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                                   浦和明の星幼稚園 

 園 だ よ り ―9月号―   園長  栗田 亨 
 
朝夕は随分過ごしやすい季節になりました。夏季保育で保護者から、「ゆりの花が咲いていますよ」

と声を掛けられました。お子さんが見つけ、「自分のクラス名の花が咲いている」ととても喜んだそ
うです。ジュビリホール脇の花壇です。ラッパのような筒状の形をした白い可憐な花で、テッポウユ
リの仲間のタカサゴユリかと思います。 

 
ちょっと前の話になりますが、７月１５日（金）の納涼祭りは、雨天中止の予定でしたが、楽しみ

にしている子どものことを考えたら、予定通りの日程で室内で行いたいという思いを受けて、学年を
更に半分に分けて実施しました。遊戯室で踊り歌う子どもたちの弾ける笑顔から、実施してよかった
なあと痛感しました。急な変更にもかかわらず、保護者の皆様からたくさんの感謝のお言葉をいただ
きました。今年の成功を生かして、次は、晴雨どちらでも決行できるように準備を進めて参ります。 

 
７月２０日（水）の『たのしいたのしいらっきーDAY』は、楽しみの余り年長さんは、興奮状態で

登園してきました。今年のねらいは、「計画から自分たちで進める…」です。決められたことを自主
的に行う（参加）だけでなく、名称を自分たちで考え、内容も自分たちで決めて主体的に活動するこ
と（参画）を目指して準備してきました。それは、「ファッションショー」で最高潮に達しました。
思い思いの絵を描いた T シャツを着て、それぞれの仕草でランウェイを歩き、ポーズを決めて自分
を表現していました。高揚感あふれる模様は、後日上映会を開催する予定です。乞うご期待です。 

 
8 月２５日（木）のお誕生日会では、「少し頑張ればできるめあてを」と題し、三つ立てためあて

の一つが達成できなかった園長の経験をもとにお話ししました。夏休みに自分が立てためあてを振
り返って、できたらうんと褒めて貰うように伝えています。また、できなかった人は、次は少し頑張
ればできそうなめあてをお家の人と一緒に考え、実現して、うんと褒めて貰いましょうとお話ししま
した。是非、お子さんと夏休みの生活を振り返って、うんと褒めて自信を持たせましょう。 

 
8月２６日（金）、３年ぶりに星の子の集いを開催しました。コロナ対策のため、卒園児のみ 71名

が集まりました。子どもたちは、懐かしの「トントン前」で、一発で真直ぐに前後の間隔を空けて並
ぶなど大きく成長していました。幼小接続カリキュラム作成のための親子アンケートを取りました。
感謝の言葉とともに、節目にあたり戸惑っている様子も見られるなど貴重な情報が得られました。 

 
始業式では、これら他学年の頑張りを紹介しました。そして、9月 8日（木）がマリア様の誕生日

を記念する日であること、白いゆりの花はマリア様の花で、一つも汚れていない心を表しているこ
と、それは皆さんが時の経つのを忘れて夢中で遊んでいる時の心と同じようだと伝えました。 
 
２学期は、運動会やクリスマス会など大きな行事がたくさんあります。そのため、できあがった形

を教えて貰うことが多くなりがちです。でも、運動会の演技もクリスマス会の劇や歌も、皆が夢中に
なって遊んでいる時のように取り組めたらいいなあ、先生方と皆さんで一緒に形を作り上げていけ
たらいいなあと園長は考えていることを伝えました。 
 
 さらに、私たちは、自分が好きなこと、楽しいことを考えたり、したりしている時に夢中になれる。
だから、行事に取り組む時、年長さんが『たのしいたのしいらっきーDAY』で行ったように、自分は
何をしたらいいか、何ができるか、自分で考え行動することが大事だと伝えました。そして、クラス
毎に一人一人がどんな 2学期にしたいか話し合って貰いました。 
 
 行事を通してどんな心や力が育ち、どんな形になって表れるか楽しみな２学期です。 
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 個人面談で出された様々なご意見に対して 

 
 本年度も、１学期末の個人面談では、様々なご意見をいただきました。教員がお聴き取りしたこ
とを一覧にして全ての教職員で共有しました。そこで、早急に改善を要するもの、引き続き検討を要
するもの等を、連絡会で検討し、夏季休業中に学年会や職員会議で話し合いました。主だったご意見
と改善の方向性について紹介します。 
① 預かり保育について 
卒園後や春休みの預かり保育の拡充について、複数のご意見がありました。年度末、始めは新年   

度の準備があり日数を増やすのは難しいですが、預かりが必要不可欠な卒園生については申込制
で在園時並みに預かる方向で検討しています。 
② 水分補給について 
参観時にご覧いただいた向きもあると思いますが、活動ごと夏場は少なくとも 30 分に一度は、 

 水分補給をしています。 
③ 感染症の発生状況について 
これまでも、学級閉鎖の場合は全体にお知らせしてきましたが、『幼稚園のしおり』7 頁にある

伝染病の内、園で病名が把握でき、感染が広がる傾向にある場合は、メール等でお知らせします。
そのためには、具体的な欠席理由をお報せいただく必要がありますのでご協力をお願いします。 
④ 園でのお子さんの様子を知りたい 
「あけのほしチャンネル」の動画視聴のように、園での生活の様子をパスワード付きで公開 

するなどWebページのリニューアルに向けて取り組んでいます。また、既にご案内の通り今年度 
の運動会は、今のところ人数制限なしで参加していただこうと考えています。また、引き続きのお 
願いですが、６月と 11月の参観につきましては、園児と園児、担任との関係を直に保護者の方に 
見ていただきたいので撮影はご遠慮願います。一方、運動会などの行事、正課や学年末参観は成長 
したお子さんの姿をどうぞカメラにも収めていただければと思います。 

