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８か月ぶりに子どもたちの笑顔が園庭に戻って来ました。マスクをしなくてもよくなり、子どもの

顔がよく見えます。みんないつも以上ににこにこ、のびのびと遊んでいるようです。 

 

14 日（火）からの分散ほいく参観では、初めてプール指導の様子も見ていただきました。昨年度

竣工以来初めてポリカーボネート製の屋根を全面改修したこともあり、自慢の施設をもっと活用し

て喜々として水浴びををするお子さんの姿を見ていただこうと行いました。子どもたちは水が大好

きです。しかし、事故が起きやすいのも確かです。そこで、監視員としてビブスを着けて明らかに指

導者と区別された職員を、２人付けて安全監督に当てています。子どもが水の楽しさと怖さを肌で感

じ、自分の安全を意識しながら楽しく夏の健康づくりができたらなあと思います。 

来月早々には、個人面談を予定しています。予め都合のつかない日と、必要に応じて相談内容を提

出していただいております。どちらかというと、お家でのお子さんの様子を伺い、園での様子をお知

らせすることが中心になると思いますが、実りあるものにしたいと考えますので、何かありましたら

事前に担任までお知らせください。 

 

園便りの発刊日の都合で、またまた事前予告になってしまいますが、27 日（月）のお誕生日会で

は、幼稚園で目指す学園訓の姿「のびのび」についてお話しする予定です。今回も、お子さんには内

緒ですが、概要をお知らせします。一つは、いつもニコニコ顔でバスから降りてくる年長組の女の子

の話です。天真爛漫なその姿は「のびのび」しています。ある時、保育室で隣の席の女の子にちょっ

かいを出されてプンプン顔になりました。このことから、「のびのび」は、他人に邪魔されないでや

りたいことをやりたいようにしている時の様子とします。もう一つは、水遊びが大好きで一人でいつ

までも遊び込んでいる年少組の男の子の話です。これも「のびのび」の姿ですが、呼ばれても部屋に

戻らないで他のお友達に迷惑が掛かったらどうだろうと問うものです。みんなが「のびのび」するに

はどうしたらいいか、前回のダンゴムシと「なかよく」での相手を大切に思うこと、相手の気持ちに

なって行動することを思い出して話し合ってみましょうとお話しする予定です。 

因みに、理事長先生は、学園訓「正・浄・和」の「浄」を、「ありのままの自分」「他の人と競争し

ない自分」「違っていていい自分」つまり自分をうけとめることだと説かれています。幼稚園では、

「のびのび」という言葉で、「自分のよさを生かして自分らしく生きる子」の姿と捉えました。 

 

 子どもたちは大人になるにつれて、他人と自分を比べ、自分が劣っているように思える部分に目が

行きがちです。だからこそ、今から自分のよさを知ってそれを生かして自分らしく生きてほしい。

「のびのび」の姿をいつまでも大切にしてほしいと思います。私たちが、みんなで暮らす以上「なか

よく」を忘れずにと伝えていきたいと思います。ご家庭でも、お子さんのよさ、自分らしさについて

話し合ってみてください。そして、幼稚園と共に「のびのび」と育てていきましょう。 
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プール指導・英語日程 

＊プール指導の日は、体操着で登園してください。 

＊水温と室温を合わせ、48℃に満たない場合は、 

体操指導になります 

 

【年少組 プール活動】 

ちゅうりっぷ１、２、３ 7 月 7 日（木） 

   

お知らせ 

１ 検診結果について 

   尿検査、内科検診、歯科検診の結果をお知らせ 

します。治療の必要なお子さんは、夏休みを利用 

し早めに受診してください。 

 

２ 年長おたのしみ保育、夏季保育の保育日数に 

ついて 

年長おたのしみ保育、８月末の夏季保育は保育

日数に入ります。欠席の場合は、必ずバスキャッ

チにてご連絡ください。 

 

３ 夏季休暇中の預かり保育について 

   夏季休暇中も、預かり保育を実施致します。 

全教員が預かり保育担当業務を行います。 

期 間：７月１９日（火）～８月３１日（水）  

＊土日祝日、7/20（水）、8/８（月）～8/15（月） 

除く 

時 間：午前 8：30～午後 6：00 

料 金：1,500 円   

＊夏季保育（8/2３～8/2５）期間 

14：00～18：00  500 円 

利用日当日、預かり保育納入袋に日付と料金を

記入し費用を入れてお持たせください。 

 

 

 

 

