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令和 3年４月 23日 
浦和明の星幼稚園 
園 長 栗田 亨 

園庭のソメイヨシノは新年度を待たずに花をつけ、やがてハラハラと散り、風にあおられ花びらの 

ダンスを披露し、花筏となって見沼代用水を進みました。そして、今は満開のヤエザクラが、新しい 

園児を迎えようとしています。 

保護者の皆様には、お子様のご進級、ご入園誠におめでとうございます。年少組 98 名、年中組 7 

名の新入園児を迎え、総勢 311 名で浦和明の星幼稚園の令和 3 年度が始まろうとしています。 

今年度の園の最重点課題は、ちょっと大袈裟かもしれませんが、「コロナ後を見据えた新しい保育 

への挑戦」です。コロナ下で 2 度目の春を迎え、昨年度の知見を生かして、今ある条件で子どもたち 

の主体的な遊びを実現するために何ができるか知恵を絞って取り組みます。また、新たな施設・設備 

を導入したら何ができるか、今は未だコロナの真っ最中ですが、安全を第一に、これまでの明の星の 

よさを生かしつつ新しい保育の可能性に挑戦したいと考えています。具体的には、保育の質向上のた 

め今年度新たに教育課程会と研修会を設けました。例えば、これまでもご紹介してきました通り、運 

動会などの行事を通して子どもたちは大きく成長します。行事のよさは、子どもの成長を目の当たり 

にできることかも知れません。その行事のよさを更に生かすために、今一度ねらいから見直し、子ど 

もが本気で遊びながらねらいを達成できる活動にしていく、その大枠を決めるのが教育課程会です。 

一方、研修会はこれまでも行ってきましたが、例えば作品展の後に各クラス・学年の取り組みを紹介 

し合い、教員同士が指導力を高め合うような活動です。これを、係である教員が主体となって月に一 

度定期的に実施していき、子どもたちがより笑顔で、楽しい園生活を送ることができるようにしよう 

というものです。 

一方、施設・設備面では、コロナのため夏冬問わず窓を空けて換気しながらの冷暖房を強いられる 

ため、老朽化したエアコンを新しくします。今年度は、春休み中に２階全室のエアコンを高性能な物 

に新調し、換気しながらの運用が円滑にできるようにしました。また、昨年度実施できなかったプー 

ルですが、可動式屋根の天窓に当たるポリカーボネート部分がたいへん劣化してきましたので、ゴー 

ルデンウイーク中に足場を組み、新しいものに取り換えます。さらに、コロナ対策で人数を制限して 

使っている園児用の机イスも劣化のひどいものから順次新しい物に替えていきます。 

さらに、今年度も『幼稚園のしおり』を見直しました、概要は後に譲りますが、その中ｐ４「楽し 

い園生活にするために」の最初、これまで７番目に位置付いていた「気持ちのよい挨拶ができる」を、

園の実際の指導に合っているからという教員の意見で、１番最初にもってきました。これからも、 

○あ明るく、○いいつも、○さ先に、○つ伝わるような挨拶のできる豊かなこころをもった子どもを育て

ていこうという思いを込めました。本年度も、教職員一同「園児と保護者を真ん中に置いた教育」を 

目指しますので保護者の皆様の本園活動へのご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

園だより ―4 月― 
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令和３年度 教職員紹介  

    

理 事 長             島村  新   （しまむら  しん） 

園   長             栗田  亨   （くりた  とおる） 

教   頭             坂本  弘美  （さかもと ひろみ） 

 

年少組 ちゅうりっぷ１組 担 任  町田  雛乃  （まちだ  ひなの）    

副担任  矢作  かおる （やはぎ  かおる） 

 ちゅうりっぷ２組 担 任  染谷  真悠  （そめや   まゆ）  旧姓：内藤 

副担任  菊地  理沙  （きくち   りさ） 

  ちゅうりっぷ３組 担 任  鈴木  聖子  （すずき  さとこ） 

副担任  榎本  茉奈花 （えのもと まなか） 

年少組フリー        高山  美和子 （たかやま みわこ） 

 

年中組 すみれ組    担 任  阿部  栞   （あべ   しおり） 

    たんぽぽ組    担 任  今村  和   （いまむら  あい） 

ひまわり組    担 任   中島  めい  （なかじま  めい） 

    すずらん組    担 任  代   典子  （だい   のりこ）  

年中組フリー              松本  幸   （まつもと  さち） 

 

