みどり幼稚園
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幼稚園生活の中で解らない
ことがあったら、これを読んでね♪
変更があった時は、差し替えを
お願いします☆
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みどり幼稚園の教育方針
●教育方針
子ども達との信頼関係を十分に築き、共によりよい教育環境を創造するように努めます。
子どもは安定した情緒の下で自己を十分に発揮する事により、発達に必要な体験を得ていくものである
ことを考慮し、子どものより主体的な活動を促し幼児期にふさわしい生活が展開されるようにします。
子どもの自主的な活動としての遊びは、心身の調和のとれた発達の基礎を培う重要な学習であることを考慮
し、遊びを通して指導を中心として各領域に示すねらいが総合的に達成されるようにします。
子どもの発達は心身の諸側面が相互に関連し合い、多様な経過をたどって成し遂げられていくものである
こと、また子ども達の生活経験がそれぞれ異なることを考慮し、一人ひとりの特性に応じ、発達の課題に
則した指導を行ないます。

●教育の内容
当園の保育は仏教の教えを基に「つよく・あかるく・なかよく」をモットーに、子どもの主体性・社会性を育
てるために子どもを取り巻くすべての環境を大切にした保育です。
一人ひとりの子どもを大事にし、子どもが主体的に自立していくために発達心理学にあった遊具・道具を指示
し、主体的にあそべるような日課を子どものあそぶ時間に保障し、保育者はあそびを具体的に助け、子ども達
が安定するように、また信頼関係を深めるために、わらべうたを伝え、日本人であることの民族性を伝えてい
くことを大切にしています。
子どもも大人も居心地の良い美的な環境を用意する事を大切にしています。
子ども達は一人ひとりみんな違います。違っていて当たり前です。「一人ひとりを大切にしたい」との思いか
ら、子ども一人ひとりを尊重し、信頼して「できる・できない」といった結果にこだわらず、それまでの過程
を大切に、自信を持って活動していくことで人の気持ちがわかり、何事にも積極的に関わり、人と協力するこ
とができるような大人になって欲しいとの願いを持っております。 子ども達の主体性・社会性を育てるため
に、子ども達を取り巻くすべての環境(園舎・先生・友達・おもちゃ・絵本など)を大切に、安心して日々の活
動できる様、登園独自の保育を行なっています。
子ども達が毎日過ごす幼稚園は、家庭の延長であると考えています。また、大人にも子どもにも心地よい素敵
な空間でなければなりません。季節の移り変わりや日本伝統の行事なども意識でき、伝えていけるように季節
の花を飾っています。玄関ホールの環境もそのひとつです。子どもだましではない「本物」を与えたいとの思
いから、毎日子ども達をやさしく迎える壁画を制作して頂きました。
毎日の日課を整え、子ども達の遊びを保障し、次は何をするのかを子どもが自分で判断し行動できる様に、継
続して・安心して友達と遊べるようにしています。
ことばがけも否定的・命令的な言葉を使わず、肯定的に話をします。(例えば、
「廊下を走るな！」ではなく「廊
下は歩こうね。
」また「エライね」ではなく「有難う。」など)○○したからエライ、良いではなく、その子ど
もを信頼しありのままの姿を無条件に受け入れるようにしています。
ひとは「大事にされている」と感じる時に体の中にある「力」が、どうしようもなく自然に動き始めます。私
たちは子ども達に、手のひら、眼差し、素振り、こどば、体で、なんとしてでも「大事にしているよ！」とい
うことを伝え、子どもに存在する「無限の可能性」
・「無限の力」を引き出し、育ててまいります。
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●お参り

