
  

№11－１     
                                 令和 2 年 12 月 21 日 
                                   浦和明の星幼稚園 

    園 だ よ り ―１月― 園長  栗田 亨 

 

先週のクリスマス会、皆様方のご理解・ご協力のお蔭で無事に、そして盛大に開催することがで

きました。誠に有難うございました。お子様の姿は、いかがだったでしょうか。めいっぱい褒めて

いただきましたでしょうか。羊の衣装を着て担任に手を引かれて整列し、歌い踊る可愛い年少さ

ん。マイキャンドルを持って自分たちだけで整列し、自分のことは自分でできる聖歌隊役の年中さ

ん。聖劇の意味を知り、自分の役を好きになり、役のあるじとなろうと練習を積んだ年長さん。去

年の形を知っている保護者の方から、「ステージ一杯に大きく広がったフィナーレは、コロナ対策

もばっちりで、感動的でした」と褒めていただきました。、全園児で行うことができて、成長の段

階も分かり本当によかったなあと思いました。 

 

さて、11 月の分散ほいく参観でのことです。年長組のあるクラスでは、クラス全体で〇×クイズ

をしました。その日来園予定の保護者のお子様が、自分についてのクイズを出し、クラス皆で考え

て〇か×に移動し、保護者の方が答えを発表するというものです。問題の内容は正確には覚えてい

ませんが、「昨日自分がゲットしたポケモンの名前は□□である。〇か×か。」というものでした。

ポケモン大好きな子が多く、友達どうしてああだ、こうだと言いながら、〇と×半分くらいに分か

れました。ここで、ヒントが出されると、詳しい子が、「□□だから絶対に〇だよ。」と言って皆を

誘いました。すると、一気に〇の方に移ってしまい、一人の男の子だけが×に残りました。その子

は、何度誘われても自分の考えを変えずに、×に残りました。そしていよいよ結果発表です。どう

でしょう。正解は何と、×だという事でした。答えが分かるまで本当にドキドキしていたであろう

男の子の表情が急に輝きました。大勢のお友達が、こっちだよと言い出して、それでも自分の信じ

た答えの通り行動する。例え一人になっても自分の頭で考えたこと、決めた通り行動することは、

とても勇気がいることだと思います。その子のブレない姿はとても立派だと思いました。 

 

普段、私たちは、何か決断しようとする時、まずは情報を集め、自分の頭で考ます。考えが揺ら

ぐときは、他に助けを求めることもあるでしょう。しかし、コロナ禍の今、目に見えない脅威や不

安が先に立ち、様々な情報や極端なご意見も聞かれます。こんな時だからこそ、普段からしっかり

情報を入手し、この男の子のようにブレないで決断したいと改めて思いました。 

 