年長組 う  め組    担 任  早川  弘恵  （はやかわ ひろえ）      

    ゆ  り組    担 任  小野寺 笑璃  （おのでら えみり） 

    さくら組    担 任  高井  ゆきの （たかい  ゆきの） 

    き  く組    担 任   片桐  芽吹  （かたぎり いぶき） 

 

事 務 長             和合谷 信代    （わごや  のぶよ）  

事 務                       三枝  恵      （みえだ  めぐみ） 

事務・保育補助                星野   愛里    （ほしの  あいり） 

スクールバス添乗                久保田 真美    （くぼた  まなみ） 

村井   陽子    （むらい  ようこ） 

                  高山   美和子  （たかやま みわこ） 

栗橋   理恵子  （くりはし りえこ） 

スクールバス運転手               飯野  恒彦    （いいの つねひこ） 

山田   俊彦     (やまだ としひこ） 

                  荒川  新治    （あらかわ しんじ） 

預かり保育            担  任   秋田   直美    （あきた  なおみ） 

            担任補助   長田   みゆき  （おさだ  みゆき） 

西浦   愛恵    （にしうら まなえ） 

★新教職員のご紹介 

 ４月１日付で、榎本 茉奈花が着任しました。どうぞ宜しくお願いいたします 
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正課担当講師の紹介 
 
【体操指導】  

週 1 回、専門講師による体操指導を行っています。 

指導：総合体育研究所 大河戸 卓（おおこうど すぐる）先生 

【英語指導】 

  年長組、年中組 木曜日（隔週）、外国人講師による英語に親しむ活動をします。 

指導：株式会社ジャクパ  デイビッド・オックスレー先生 

 

※体操指導、英語指導は園行事等のため変更になる場合があります。毎月の「園だより」でご確認くだ

さい。 

 

令和３年度 正課・課外のお知らせ 

  今年度の正課（保育活動の一環）と課外（保育活動外）は、下記の曜日になります。 

課外の申込書は、準備でき次第配布いたします。 

 
正 課 課 外（希望者のみ） 

月曜日 
 キッズチアクラブ（年中・年長） 橋 本先生 

学研 科学ルーム６月～（年長） 栗 本先生 

火曜日 
体操指導        大河戸先生 

（年中組・年少ちゅうりっぷ３組） 

スポーツクラブ（年中）     大河戸先生 

学研 プレールーム（年長）   栗 本先生 

水曜日 
体操指導        大河戸先生 

（年長組、年少ちゅうりっぷ 1、２組） 

スポーツクラブ（年長）     大河戸先生 

学研 プレールーム（年中）   栗 本先生 

木曜日 
英語          デイビッド先生 

（年長組・年中組 隔週） 

英会話（年中、年長）    デイビッド先生 

金曜日  サッカークラブ（年中・年長）  大河戸先生 

※課外の英会話、スポーツクラブ、サッカークラブについては、正課と同じ先生が担当致します。 

※課外の英会話・学研プレールーム・科学ルームは、エンジェルルームで行います。 

（園庭を通り抜けた園舎奥、1 階園舎離れです） 

 
体操指導・英語日程 

・全学年運動会終了まで、体操指導の日は体操着を着  

 て登園してください。 

・長袖体操着を着る場合は、中に半袖体操着を着て来 

 てください。 

・年少組の体操指導は、５月より始まります。 

 

 

 

 
年中組 年長組 

体操指導 20 日（火） 
27 日（火） 

14 日（水） 
21 日（水） 

英 語 22 日（木） 15 日（木） 
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諸 連 絡  

１ 登降園について（徒歩、車コースの方） 

【登園時間】  

８：３０～９：００ 

【降園時間】  

 

 

 

 

 

＊密集しないよう、時差を設けています。 

【降園場所】 
全学年：園児玄関 
クラスごとに、一斉にお引渡ししますので、 
時間には必ずお越しください。 

【駐輪場】 
・エンジェルルーム側の擁壁沿い 
・ジュビリホール前駐輪場 

【駐車場】 
体育館下 

＊その他スペースには駐車しないでください。 
※専用門は、登園時は９：１５、降園時は 
１４：３０（午前保育 11：30）を過ぎます 
と、安全のため施錠いたします。ご用の方は
正門よりお入りください。 

