No．２－１

園だより ―5 月―

令和 3 年４月 28 日
浦和明の星幼稚園
園 長 栗田 亨

ツツジがちらほら咲き出し、新しい緑の葉っぱが清々しい風に吹かれて揺れています。
全園児が登園した初日は、朝「お早うございます」の挨拶に初めて「お早うございます」と応えら
れた子もおり、会心の笑顔で「おりこうさん」と褒め称えました。分散登園の成果かなと喜びました
が、「ママに会いたい」と泣き続ける子も多く、教職員総出であやしたり、遊びに気を向けたりして
面倒をみました。そんな年少さんも 3 日目を迎え、少しだけ落ち着いてきたようです。靴の脱ぎ履き
などの面倒を見てくれている年長さんの動きも、だんだん板に付いてきていて心強い限りです。
懇談会には、大勢お集まりいただき有難うございます。役員も滞りなく決まったとのことです。連
休明けの 7 日（金）には、新しい正副会長、部長などが選出されると聞いています。どうぞよろしく
お願いします。
さて、26 日（月）に行われた今年度初めてのお誕生会は、「コロナ後を見据えた新しい保育への挑
戦」の第一弾として、教員が次のようなアイディアを出しました。➀お祈りから始める。②今月の歌、
今回は「ちゅりっぷ」を歌う。③園長が誕生日のお友達の名前を呼び掛ける。④園長の話。⑤担当教
員のお楽しみコーナー、今回は「鳴きまねクイズ」を行う。一堂に会することは叶わなくても、放送
を通じて少しでも一体感を出そうと工夫しました。園児は、音楽に合わせて踊ったり、耳を澄ませて
動物の鳴き声に聴き入ったりしていました。園長は、「みんなが仲良く楽しく過ごすために－ルール
の理由を知り分かりやすく伝えよう」というお話をしました。家庭にもルールがあるように、大勢が
暮らす幼稚園には様々なルールがあります。ルールには、それがある理由があるので、理由をよく知
ることで、守ろうという気持ちが強くなる。同時に、分からないお友達には、優しく分かりやすく伝
えようというものです。そうすることによって、ルールの理由がよりよく分かるようになり、どう説
明するか考えることで頭がよりよくなるというお話をしました。
幼稚園では、これまで朝の活動や園庭の使い方について暗黙の了解でバランスをとっていました。
園児数が増えたことやバス便の利用時間が長くなったことなどを踏まえて、それらのルールを見直
し、明確化しました。具体的には、正課活動の有無や時間帯によって様々ですが、混み合う時間帯で
のボール運動を控えたり、学年によって思いっきり動き回れる時間帯を設けたりしようというもの
です。これらによって、園庭での衝突事故が少なくなり、また思いっきり遊ぶことができるようにな
ることが期待されます。
明日からゴールデンウイークです。懇談会の折にもお話ししました通り、安全に十分留意しながら
体を使う体験を通して、今、家族で居られる幸せを味わってほしいなあと思います。そして、どんな
ルールがあるか、その理由について話し合うような機会も持っていただけたなら幸いです。
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体操指導・英語日程

浦和レッズサッカー教室（年長）
浦和レッズのコーチと一緒に、サッカーを通して
体を動かす楽しさを体験します。

年中組
ちゅうりっぷ 3
体操指導

年長組
ちゅうりっぷ 1，2

11、18、25 日（火） 12、19、26 日（水）

英 語

【日 時】 5 月 21 日（金）
う め・ゆ り組 10：10～11：00
さくら・き く組 11：10～12：00

13 日（木）

６，27 日（木）

【服 装】 体操着登園
【持ち物】 水筒

・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。
☆ 年少遠足実施の場合・・・5/11 年中のみ
年少遠足延期の場合・・・5/18 年中のみ