コロナで始まりコロナで終わりそうなこの一年ですが、分散させることによって、生活習慣が確

実に身に付くなど実践してみて分かったこともたくさんあるようです。ご家庭でもこの一年のお子

様の成長を始め、コロナのプラス面の影響について話し合ってみてください。これから先長い人生

を生きるお子様にとって「生きるすべ」となることがあると思います。静かなクリスマスを、そし

てよいお年をお迎えください。 
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＜体操指導・英語日程＞ 

年長・年中…体操着登園 

年少…体操着持参 

（参観日は体操着登園） 

□…体操参観日 

体操参観について 

 下記の日程で、体操参観を行います。お子様のクラスの時間をご確認の上お越しください。 

コロナ対策として、検温、マスク着用、保護者 1 名の参加でお願い致します。（ビデオ撮影は可） 

※上履き、外靴を入れるビニール袋をお持ちください。 

※参観日は、年少組も体操着登園となります 

※舞台上の椅子と階段に座って参観していただきます。 

【1 月 19 日（火）】 

ゆ り ちゅうりっぷ１ さくら き く う め  

10：10～10：35 10：40～11：00 11：05～11：30 11：35～12：00 13：00～13：25  

【1 月２０日（水）】  

すみれ ちゅうりっぷ３ ちゅうりっぷ２ ひまわり すずらん たんぽぽ 

10：10～10：30 10：35～10：55 11：00～11：20 11：25～11：45 11：50～12：10 13：00～13：20 

お知らせ 

１ 学校評価について 

令和元年度幼稚園自己評価及び、評価委員

による評価結果を、ちゅうりっぷ 1 組前掲示

板に、公開していますのでご覧ください。 

２ クリスマス会の忘れ物について 

   ジュビリホールでの忘れ物が届いており 

ます。お心当たりの方は、事務室へお声かけ 

ください。 

３ 12月出席カード欠席日数について 

12 月分の欠席日数は、次回お預かりの際に  

記入します。 

４ リーフレットについて 

さいたま市幼児政策課より、「感染性胃腸

炎予防」のリーフレットが届いていますので、

全園児に配布します。 

お願い 

１ 浦和明の星女子中学校入試に伴う、校地内の 

  走行について 

浦和明の星女子中学校入学試験（1 回目）

が、1 月 14 日（木）8 時 30 分開始で行われ

ます。学園内に、2 千人を超える人が入りま

すので、自家用車、自転車での送迎の際は、

十分ご注意ください。 

２ 登園時間について 

   徒歩、自家用車登園の方は、登園時間９時

をお守りください。特に年長組は、就学に向

け、8 時 30 分を目標にしてください。 

 

 

 

 

 年 長 組     

ちゅうりっぷ 1 

年 中 組 

ちゅうりっぷ 2・3 

体操指導 １/１２，１９，２６（火） １/１３，２０，２７（水） 

英 語 年長 １/２１（木）  年中１/１４、２８ （木） 
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３ 個人用品について 

   のり、クレヨンは、下記に該当する場合の

み持ち帰ります。 

＜のり＞ 

・使い切った、残りわずかの場合は、園で購入 

してください。（270 円） 

＜クレヨン＞ 

・折れたものは、セロテープで直してください。 

・使い切った場合は、ばら売りのクレヨンを購 

入してください。（キャラクターもの不可） 

園での販売はケース売りのみ（750 円） 

・減っているものは剥離紙をはがしてください。 

＜カラーペン＞ 

・書けなくなった色は、園で購入してください。 

（1 本 110 円） 

４ 帽子のゴムについて 

制帽、カラー帽子のゴムを確認し、伸びて

いたらつけ直してください。 

 

 

 

 

５ マスクの予備について 

  【年中、年長組】マスクとハンカチの予備を 

 それぞれ１枚ずつ、鞄と着替え袋の両方に 

常備してください。 

【年少組】マスク３枚を名前の書いたジッパ 

ー付きビニール袋に入れて持たせてくだ 

さい。無くなりましたら、袋を持ち帰りま 

すので補充して下さい。 

  ※マスクにも、必ず記名をお願いします。 

６ 着替え袋について 

   中身を確認し、始業式（1/8）にお持たせく

ださい。（肌着１枚、パンツ１枚、靴下１足、

記名したスーパーのビニール袋２枚） 

  ※年中、年長組は、マスク、ハンカチの予備 

７ 記名について 

   すべての物に、記名をお願い致します。 

ハンカチ、テッシュ、制服、ベスト等の名前

が薄くなっている場合、濃く書き直してくだ

さい。

 

クリスマス献金のお礼 

幼稚園のクリスマス会に際し、みなさまから多       

くの善意を頂きましたことをお礼申し上げます。

総額  １８５，３１１円集まりました。    

献金は、今年度も各カトリック施設に送らせてい

ただきます。ご協力に心から感謝致します。 

【送金先】 カトリック児童福祉会、カトリック 

  カリタスジャパン、難民あかつきの村、 

イースタービレッジ、自立村運動事務所、 

サポートステーション「もみの木」 

 

年長組お別れ遠足について 

  お別れ遠足として、葛西臨海水族園を予定し

ておりましたが、現在コロナ感染拡大防止のため

団体の受け入れは休止となっています。つきまし

ては、場所、実施日を、下記のように変更いたし

ます。 

【場 所】川口グリーンセンター 

【実施日】２月１７日（水）、予備日１９日（金） 

※両日とも、雨の場合は中止となります。 

※１７日（水）と１９日（金）はお弁当持参 

  

 

 

 

 

 



  