 
２ 欠席・遅刻の連絡について 
 ・7：30 までに、バスキャッチにてご連絡くだ

さい。（24 時間送信可能） 
間に合わなかった場合は、9 時までに、園へ
電話連絡してください。バス利用の方は、バ
ス添乗員携帯へも連絡をお願いいたします。 

 ・事前に欠席がわかっている場合は、バスキャ
ッチ連絡と担任にも書面にてお知らせくだ
さい。 

 ・週末欠席の場合には、持ち帰りの荷物をどう
するのかを記載してください。 
（「幼稚園のしおり」Ｐ.18 参照） 

 
３ 諸届、願 様式の見本について 
  治癒証明書、インフルエンザ・その他感染症

治癒報告書、欠席届、忌引き届等の様式は「幼
稚園のしおり」に掲載しています。A４サイ
ズにコピーしてお使いください。 
年度初めにあたり、治癒証明書、インフルエ
ンザ・その他感染症治癒報告書の用紙を差し
上げますので、コピーしてお使いください。 

（幼稚園のしおり P.６、７参照） 

４ 緊急連絡について 
  園からの緊急なお知らせは、バスキャッチで

配信することがありますので、登録された 
機器で必ず確認してください。 

 
５ 車両カードについて 
  新入園のご家庭には、車両カード（黄色、車

通園の方はピンク）をお渡しいたします。学
園正門を通過される際、車のダッシュボード
に置き警備員にご提示ください。なお、車両
カードは卒園時に、ご返却ください。 

 
６ ネームタグについて 
  幼稚園関係者の証として、バス停の送迎や来

園時に必ずおつけください。卒園時にご返却
ください。（ご兄弟が在園の場合は、最後の
方が卒園の際返却） 

 
７ 保育料口座振替について 
  【振替日】  毎月 12 日 

（金融機関休業日は翌営業日） 
  【4 月振替日】 在園児 12 日（月） 
          新入園児 27 日（火） 

※前日までに残高をご確認ください。 
※引き落としができなかった場合は、後
日お渡しする振込用紙でお支払いく
ださい。 

（手数料のご負担をお願いいたします） 
 
８ 個人用品の購入について（進級児のみ） 

ご希望の方は、封筒にクラス名、名前、注文
品をお書きの上、代金を入れて、担任を通し
てお申し込みください。 締切り 12 日(月） 

クレヨン    800 円 
サインペン   930 円 
サインペン 1 本 110 円 
の り     280 円  

            

９ こどもの日のお祝いについて 

  27 日（火）クラスでこどもの日をお祝いし、

記念撮影をします。PTA より、かしわ餅がで

ます。欠席の場合は、受け取り方法をバスキ

ャッチでご連絡ください。（①帰りバスにの

せる ②園に取りに来る ③園で処分する） 

お願い 

１ 学園内の車両走行は、徐行、スクールバス優
先でお願いいたします。 

２ 降園後は、園庭で遊ばずにお帰りください。 

 午前保育 通常保育 

年少 １１：００ １４：００ 

年中 １１：０５ １４：０５ 

年長 １１：１０ １４：１０ 
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給食について 

  

 

先生やお友達と一緒に楽しく食事をする経験を通し、食物への興味や関心を広げたり、食事のマナ

ーを身につけたり、食にかかわるすべての人やものに対する感謝の気持ちなどを育みます。 

 

【給食実施日】  原則 月、火、木、金曜日 週 4 回   

         ※主要行事一覧表（給食実施日マーク★でご確認下さい） 

         例⇒ 欄の中に「少・中」とあるのは、年少、年中のみ給食があるという意味です 

 

【お弁当持参日】 原則 水曜日 

        ※給食回数、行事等により、通常実施曜日がお弁当になる場合や、水曜日が給食になる

場合もあります。変更の場合は、「園だより」に記載しますのでご確認ください。 

 

【持ち物】 年 長 組  ３点セット（箸、スプーン、フォーク）、ナプキン、コップ 

口拭きタオル、ハブラシ 

    年中組・年少組  2 点セット（スプーン、フォーク）、ナプキン、コップ、口拭きタオル、 

歯磨きセット  

＊年中組のみ、お箸は発達に合わせ使用していきます。お箸持参の時期につきましては、

決まりましたらお知らせいたします。 

※持ち物は、「幼稚園のしおり」P 8、13 参照 

【給食提供】 名阪食品株式会社 

      浦和明の星女子中学・高等学校カフェテリア厨房で作り専用車両で幼稚園まで配送します。 

 

【メニュー】 管理栄養士が立てた献立表を、前月末に配布します。     

       アレルギー対応の方は、個別献立表をお渡しいたします。 

 

【給食費】 月額 5,300 円 （8 月はありません） 

埼玉県からの指導により、保育料と一緒に納入して頂きます。 

 