「月影(つきかげ)」

つきかげ(月影)の
いたらぬさと(里)は
なけれども(無けれども)
ながむる(眺むる)ひと(人)の
こころに(心に)ぞ すむ
わたくしたちは
みほとけさまのこどもです
つよく・あかるく・なかよくいきましょう
つきの影(光)は照らさない所は無いけれども、それを眺める人(私達)の心が無ければ、気が付かない。
仏様は、私達一人ひとり誰にでも分け隔てなく、手を差し伸べておられますが、それに気が付く事、おすがりして
すべておまかせする心が無ければなりません。
私達は何不自由なく当たり前に毎日を過ごしていますが、もし「○○が無かったら」と考えると…
もし、○○さんがいなかったら…
もし、食べるものが無かったら…

もし、電気やガス・水道が無かったら…
もし、空気が無かったら…

もし…

こうして毎日私達が過ごす事が出来るのも、みんな「おかげ」です。そう考えると、すべての事に「感謝」する
気持ちが自然と湧いてきます。
「月影」は、浄土宗の宗歌です(しゅうか)です。
子ども達には、とっても難しい歌詞かもしれませんが、何事にも感謝する気持ちを忘れずに、優しい子どもに育っ
て欲しいとの願いから、お参りには手を合わせて、
「つきかげ」をみんなで歌っています。

●みどり幼稚園

園歌

1. あかるいまちの あさかぜを
いっぱいすって げんきよく
じょうぶなこどもに そだちゆく
よいこの みどりようちえん
2. ことりがうたい はながさく
たのしいまどで てをつなぎ
なかよしこよしで あそびましょう
あかるい みどりようちえん
3. まいあさ おがむ ののさまの
ふかいおめぐみ わすれずに
やさしいよいこに のびてゆく
たのしい みどりようちえん
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●園内地図

●日

課

年少・中(午後保育)
8:40～ ◎登園①

年

8:40～ ◎登園①

・朝の身支度・排泄

◎戸外・粗大遊び

↓

10:00～ ◎室内遊び

10:00～

↓

※毎日体操(前後どちらかで行ないます)
↓

11:00～

11:00～ ◎戸外・粗大遊び

◎室内遊び

先生のお話し

↓

(明日の予定等の確認)

11:50～ ◎昼食(お弁当・給食)

※早く食べ終えた子から室内遊び

※早く食べ終えた子から室内遊び

↓

↓
11:30

↓

◎絵本の読み聞かせ

◎降園①(登園①のお子さん)
↓

13:00～ ◎絵本の読み聞かせ

◎なかよしタイム(縦割り保育)

お参り

お参り

先生のお話し(明日の予定等の確認)

先生のお話し(明日の予定等の確認)

↓

◎絵本の読み聞かせ
お参り

(園庭・大ホール・お散歩)

◎昼食(お弁当・給食)

◎室内遊び
↓

※毎日体操

↓

↓
12:30

◎降園②(登園②のお子さん)

↓

◎降園①(登園①のお子さん)

13:30

↓

◎降園①(登園①のお子さん)
↓

◎なかよしタイム(縦割り保育)

◎なかよしタイム(縦割り保育)

↓
14:30

9:40～ ◎登園②

↓

(園庭・大ホール・お散歩)

13:30

◎なかよしタイム(縦割り保育)
↓

9:40～ ◎登園②

※毎日体操(前後どちからで行ないます)

13:00～

・朝の身支度・排泄

↓

9:40～ ◎登園②

11:40～

8:40～ ◎登園①

◎なかよしタイム(縦割り保育)

↓

11:00～

午前保育(全クラス)

・朝の身支度・排泄

◎なかよしタイム(縦割り保育)

10:00～

長(午後保育)

↓

◎降園②(登園②のお子さん)

※早朝は 7：30 から

14:30

◎降園②(登園②のお子さん)

・午後保育は 14：30 から

・午前保育は 12：30 から

預かり保育となります(預かり保育は前日までに予約して下さい。)
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みどり幼稚園の特色
●あそび
幼稚園では、子どもの生活＝子どものあそびと考えています。
子どものあそびには大変大きな意味があります。
子ども達は生活する中からすなわちあそびの中からたくさんの言葉を取得したり周りの大人の様子を目に入
れ、同じ事を模倣として体験し、その体験を自分の中で身につけ、次の経験へと生かしていく力を養っていき
ます。
特に、役割遊び(ごっこあそび)は役割を通じて人と人の関わり、人の気持ちになって考えるなど人間としての
生活に必要な社会性を身につけていく為の、大切なあそびと捉えています。