 
 
 

ぶんさん引き渡し訓練 

    9月 5日（月）、下記の時間で引き渡しを実施いたします。 
所定の時間に幼稚園へお越しください。ご協力をお願いいたします。  

     11：00 徒歩等、自家用車  
11：20 バス 1便（黄・青・ピンク） 
11：40 バス 2便（緑・赤・黄緑） 
12：00 バス 3便（紫・水色・オレンジ） 
※荒天の場合中止、午前 7時 30分にメールにて配信します。 
※お子さまの外靴に、必ず名前をお書きください。 

 
7月 15日に配布したお手紙を、今一度ご確認ください。 
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＜体操指導、英語日程＞ 

 
※□は、プール指導 
 プールバッグをお持 
たせください。 
 

 
お知らせ 

１ 体操着登園について 

  9月 5日（月）から運動会終了まで、運動会練 
習の為、全園児体操着登園といたします。 
※体操着に、濃くはっきりと名前を書いて下さい。 

 

２ ご兄姉が課外の日のお迎えについて（年少） 

  ご兄姉が課外を受けていらっしゃる場合、2学 
期より年少組も 15：15（午前保育は 12：15）ま 
でクラスで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 エプロンの紐の付け替えについて（年長） 

  エプロンの後ろのとめる部分を、マジックテー
プから紐に替えていない方は、ご準備をお願いい
たします。 
※3月に配布した「年中組保護者の皆様 進級に 
ついてのおしらせ」をご参照ください。 
 

 

 

 

４ 体育館下駐車場のご利用について 

・明の星祭（中・高校）の開催に伴い、9/4ま 
で体育館下駐車場のNo.1～No.16を資材置き
場として使用するため駐車スペースが限られ
ます。車コース以外の方の自家用車での送迎
は、出来るだけお控えください。 

 ・雨天時は、駐車場が大変込み合います。譲り 
合ってお使いください。 

 

スクールバスでのお願い 

  バス停は、ご近所の方々のご理解の上で設定さ 
せていただいております。公共の場だということ 
をご理解いただき、迷惑にならないようご協力く 
ださい。 

① バス停までの送迎の際は、お子様としっかり手
をつなぎ道路へ飛び出さないようご注意くださ
い。 

② 鞄、荷物は自分で持って、乗車順に並んで待つ
ようにお願いします。 

③ お子さまをバスに乗せた後は、バス停で立ち話
せず、すぐにお引き取りください。 

④ 小さなお子様をお連れの場合は、バス発着時必
ず手をつなぎバスに近づかないようにしてくだ
さい。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 年長組・ちゅうりっぷ 1組 年中組・ちゅうりっぷ 2、3組 
体操指導 ６、13、20、27日（火）、 ７、14、21、28日（水） 
英語 年長 15、22日（木） 年中 8、29日（木） 

マリア様のお誕生日 

9月 8日（木）は、いつも私たちを大切に見
守ってくださるマリアさまのお誕生日です。 
幼稚園では 9月 9日（金）にお祝いします。 

年中・年長組はチャペルで、年少組は各保育室
でマリアさまのお話を聞き、ゼリーを食べま
す。 
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＜９月の行事予定＞ 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

        
 

                １       
始業式・午前保育 
預かり保育開始 

２       
午前保育   
※お荷物持ち帰りなし 

３     

５ 
午前保育   
全）体操着登園 
引き渡し訓練 
預かり保育なし 
 ※預かり納入袋 
コピー提出締切 

６ 
給食開始 
プール指導 

７ 
プール指導 

８ 
長）卒園写真撮影 
中）英語指導 
全）運動会係決め 
 

９ 
マリア様のお誕生祝い 
長・中）チャペル訪問 

10 

第２回
幼稚園
見学会 
（在園児
休園） 

12 

保育料引き落とし 
13 

体操指導 
14 

体操指導 
15 

長）英語指導 
16 

第２回なかよし教室 
17 

19 
敬老の日（休園） 

20 
体操指導 

21 
給食実施日 
体操指導 

22 
第 3回幼稚園見学会 
長）英語指導 

23 
秋分の日（休園） 

24 

26 
お誕生日会 
教育相談日 

27 
体操指導 

28 
体操指導 

29 
中）英語指導 
 

30  

全）…全園児 長）…年長 中）…年中  
 

  

 
 
 
 
  
 
 
 
 ＜１０月の主な行事予定＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７ 金 午前保育 
８ 土 運動会 
９ 日 運動会予備日➀ 
10 月 運動会予備日② 
11 火 振替休日 
15 土 入園願書配布 
17 月 少）いもほり 予備日：10/24 
18 火 中）いもほり 予備日：10/25 
19 水 長）いもほり 予備日：10/26 
20 木 中）英語参観 
21 金 午前保育（教職員研修の為） 

預かり保育なし 
27 木 長）英語参観 
28 金 なかよし教室（未就園児） 

第 2 回幼稚園見学について 
（未就園児対象） 

今回はミニ説明会をはじめ教員による 
お楽しみ等、お子さまと一緒に楽しみな
がら幼稚園を深く知って頂こうというも
のです。 
ご近所やお知り合いの方にお声掛けく

ださいますようお願いいたします。 
※おひさま教室在籍の方も、是非ご参
加ください。 

【見学会日時】 ９月１０日（土）   
① 9：00～9：50 
② 10：00～10：50 
③ 11：00～11：50 

事前申し込み制 各回 30組 
   お申し込み受付中！！ 

※詳細は、ホームページをご覧ください。 
 