【場 所】 学園総合グラウンド
＊雨天、グラウンド
の状態の悪い場合は、中止となります。
＊実施状況は、当日 7：30 に一斉メールにてお
知らせいたします。

＊コロナ対策として、園児とコーチのみで行い
ます。（保護者の参観は、ありません）

お知らせ
１ 午前保育日程変更について

３ 尿検査について

教職員健康診断の日程確定に伴い、主要行

健康診断の一環として、下記の日程で行います。

事一覧表に記載されていた午前保育の日程を

【検査キット配布】

５月２４日（月）

下記のように変更させていただきます。ご都

【回 収 日】

２７日（木）

合がおありかと思いますが、ご協力をお願い

【回収予備日】

２８日（金）

☆提出期日を厳守してください。

いたします。
5/20（木）午前保育 11 時降園
5/25（火）通常保育 14 時降園
年長遠足予備日 弁当持参
年中、年少

給食あり

２ 衣替えについて
気温が高いため、1 カ月早く衣替えをします。
【全園児】 5 月 6 日（木）より
【夏 服】

４ 子育て支援（教育相談）
今年度より教育相談を行います。子育てにつ
いて悩んでいることや困っていることなど、な
んでもご相談をお受けします。秘密は厳守し、
教頭 坂本がお話を伺います。
日程は「園だより」でお知らせいたします。
（毎月原則として２５日）

年中、年長…半袖ブラウス、ズボン又は
スカート、麦わら帽子
年少・・・・半袖体操着、麦わら帽子
・ブラウスに、名札のみつけてください。
・帽子の通園ワッペンを付け替えてください。
・気候や体調に応じて冬制服上着・長袖ブラウス
長袖体操着（年少）を着用しても構いません。
・夏スモックは用意が出来次第お持たせください。

教育相談希望の方は、早目に担任までお申し込
みください。
【次回教育相談日】 ５月２５日（火）
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お願い
１ 個人面談日程表の作成について
7 月 1 日（木）より、個人面談を行います。就
労などで都合のつかない日、時間がある方は、書
面にて担任へお知らせください。
締切 5 月 14 日（金）

２ ご兄弟が課外の日のお迎えについて
ご兄弟が課外を受けている場合、年中、年長組
のお子さまは、３：１５（午前保育は１２：１５）
までクラスでお預かりします。年少組は、１学期
は泣いてしまったり不安になってしまったりする
ことから、２学期よりお預かりいたします。
ご希望の方は、担任へ書面でお申し出ください。
バス通園の方はバスキャッチにも入れてください。

３ 公共の場でのマナーについて
① 園児や保護者がよく利用している大六天公園
に、ペットボトル、お菓子の袋や弁当の空き
容器が散乱しているとのお話を聞きました。
公共の場を、みんなが気持ちよく使えるマナ
ーについて、園でも話し合いました。
② 体育館下駐車場への通路にジュビリホール脇
に敷いてある砂利が撒かれていて危ないとい
う連絡が入りました。今回はかなりの量であ
るとのことでしたので、現場を確認して、通
路に石は撒かないというお話を担任を通して
全園児にしました。

＜5 月の行事予定＞
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憲法記念日 祝日
みどりの日 祝日
こどもの日 祝日
衣替え

年少組 給食開始 給食セット持参
年長 英語指導
年長 クローバー畑 ※水筒、ファスナー付きビニール袋持参
※預かり保育納入袋 4 月利用分のコピー提出締切
※提出要領は別紙
年少 遠足
（予備日 １８日）※詳細は別紙
年中、年長 給食
年長 チャペル訪問
年中 体操指導
体操着登園
※遠足延期の場合は、ちゅう３組体操指導
年中 遠足
（予備日 １９日）※詳細は別紙
年長、ちゅうりっぷ１，２組 体操指導
体操着登園
５月分保育料引き落とし（5/11（火）までに残高をご確認ください）
年長 遠足
（予備日 ２５日）※詳細は別紙
年少、年中給食
年中 英語指導
年中 チャペル訪問
PTA 総会（遊戯室） 10：30～11：30
年中、ちゅうりっぷ３組
体操指導
体操着登園 （年少遠足の場合、年中のみ）
年少 遠足予備日 弁当持参
年中、年長 給食
年長、ちゅうりっぷ１，２組 体操指導
体操着登園
年中 遠足予備日
午前保育 １１時降園 （教職員健康診断のため） 預かり保育あり
年長 浦和レッズサッカー教室 体操着登園 水筒持参
※詳細は No.２－２
５月生まれのお誕生会
尿検査キット配布

25

火

26
27

水
木

28

金

通常保育 ２時降園
年長 遠足予備日 弁当持参
年少、年中 給食
年中、ちゅうりっぷ 3 組
体操指導
年長、ちゅうりっぷ 1，2 組 体操指導
年長 英語指導

体操着登園
体操着登園

尿検査回収
年中 クローバー畑 ※水筒、ファスナー付きビニール袋持参
尿検査回収予備日

【教育相談日】
預かり保育、給食実施
日は主要行事一覧表
でご確認ください。