●設定保育＆プロジェクト
年令によって異なりますが、設定保育の時間も大切にしております。
担任の話を聞き、ある時は個人で、ある時は協力しあいながら、１つの課題に取り組みます。特に年長組は就
学に向けて同じ課題を一緒にできる時間を週１～２回の予定で設定しています。
平成 21 年より学習指導要領が変わり幼稚園でも新しい教育内容がスタートしました。
新しい学習指導要領では子ども達の「生きる力」を一層育むことを目指します。
今でも設定保育や課業といった呼び方で大人から始める(教授的な)あそびを行なっていますが、プロジェクト
として子ども達に伝えていく時間も作ります。
一方的に大人が知識を与えるスタイルではなく、保育者や子ども同士のやりとり(対話)を中心に各年令の発達
段階に合わせた内容でテーマを作り３年間(年少～年長)見通しを持って進めていきます。

●わらべうた
子どもの情緒を豊かに安定して育てることを大切に考えています。
また、わらべうたはルールや順序を守らなければ一緒に遊ぶことはできません。
みんなで一緒にするから一層楽しいことに気づくものです。
そして、歌にあわせて手を叩いたり、歩いたりするためには、まずよく「きく」ことが必要です。
集中してわらべうたを聞き、歌いやすい高さで歌いながらわらべうたを認識していきます。
わらべうたはあそびの１つとして歌ったり、先生が意図的に伝えるもの(課業)として取り入れています。
わらべうた以外にもピアノに合わせて歌ったり、音楽に合わせてからだを動かしたりとさまざまな「音」を
教育に取り入れています。
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●ダブル担任
１クラス２名の教諭を配置しています。

●マーク
子ども達が入園時に気に入ったマークを選びます。
下駄箱・ロッカー等に自分のマークを付け「自分でできる事は自分でする」ということがしやすいように、
また自分の持ち物がわかりやすいようになっています。
※マークは卒園まで同じマークを使用します。
※カバンについているマークは、卒園前・退園前に回収させて頂きます。

●なかよしタイム
さまざまな遊びを通して、異年令との関わりを深めます。
登園時、２往復しているバスの時間差を利用して「なかよしタイム」(縦割り保育)を行なっています。
朝の縦割りは１回目のバスで登園した子ども達が参加し、午後からの縦割りは朝参加していない子ども達
(２回目のバスで登園する子)が参加します。

●毎日体操
年齢に合った基礎体力作りを目的とした体操です。
子ども達の体重の増加や諸器官の発達の調和など、身体の発達を促すよう考えられたものです。
年齢ごと、ほぼ毎日行なっています。

●カラー帽子
紫外線の有害性を考慮して、後頭部を保護するために、ひさしを長く伸ばした帽子を特別に作っております。
ささやかな事ですが、生活習慣から見直し、実行する努力をしています。
※カラー帽子は春から秋までの園外保育の時に使用します。
冬の間は自宅に持ち帰りますので、洗濯後 来年度の園外保育(春)まで大切に保管してください。

●障がい児保育
各関係機関と連携をとって障がい児保育を行なっております。
どの子も生きる権利を持っています。障がい・健常の区別なく、子ども達一人ひとりのこれからの人生が素敵
なものであるように環境的な「障がい」を軽くし、克服していけるよう援助します。
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●お手紙袋
名前の通り園からお渡しするお手紙や、おうちからの連絡・お手紙の返信時などに利用する袋です。
毎日、中を確認して、
「かばん」の中に入れて持たせて下さい。

