
№1－１     
                                 令和４年４月７日 
                                   浦和明の星幼稚園 

 園 だ よ り ―４月―       園長  栗田 亨 

 

  

本日、ジュビリホール西側の駐輪場で今を盛りと花をつけるヤエザクラと共に、笑顔いっぱいのお

子さんを迎えました。あっと言う間の春休みだったかも知れませんが、ひと回り大きくなり一段と自

信に満ちた顔付きで登園するお子さんと元気に挨拶を交わすことができたこと嬉しい限りです。 

 

保護者の皆様には、お子さんのご進級、ご入園誠におめでとうございます。年少組 78 名、年中組

３名の新入園児、年長組の転入園児 2 名を迎え、総勢 288 名で本園の令和４年度が始まりました。

今年は、どうしても先生方の顔を見てほしいという思いから、始業式を初めて園庭で対面形式で行い

ました。どの子も、どんな先生だろう、どんなお友達が居るのだろう、どんな一年にしようかと期待

に胸膨らませ、晴れやかで清々しい空気に包まれた式となりました。園長からは、一年の始めに当た

り、どのような子どもになってほしいか、次の姿を紹介しました。 

〇「いきいき」ほんとうの自分に向かってよりよく生きる子（正：自分の使命を生きる） 

〇「のびのび」自分のよさを生かして自分らしく生きる子（浄：ありのままの自分を生きる） 

〇「なかよく」『ごめんね』『いいよ』で仲良く生きる子（和：みんなで生きる） 

これらは、明の星学園の学園訓（正・浄・和）（『幼稚園のしおり p1 参照』）について、理事長先生

から毎年講義していただいているものを、本園の教育課程検討会で検討し幼稚園版としたものです。

今年度初めてお子さんに、そして皆様にご紹介するものです。それぞれの具体的な内容については、

これから誕生日会の講話や園だよりを通して紹介し、よりよいものにしていきたいと思います。 

 

新年度を迎えるのにあたり、園では一年間を振り返り、成果と課題を明らかにしてきました。課題

については、教職員一人一人が知恵を絞って改善策を考え、皆で共通理解を図ってきました。そこで

今年度の最重要課題「コロナ後を見据えた新しい保育への挑戦２」として、次の 5 つの方針を打ち出

しました。 

 

① 「豊かなこころ」では、ねらいを明確にして、小学校へと接続する教育計画を実践します。対  

面で行った始業式は、この考えに基づいています。 

② 「学び続ける先生」では、昨年度実現した園内研修をより実践的に発展させます。ツアー形式  

でお子さんが自分の作品を紹介した作品展のバージョンアップなど行います。 

③ 「使えるものは何でも使う」では、Wi-Fi 環境の整備と Web の活用による新しい保育と広報  

の在り方を求めます。新しい Web ページに乞うご期待です。 

④ 「自分の安全は自分で守る」では、新たに引き取り訓練を実施し、保護者の皆さんのお力もお 

借りしながら、安全な行動様式を確実に身に付けていきます。 

⑤ 「地域に信頼される幼稚園」では、昨年度からの教育相談を進め、運動会、クリスマス会、作  

品展などの行事を広く紹介するよう工夫していきます。 

 

まだまだコロナは先が見えず、どこまでできるかは未知数ですが、安全には最大限留意しながら、

保護者の皆様と力を合わせてお子さんの成長を力強く支えていきたいと思います。これまでにも増

したご理解ご協力をよろしくお願いします。 



No.１－３ 

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４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 プレールーム（年中）   栗 本先生 

火曜日 
体操指導        大河戸先生 

（年長組・年少ちゅうりっぷ 1 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 

水曜日 
体操指導        大河戸先生 

（年中組、年少ちゅうりっぷ 2、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 

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 

 

・年中・年長組は体操指導の日は、指導時間確保のた 

め原則として体操着登園とします。 

・年少組は、運動会終了までは、体操着登園です。 

年少組の体操指導は、５月より始まります。 

・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。 

 

 

 

 
年長組 年中組 

体操指導 19 日（火） 
26 日（火） 

20 日（水） 
27 日（水） 

英 語 14 日（木） 21 日（木） 



 

No．１－４ 

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。 

※降園後は、園庭で遊ばずにお帰りください。 
【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（火） 
          新入園児 27 日（水） 

※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 1１日(月） 

クレヨン    800 円 
サインペン   980 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 

   ４月 2３日は土曜日ですが、子どもの日の

行事を行います。 

※通常保育２時降園、お弁当持参 

   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） 

 

 

 

 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 



 

No．１－５ 
      

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★、水曜日に給食実施■、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 

    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 

＊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  

（年中・年長組は 8 月、年少組は４月・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。 



 

No．１－６ 

 

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。 

懇談会開催時は、該当学年園児を他学年担任が保育致します。そのため、懇談会以外の学年は、 

午前保育となります。ご了承ください。 

 

＜年長クラス懇談会＞ 

4/21（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＞ 

4/22（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（木）12：30～13：30  年少お弁当持参 年長・年中午前保育  

※持ち物：幼稚園のしおり、上履き、外靴を入れるビニール袋 

・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（預かり保育利用の場合は、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。 

     

 

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（運動会終了までは体操着登園とします） 

  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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お誕生日会について＞ 

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。 

 

子育て支援（教育相談） 

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
せいたます。 
（毎月原則として２５日） 
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。 
＜教育相談日＞ ４月２５日（月） 

 



 

No．１－７ 

＜４月の行事予定＞ 

7 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 

8 金 在園児のみ登園 午前保育 11時降園  ※上履き持ち帰りなし 

9 土 令和４年度 入園式 在園児休み   9 時半開式  於）ジュビリホール 

11 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：スモック、カラー帽子、エプロン、タオル2枚、クリアファイル 

12 火 午前保育 11時降園 

年少 分散登園 B グループ 

＊在園児 4 月分保育料引き落とし（4/11（月）までに残高をご確認ください）  

13 水 通常保育 2時降園 全園児弁当持参 

年少 分散登園 A グループ   年少 預かり保育開始（登園該当児のみ） 

持ち物：お道具箱一式、粘土ケース、粘土ベラ  ※「やまゆり」参照 

※中・長2号認定者令和４年１月～３月請求書提出締切り（利用者のみ） 

14 木 年中、年長 給食開始 ＊給食セット持参 

年少 分散登園 B グループ  ※年少 弁当持参 

年長 英語指導 

15 金 年少 分散登園 A グループ ※年少 弁当持参 

18 月 年少 分散登園Ｂグループ ※年少 弁当持参         

19 火 年少 分散登園 A グループ ※年少 弁当持参 

年長 体操指導  体操着登園 

20 水 年少 分散登園Ｂグループ ※年少 弁当持参 

年中 体操指導  体操着登園 

21 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  

年少 分散登園 A グループ ※年少 弁当持参 

年中 英語指導    

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

年少 分散登園Ｂグループ ※年少 弁当持参 

23 土 通常保育 2時降園 ※全園児弁当持参 

年少 全員登園開始   

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 

25 月 避難訓練 

教育相談日 

26 火 年長 体操指導  体操着登園 

27 水 ４月生まれのお誕生日会 

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（火）までに残高をご確認ください） 

28 木 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 金 昭和の日 祝日 