【その他】・特別な事情で長期（１ヶ月単位）に欠席される場合は、給食費を返金いたします。所定の用

紙をお渡しいたしますので、早めに担任にお知らせください。 

・毎週水曜日が翌週の発注日となっています。翌週の欠席、早退等で給食を取らない場合には、

食材を無駄にしないためにも、早めに担任まで書面にてお知らせください。 
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クラス懇談会について 

保護者と幼稚園が連携し、子どもの豊かな育ちを支えていけるよう、懇談会を行います。 

幼稚園のしおり、上履きをお持ちください。 

＜年長クラス懇談会＞ 

4/22（木）13：10～14：10  年長お弁当持参 年中・年少午前保育    

＜年中クラス懇談会＞ 

4/23（金）13：10～14：10  年中お弁当持参 年長・年少午前保育 

＜年少クラス懇談会＞ 

    4/28（水）12：30～13：30  年少お弁当持参 年長・年中午前保育  

 

＊懇談会終了後、親子で降園となります。ご都合のある方は、預かり保育も利用できます。 

＊全園児、預かり保育あり（お弁当持参） 

＊懇談会欠席の場合は、担任にお知らせください。 

     

 

 

令和３年度おひさま教室入会募集（未就園児） 

下記クラスに若干の空きがあります。 

ご希望の方は、幼稚園までご連絡ください。 

ご近所やお知り合いの方に、是非お声掛けください。 

A クラス 火曜日 9：15～    

C クラス 水曜日 9：15～   

E クラス 木曜日 9：15～ 

F クラス 木曜日 10：30～ 

       浦和明の星幼稚園   048-873-5850   

 

 

服装について 
【年中組、年長組】 

  制服、冬制帽 
気温や体調に応じて、ジャケットを着ずにブラウスに 
ズボン、またはスカートで登園しても構いません。 
その場合、名札はブラウスにお付けください。 

 
【年少組】 
体操着、冬制帽 

  気温や体調に応じて、長そで体操着を着ずに登園しても 
構いません。 

※5 月より、夏スモックを着用致します。ご準備ください。 

 

お誕生日について 

園長先生にお祝いの言

葉をいただいたり、おや

つを食べたりして、誕生

月のお友達を、みんなで

お祝いします。 

明の星の聖母マリア様

がいつも守ってくださる

ように、メダイをプレゼ

ントします。制服の胸、

帽子等につけ、大切に 

お使いください。 
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＜４月の行事予定＞ 

8 木 始業式 午前保育 11時降園 預かり保育開始（在園児のみ） 

持ち物：上履き、着替え袋、出席カード、カラー帽子注文書 （年中 マークシール）  

 ※「やまゆり」参照 

9 金 在園児のみ登園 午前保育 11時降園 

10 土 令和 3年度 入園式 在園児休み   9 時半開式  於）ジュビリホール 

12 月 年長、年中 全員登園 午前保育 11時降園  年長、年中 預かり保育開始 

年少 分散登園 Aグループ 

持ち物：週初めの持ち物 

＊在園児 4 月分保育料引き落とし（4/9（金）までに残高をご確認ください） 

 13 火 午前保育 11時降園 

年少 分散登園 Bグループ  

14 水 通常保育 2時降園 全園児弁当持参  

年少 預かり保育開始（登園該当児のみ） 

年少 分散登園（～4/23まで） 

年長 体操指導  体操着登園 

持ち物：お道具箱一式、粘土ケース               ※「やまゆり」参照 

15 木 年中、年長 給食開始 ＊給食セット持参 

年少 弁当持参 

年長 英語指導 

19 月 年長 チャペル訪問 

20 火 年中 体操指導  体操着登園 

21 水 年長 体操指導  体操着登園 

22 木 年長 クラス懇談会 年長 弁当持参  年中、年少 午前保育    ※詳細は後日  

年中 英語指導    

23 金 年中 クラス懇談会 年中 弁当持参  年長、年少 午前保育       〃            

26 月 年少 全員登園開始  

4 月生まれのお誕生会        

27 火 子どもの日のお祝い、写真撮影      ※柏餅を持ち帰ります ※詳細は No１－４ 

年中 体操指導  体操着登園 

＊新入園児 4 月分保育料引き落とし（4/26（月）までに残高をご確認ください） 

28 水 年少 クラス懇談会 年少 弁当持参  年長、年中 午前保育    ※詳細は後日     

29 木 昭和の日 祝日 

30 金 振替休業日（4/10 の代休） 