●しーるちょう
しーるちょうは、毎日「お手紙袋」の中に入れて下さい。
幼稚園に登園した日に毎朝

園児が自分でシールを貼り、ご家庭と園との間で園児の出欠を確認する

ために使用致します。
園では、子ども達が「見て」
「確認して」貼れるよう伝えていきますが、中には全く別な所に貼って持
ち帰るお子さんもいらっしゃいますので、お家で気づいた際は各担任までお知らせ下さい。
≪確認してほしいこと≫
・
「しーるちょう」を開きますと、始めに保護者の方の記入欄がありますので、次の登園日までに記入し
て下さいます様お願い致します。
また、保険証の欄への記入もお願いしています。通園中のケガや病気などで緊急の対応が必要な場合
にのみ使用させて戴きます。
・月末や学期末には出欠の確認や園児の様子のコメントを記載するために担任が「しーるちょう」を
お預かりしています。その後、園児が「しーるちょう」を持ち帰りましたら、一緒に目を通し、担任か
らのコメントを是非お子さんに読んであげて下さい。また、目を通しましたら後方ページ「出欠表」に
おうちの方の捺印をお願い致します。
・学期ごとの身体測定や、その他の検診の結果を「しーるちょう」の後方に記載していきます。
その日に記載できない場合は翌日にお渡し致します。

●連絡帳
お子さまのマーク・名前が書いてあるＡ６サイズのノートのことを言います。
このノートは、お子さんの様子や連絡事項などを記入するものです。
園とご家庭とを行き来することで、連携を図るための大切なノートだと考えています。
ご家庭より記入のある場合にはお手紙袋に入れて持たせて下さい。
また園より記入することもありますので、ご家庭からの記入の無い場合はかばんの小さいポケットに入
れ、記入が無くても毎日持たせて下さい。
園から記入のある場合も同様にお手紙袋に入れて持ち帰ります。
その際は目を通したことがわかるようにサインまたは捺印等をお願い致します。
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●通信・みどり
・
「通信」とは各クラスから発刊されるお手紙です。
お部屋の様子や出来事・来週再来週の予定などをその都度お知らせさせて頂きます。
・
「みどり」とは園全体の予定を共有するお手紙です。
「通信」同様、来週再来週の予定をお知らせ致します。
・
「通信」
「みどり」は 1 週ずつ交互に発刊されます。
変更した予定を記入してある場合がございますので、手元に届きましたら必ず目を通し確認して下さい。

●お誕生会
・お誕生会とは、月のお誕生日のお子さんを全園児・ご父母の皆さまと一緒にお祝いする日です。
毎月(ほぼ月末頃)、お誕生会が開かれます。※行事予定をご確認下さい。
職員が司会をして、お誕生日のお子さんがステージに用意された椅子に座りインタビューを受けま
す。そして、最後に「理事長先生」から花を頂き、お子さんがご父母の皆さまに花を届けます。
お子さんのひとつ成長した姿をぜひご覧にいらして下さい。
※お誕生会の招待状は、お誕生会の１週間前にお渡しさせて頂きます。
ご家族の皆さまもご予定を空けてお待ちください(#^.^#)
・年長クラスは、お子さんお誕生日近辺に来園して頂き、約２０分程度でお子さんの「産まれた時」のお話を
して頂きます。内容は、自由です。
(例：お子さんの産まれた時から現在までの写真を使う・産まれた時の重さの物を使って表現する・
お子さんの産まれた時から今までの間のエピソードなど…内容は自由です☆)
・お客さんは、年長園児になります。視覚的に見せると子ども達にも伝わりやすいと思いますよ☆
※心配な時は各年長の担任に質問して下さいね。