No.11－４ 

＜１月の行事予定＞ 

1 金 元日  年始休暇（1/3 まで） 

４ 月 振替休業日 （1/7 まで、預かり保育なし） 

８ 金 始業式 午前保育 11時降園  ※週末の荷物持ち帰りなし 

預かり保育開始 

11 月 成人の日 祝日  

 12 火 通常保育 給食開始 

年長、ちゅうりっぷ１ 体操指導    年長 体操着登園、年少 体操着持参 

＊1 月分保育料引き落とし（1/8（金）までに残高をご確認ください） 

＊預かり保育納入袋１２月コピー締切り 

計算書式はコピー右上にのり付け（2 号認定の方のみ、利用なしの方は必要ありません） 

13 水 年中、ちゅうりっぷ２，３ 体操指導  年中 体操着登園、年少 体操着持参 

14 木 年長 チャペル訪問 

年中 英語指導 

＊浦和明の星女子中学校入学試験 1 回目  ※詳細は No.11-2 

15 金 年中 チャペル訪問 

幼稚園体験教室Ａ－① 令和 3 年度新入園児対象 

18 月 幼稚園体験教室Ｂ－① 令和 3 年度新入園児対象 

19 火 年長、ちゅうりっぷ１ 体操参観    年長、年少 体操着登園 

 ※上履き、外靴を入れるビニール袋持参  詳細は No.11-2 

20 水 年中、ちゅうりっぷ２，３ 体操参観  年中、年少 体操着登園 

 ※上履き、外靴を入れるビニール袋持参 

21 木 年長 英語指導 

22 金 バス乗車時の避難訓練（バス利用児のみ） 

25 月 1 月生まれのお誕生会 

幼稚園体験教室Ｃ－① 令和 3 年度新入園児対象 

26 火 年長、ちゅうりっぷ１ 体操指導    年長 体操着登園、年少 体操着持参 

27 水 年中、ちゅうりっぷ２，３ 体操指導  年中 体操着登園、年少 体操着持参 

28 木 年少 チャペル訪問 

年中 英語指導 

29 金 午前保育 11時降園   入園説明会（午後） 
 
                     
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 

ご家族おそろいで 
よいお年をお迎えください 
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冬休み預かり保育のお知らせ 

 
 
 園庭の桜の木は葉を落とし、寒そうに枝が震えているようです。冬休み期間中も４日間預かり保育を下記日程で
行います。 
 
＊＊入室前のお願い＊＊ １．登園前の検温 （37℃を超える場合はお控えください） 

              ２．必要不可欠の場合のみのご利用 
 
期 間    12 月 22 日（火）～12 月 25 日（金）➡ ４日間 
 
時 間    8 時 30 分～18 時 00 分 *午前から入室の場合は 9 時 30 分までを目安にご入室下さい。 
 
金 額    １，５００円（入室 退室時間に関わらず、1 回 1,500 円でお預かりいたします） 
 
利用方法   事前申し込みは必要ありません。ご利用日に預かり保育納入袋に費用を入れ、直接預かり保育室ま

でお子様をお連れ下さい。（初回の方は預かり保育申込書を必ずご提出下さい） 
       入口に預かり保育名簿を置いていますのでご記入下さい。 
 
持ち物   ・お弁当 （12 時～13 時を挟んで利用される場合、お弁当・コップ・歯ブラシ・エプロン）を持たせ

てください 
      ・上履き・ハンカチ 2 枚・ちり紙・マスク 2 枚・ループ付きタオル 
      ・冬用ジャンパー （幼稚園で日常使っている物） 
      ・着替え（体操着、またはブラウス、制服のズボンかスカート、お着替え袋） 
      ＊おやつ➡午後におやつを食べます。アレルギーでおやつ持参となっているお子様のみご持参下さい。 
           ＜入室時、担当教員にお渡し下さい。＞ 
       
服 装   体操着、靴下、カラー帽子、園バッグ、お手提げ 
 
＊お子様の送迎時には必ず、ネームタグを首から下げて下さいますようお願い致します。 
＊預かり保育のお迎えは高校生以上の方にお願い致します。 
 
 冬ならではの遊びを取り入れ、お友達と仲よく遊ぶ、静かにお話を聞く、考えて行動する、約束を守るこ 
となど、まとめの 3 学期を迎えるに当たり、落ち着いた行動がとれるように、１～２学期で身についた大切 
な習慣を忘れないように、延長保育として大切なお子様をお預かりいたします。預かり保育担当者、教職員 
で担当致します。 
 
★冬休み預かり保育の一日★ 
８：３０～１０：００  入室・自由遊びなど            ―★お願い★―- 

１０：００～１１：４５  主活動（遊戯室、園庭 その他）   ●体調を崩し易い時期ですので、出掛けの 
体温計測をお願いします。 

１１：４５～１３：００  お弁当               ●緊急連絡先には、常に連絡の取れるように    
１３：００～１４：００  身体を休める時間          ●納入袋には必ず当日の月日を記入。      
１４：００～１５：１５  主活動（遊戯室、園庭 その他）     （未記入、月日間違いの無いように）    
１５：１５～１６：００  おやつ                     
１６：００～１８：００  保育室での遊び                
：天候、人数、諸事情により変更いたします。 

 
 


