知識や技能を直接教えるとい

う課題はまったくありません。ただ将来、発達の段

階において、自ら知識や技能を獲得するために必要

な知性、感性、力量を磨き上げること、つまり「深

広の根っこ」の育成を志すのが本旨であることを忘

れてはなりません。

　今日もまた「お休みしない元気な子」が喜んで登

園してきてくれる、幼児教育に携わる身の醍醐味を

ひしひしと感じる季節がまた今年もやってきました。



平成 31年度・職員紹介
１年間よろしくお願いいたします

理事長：熊本 マリ子 学園長：西村 博

園長：池野 亮光 副園長：松原 寿子

事務長：髙嶋 鉄 事務主任：礒井 希紀

幼児部主幹：笹江めぐみ 乳児部主幹：長谷川聖子

乳
児
部

ひよこ組（０歳児）・紫色 上籔 裕美・中村 敦子・長谷川聖子

うさぎ組（１歳児）・黄緑色 山田友紀子・大沢 志帆・折出 美紀・菊地 薫

こぐま組（２歳児）・桃色 北山 典子・吉澤優紀奈・盛 美薫

幼
児
部

年少児
（３歳児）

ほ　し組・橙色 吹田 朱音
副担任：熊洞 妙子
　　　　末広 麻美

つ　き組・白色 浅田 加菜

年中児
（４歳児）

おひさま組・緑色 落合かな子 副担任：村田 藍海
　　　　大野 彩乃
　　　山本 静そよかぜ組・水色 髙橋 菫

年長児
（５歳児）

に　じ組・赤色 三谷 侑代
副担任：足立　宣子
　　　　笹江めぐみ

そ　ら組・黄色 美濃部知也

早朝・延長保育担当 山本 未佳・片岡 美代

事　務 中熊 香澄

バ　ス 《運転手・用務・営繕》北川 秀樹・畑田 重治
《添乗》岡元 悦子・田中 篤子・尾崎惠理子・山本 未佳

専　科 《音楽》足立 宣子　《体育》安田 和司
《英語》ブライアン・シムス

給食室
《管理栄養士》清水八重子　《栄養士》米田 千春

《調理補助》内藤久美子・藤原 雅美・
　　　　　木村やい子・小野麻悠子

お誕生日会（毎月実施）

新年度にあたってのお知らせとお願い

　毎月１回、その月に誕生日を迎える子どもたちを祝う
お誕生日会を行います。
　お誕生日会では、誕生月の子どもたちがステージに立
ち、一人ひとりインタビューを受け自己紹介をします。
そして、バースデーカードを受け取り、みんなから「お
めでとう！！」の言葉をいただきます。教職や子どもた
ちからの出し物もあり、給食の献立もお誕生日メニュー
になるため、子どもたちの楽しみな行事です。
　祝ってもらう子どもたちが一つ大きくなった喜びを感
じ、祝ってもらうことに感謝する大切さを知るとともに、
祝う子どもたちも「祝ってあげよう」という気持ちを抱
き、共に喜ぶことを学びます。

身体測定（毎月実施）

　どれほど身長が伸びたか、体重がどのくらい増えたか
を知り、自分の体の成長や発達に関心を持ち、健康の大
切さを知るため、毎月身体測定を実施しています。毎月
の記録はおはようブックに記入しています。お子さまと
共に成長を確認してください。

避難訓練（毎月実施）

　火災や地震を想定して、月に一度、非常ベルや園内放
送を用い、避難訓練を実施しています。防災への意識を
高め、するべき時に速やかに行動できる子どもの育成を
目指します。

ご来園について　　　　 　　　　　　

《駐車場・駐輪場》
　当園では、駐車場が手狭で、送迎時は大変混雑いたし
ます。長時間の駐車並びに近隣に迷惑になるような駐車
は固くご遠慮願います。なお、園前道路では徐行運転を
お願いしており、駐停車の際は方向指示器・ハザードラ
ンプの点灯を厳守ください。
　行事の際の自家用車での登降園については、その都度
ご案内をいたしますので、ご確認ください。
　駐輪場については、正門前の駐輪場をご利用ください。
《保護者用名札》
　ご来園の際やバスの送迎時には、必ず保護者用名札の
着用をお願いします。保護者用名札は、卒園までご使用
いただきますので紛失なさらないようお願いします。万
が一紛失された場合は再発行いたしますが、その場合は
有料となりますのでご注意ください。

保育時間の超過について 　　　　　　

【１号認定家庭】
8:50 以前に登園、また 14:10 以降のお迎えは、別途
延長保育料が時間に応じて必要になります。
また、延長保育時、17:00 以降のお迎えも別途延長
保育料がかかります。

【2・3号認定家庭】
申請時間より早くお子さまをお預けになられたり、お
迎えの時間が遅れた場合は、１回ごとに別途延長保育
料をいただきます。また、申請時間を超える日が続く
場合は、申請時間の見直しをお願いすることがありま
すので、ご承知おきください。

専科活動について　　　　　　 　　　

　体育・音楽・英語の専科講師によるレッスンを行って
います。体育は、跳び箱・マット運動・なわとび指導、
音楽は、歌やけん盤ハーモニカのレッスン、英語は、ネ
イティブの先生による楽しいレッスンなど、学習指導を
目的としたものではなく情操教育の一環として実施して
おります。

課外教室について（幼児部） 　　　　　　

　今年度も、保育終了後の課外教室を開講いたします。
詳細のプリントは後日配布いたしますのでご覧の上、ご
希望の方は、案内のプリントに従ってお申込みください。
　なお、今年度から体操、サッカーに加え、英語を開講
する予定です。
■ご利用にあたって
1.　課外教室を受講される場合は、基本的にお迎えにな

ります。通常の降園バスは利用できません。
2.　保育時間終了から課外教室までに時間がある場合、

または、１日に２つの課外教室を受講され２つの受
講の間に空き時間が出る場合は、一旦お迎えに来て
いただくか、あるいは、１号認定家庭の方は延長保
育をご利用ください。

3.　課外教室受講の際、自家用車でのお迎えについては
大萱霊園の駐車場への駐車をお願いしています。そ
の際、駐車許可証が必要ですので、各課外教室の先
生までご請求ください。

　※クラス名の後に記載の色は、カラー帽子の色です。
　※古川弘先生は、３月末をもって当園を退職し、関連法人に移籍いたしました。同法人との申し合わせで、主に午前中は当園で
　　の業務に引き続き当たることとなりました。　