●おたから袋
・「おたから袋」とは、園庭遊びで発見した「葉っぱ」や「まつぼっくり」等…を入れてお家に持ち帰る、又
は園で保存しておく為の一人ひとりマークの付いた特別な袋(ZIP ロック)です。
園で発見した自然の物(花壇の花・石・虫 以外)は、持ち帰る事が出来ます。
・春、夏、秋の園庭遊び中 毎回使用します。
おうちに持ち帰りましたら、
「おたから袋」の中をお子さんと一緒に共有して、翌日「おたから袋」を
空っぽにして「お手紙袋」
、または「かばん」に入れて持たせて下さい。
・「おたから袋」を持たせるのを忘れてしまいますと、お子さんの発見を持ち帰る事が出来なくなってしまい
ますので、お子さんと確認をして頂き必ず忘れずに持たせて下さい。
※おたから袋を紛失・または破ける・使用出来ないくらい汚れてしまった時は、ご自宅から替えの「ZIP
ロック」の袋を持たせて下さい。マークは園の方で貼らせて頂きますので、ご協力お願い致します。
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●登園・降園時間
≪2021 年度の時間帯です≫※このページは毎年、変更しますので、その都度差し替えをお願い致します。
・送迎バス(１号車→赤・青 ２号車→白・黄緑 ３号車→水色・緑)
早バス１便目

登園→朝８時４０分

遅バス２便目

登園→朝９時４０分

・ピンクワッペン（送迎）
お仕事の都合等で登園・降園
の時間がどちらになるかまだ
不明な方は決まり次第各担任
にお知らせ下さい。

登園→朝８時４０分

降園→午後保育

１３時３０分バス出発

降園→午前保育

１１時３０分バス出発

降園→午後保育

１４時３０分バス出発

降園→午前保育

１２時３０分バス出発

降園→午後保育

１３時３５分 お迎え

降園→午前保育

１１時３５分 お迎え

または
登園→朝９時４０分

降園→午後保育 １４時３５分 お迎え
降園→午前保育

１２時３５分 お迎え

尚、お迎え後の園庭遊びはご遠慮いただきますようご協力お願い致します。
また、バスが出発してから駐車場に入るイメージなので３５分前の来園はご遠慮下さい。
時間前にお迎えをご希望される方は１４：２０前にお越し下さい。(その際も、お迎え後の園庭遊びはお休み
とさせて頂きます。)

毎日決まった時間に起きて、朝食をとり、決まった時間に家を出て幼稚園に登園し、決まった時間
にお家に帰る事で、規則正しい生活のリズムが身につきます。その為登園・降園時間は守って下さ
います様、ご協力お願い致します。

※「お休み」「送迎」の際は、早バス、遅バス関係なく

朝７時３０分から４５分までの間に電話で連絡をお願い致します。

『みどり幼稚園

ＴＥＬ26-2972』

※急にお迎えを希望される方は、早めに園の方に連絡をお願いします。
連絡がギリギリになりますと、連絡ミスや乗車ミスにもつながります。
※お迎えの方は 玄関まで入って頂きます様お願い致します。
お迎えに来てくれたご家族の姿を目にし、その嬉しさから玄関を飛び出して行ってしまう
お子さんがいます。事故につながらない様、園でも配慮致しますがお迎えにいらした時は外で
立ち話等せず、すぐに玄関まで迎えに来て頂きます様ご協力お願い致します。
※お迎えの時間は守って下さい。
お迎えの時間がたった５分でも遅くなってしまうと、お子さんが不安な気持ちになります。
やむおえず遅くなってしまう場合は、必ず園まで連絡をお願い致します。

「少し位

遅れても大丈夫だろう…」が、お子さんの不安につながります。
ご協力お願い致します m(__)m
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●お弁当≪月・金≫
４月 19 日から午後保育が始まり幼稚園で昼食をとるようになります。次の事をご確認下さい。

持ち物(お弁当)
・おしぼり(容器・濡らしたミニタオル)・コップ(プラスチックの物)・箸セット(スプーン・フォーク・箸)
・お弁当(お子さんが食べきれる量で持たせて下さい)
・ランチマット(幼稚園でお願いした大きさで持たせて下さい)
・巾着(全ての道具が入る大きさの巾着をご用意下さい。)
お弁当のお願い
・お弁当の大きさや量は、お子さんが食べきれるサイズ・量にして下さい。
・自分で準備から片付けまで出来るよう、使いやすいものを用意してください。
・飲み物は園でお茶を用意します(給食の時もお茶を用意します)。
・箸セットを持たせて下さい。昼食を食べる時に「どの道具を使って食べるか？どの道具で食べると
食べやすいのか？」を考え選択する練習をしてもらいます。