お願い 

１浦和キャンパス内の危機管理体制と安全確保に

ついて 

（１）幼稚園専用門は、朝 8：00～9：15 と降園 13：

30～14：30 に解錠します。その他の時間は、

施錠しておりますので、学園の正門をお使いく

ださい。 

（２）校内の車のすれ違いは、中央線はありませんが

左側通行を意識して走行してください。 

（３）校内通行速度は 10 キロ以下とし、すぐ停止で

きるようにしてください。 

（４）学園北側駐車場は、「中高校教職員専用駐車場」

です。園より学園許可をとった大きな行事以外

は駐車できません。 

  御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

職員の異動について 

★事務補助 星野愛里は、出産準備のため 6 月末日

をもって退職いたします。お身体を大切に過ごされ

ることをお祈りしております。 

★正課英語講師 デイビット・オックスレー 

先生は、6 月末日をもってご退職されるとのことで

す。後任は、決まり次第お知らせいたします。 

☆事務 佐々木美和が 7 月 1 日より勤務致します。 

☆ピンク、黄緑、オレンジバス運転手は、6 月より

メンテナンスジャパンの兼本瞬一に交代いたしました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

なかよし教室（子育て支援） 

   未就園児を対象に、大型遊具で遊んだり、製作をしたり、教員による読み聞かせやリズム遊びをしたり、

親子で交流する場を提供し子育てを支援します。事前予約制で各回先着５０組とさせていただきます。 

※複数回参加しても構いません。おひさま教室在籍の方も参加できます。 

【日  程】第 1 回 7 月 8 日（金）・第２回 ９月１6 日（金）・第３回 10 月 28 日（金）  

【時  間】各回 10：15～11：00  

【お申込み】浦和明の星幼稚園Ｗeｂページ「お申込みフォーム」よりお申込みください 

 

 
 

 
年中組 年長組 

プール指導  12 日（火） 

英 語 ７日（木）  
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２０２２（令和４）年度 幼稚園見学会    

来年度ご入園予定の未就園児対象に園庭、保育室の園児の様子の見学・ミニ説明会を開催いた 

   します。幼稚園ってどんなところかな？の疑問にお答えするために教職員で対応致します。 

事前予約制です。Web ページよりお申し込みください。 

【日 時】 

第 1 回 7 月 11 日（月）①10：10～10：40 ②11：10～11：40  

各回 25 組まで   施設見学、ミニ説明会 

     第２回 9 月 10 日（土）① 9：00～9：50 ②10：00～10：50 ③11：00～11：50 

 各回 30 組まで   教員によるお楽しみ会、施設見学、ミニ説明会 

   第３回 ９月 22 日（木）①10：10～10：40 ②11：10～11：40  

各回 25 組まで   施設見学、ミニ説明会 

 

※詳細は、先日配布したお知らせや Web ページをご覧ください。 

※園舎外（園庭から）の見学を、実施しております。（土日、祝日、休園日は除く） 

      ご希望の方は、事前にご連絡ください。（園行事等でお受けできない日もあります） 

 
 
 

＜７月の行事予定＞ 

1 金 個人面談 午前保育 １１時降園 
4 月 個人面談 午前保育 １１時降園 
5 火 個人面談 午前保育 １１時降園 

※預かり保育納入袋6月利用分のコピー提出締切 
6 水 個人面談 午前保育 １１時降園 

七夕 製作持ち帰り（年少・年長…短冊、年中…短冊と製作） 
７ 木 個人面談 通常保育 ２時降園 

年少 プール活動 
年中 英語指導 

8 金 個人面談 通常保育 ２時降園 
年中 チャペル訪問 
子育て支援 第１回なかよし教室開催（未就園児対象） 

11 月 第１回幼稚園見学会（未就園児対象） 
7 月生まれのお誕生日会 

12 火 年中・年少 納涼祭りリハーサル  
7 月分保育料引き落とし（7/11（月）までに残高をご確認ください） 
年長 プール指導  体操着登園 

13 水 午前保育 １１時降園 
14 木 午前保育 １１時降園 

年長 チャペル訪問 
15 金 終業式  １１時降園 

年中・年少 納涼祭り（夕方）  ※詳細は別紙   
※預かり保育 午後 4：30に終了（納涼祭りの為） 

18 月 海の日    祝日 
19 火 ―夏休み―  

夏季預かり保育開始   ※実施日は、年間主要行事一覧表でご確認ください。 
20 水 年長 おたのしみ保育  ※詳細は後日 

預かり保育なし 
21 木 AED 研修（教職員） 