●給食≪月～金≫【月・金給食を希望しない方はお弁当をご持参下さい】
担当 火・木曜日：コレガさん(給食を作って下さる業者さん)、
月・水・金曜日：自園調理
週３回(月・水・金)は子ども達に安心して与えられる給食を実施しております。
週２回(火・木)は新鮮な材料を当日の朝に調理して園まで運んで来て下さいます。
(冷凍食品はなるべく使用していません)

＊アレルギーは、別紙調査書でお知らせ下さい。
＊給食費は１食コレガさん：３４０円、自園調理：３００円

です。

＊お休みした園児の給食は、園の方で処分させて頂きます。
食べなかった場合も、給食費は月毎定額請求させて頂きます事をご了承下さい。
＊園の都合により給食をお休みする場合があります。
その際は金額を変更し、前月の給食申し込み用紙にて変更した金額を改めてお知らせ致し
ますので、ご確認ください。
＊２号認定のお子様の給食費は年収約 360 万円未満の世帯のお子様と、全ての世帯の
第３子以降は主食費のみの徴収となります。（外注：120 円 自園調理：80 円）
持ち物(給食)
・おしぼり(容器・濡らしたミニタオル)・コップ(プラスチックの物)・箸セット(スプーン・フォーク・箸)
・ランチマット(幼稚園でお願いした大きさで持たせて下さい)
・巾着(全ての道具が入る大きさの巾着をご用意下さい)

●デザート
デザートはお弁当の日でも給食の日でも、持たせても持たせなくてもどちらでも構いません。
デザートの内容は、
「果物」
・
「容器から出したゼリー」でお弁当とは別容器でご用意下さい。
『ケーキ』
『チョコ』
『プリン』などのお菓子はご遠慮下さいますようお願い致します。

●お弁当について
残さず食べきる事ができた時の嬉しさや達成感を感じ、次の食への意欲に繋げる為にもお弁当には
“好きな物だけ”入れて下さいますようお願い致します！！
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●絵本貸し出し
幼稚園では、ご家庭でより多くの絵本に触れて頂けるように絵本の貸し出しを行なっています。
・貸し出し曜日

金曜日

・返却日

火曜日

・貸し出し方法

絵本の部屋内にある「貸し出し専用の絵本」から好きな絵本を１冊選びます。
一人ひとりのマークが付いた「貸し出しカード」と一緒に図書係りに手渡し、
パソコンの中に記録して貸し出し完了となります。
※貸し出し絵本の裏表紙に貸し出し用バーコード
背表紙に赤・青・黄色・オレンジ・ピンク・緑色の点シールが
貼られています。

・返却方法

返却日(火曜日)に図書係りに絵本を手渡し、パソコンを通して返却を
完了し、本棚に戻します。
※絵本袋・もしくは不要な袋に入れて園まで持たせて下さい。
※返却されていない場合は次回の絵本貸し出しの絵本を借りる事が
出来ません。
お子さまに「借りたものは返す」社会で守らなければいけない
ルールをこの機会にお伝え下さい。

・絵本貸し出しの日程は、毎週とは決まっていません。
その都度「通信」や「みどり」でお知らせ致しますのでご確認下さい。

●絵本渡し
この絵本は、
「貸し出し絵本」とは異なります。
お子さんにもっと絵本に触れて頂きたい思いから、毎月２冊

年齢にあった絵本をお渡しさせて頂い

ております。
ぜひ、お家でお子さんに絵本を読んであげて下さい。
子ども達は絵本の世界から色んな事を学び感性を磨いていきます。
そして、何よりも絵本の言葉は 考えられた美しい言葉が使われています。
現代の乱れた言葉の世界で生きている子ども達に絵本を通じてきれいな言葉を伝えて下さい。
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●持ち物(キャラクターに関しての御理解とお願い)
当園では、テレビで放送されている戦隊物系等のキャラクターの持ち物をご遠慮頂いております。
直接体験を反映した役になりきって遊ぶことは、幼少の時期の発達にとても大事な意味を持ちます。
当園のお部屋の環境の中には家族の役割やお店の役割を遊びで表現して遊ぶ空間があり、子ども達は、
お父さんの真似をしたり・お母さんの真似をしたり・赤ちゃんの真似をしたり・店員さんの真似をした
りと模擬体験を楽しみながら、遊びを通して様々な社会のルールを身につけていきます。
世の中には、たくさんのキャラクターが溢れかえっております。テレビのキャラクターになりきること
が「ダメ」な訳ではありませんし、見ることが悪い訳でもありません。それも１つの世界なのです。
しかし、視覚から入ってくる情報は、大人が思っている以上に強烈で、なりきる天才の子ども達にとっ
て格好の材料になります。
キャラクターの商品の御遠慮のお願いは「園で生活している時だけでも、強烈なキャラクターから開
放され身近な役になりきる楽しさを経験して欲しい」という当園の想いです。
入園を控えて、もうすでに「買ってしまった！」と言う方もいらっしゃるかと思います。
次回 買い替えやお買い物をなさる時に、心のどこかで思い出して頂けると嬉しいです。
皆さまのご協力よろしくお願い致します。

●個人懇談
９月中旬に希望者のみ個人懇談を行ないます。※申し込み用紙は９月初旬頃にお渡し致します。
保護者の方に幼稚園に来て頂き、担任とお子さんの成長の様子を交流したいと思います。

●参観日
日程を決めさせて頂き、普段の室内あそびをしているお子さんの様子を見て頂きます。
※学年によっては、サークルタイム・設定の様子を見て頂く場合もあります。
※参観日ではない時でも、園に足を運んで下さった時にお子さんの様子を見て頂いても構いません。
その時は、廊下からお子さんに見つからないように室内を覗いて下さいね。
年少さんの頃は特に園に慣れたと思っても、小さな身体の中でたくさん頑張っています。
親御さんが来てくれて嬉しい気持ちと甘えたい気持ちが重なってしまい、慣れるまでは号泣してし
まう事もあります。

もし、号泣して離れられなくなってしまった時は、職員が援助させて頂きま

すが、
「おうちで待ってるよ☆」と笑顔でお子さんに声をかけて下さいね。

参観中のお願い
・参観中は、普段のお子さんの様子を見て頂きます。
・保育者が決めた席に座って参観ください。
・お子さんが気になってしまいますので、参観中の大きな声での私語はご遠慮下さい m(__)m
・参観時間が終わりましたら、静かに退室をお願い致します。
子ども達は次の日課に移行しますので、ご協力お願い致します m(__)m
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●学級閉鎖・学年閉鎖
インフルエンザの流行等により学級や学年の多くの欠席者が出た場合は、学校医と相談の上、学級閉鎖・
学年閉鎖の措置をとることがあります。
・閉鎖期間は３日間を基本とします。
・預かり保育は、お仕事の都合の方のみ利用可能とします。

●台風や雪害の場合の対応
悪天候が予想される場合は、できる限り前日のうちに判断を行ない、連絡致します。

●出席停止
次の病気にかかった場合は伝染の恐れがあるため出席することが出来ません。
出席停止として出席日数から引かれます。(欠席扱いにはなりません)
麻疹(はしか)
風疹(ふうしん)
水疱瘡(水ぼうそう)
手足口病
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
インフルエンザ
溶連菌感染症
百日咳
流行性結膜炎
感染症胃腸炎(ノロウイルス)
咽頭結膜熱(プール熱、アデノウイルス)
ヘルパンギ―ナ
伝染性軟属腫(水いぼ)
伝染性膿痂診(とびひ)
マイコプラズマ感染症
伝染性紅斑(りんご病)
Ｏ-157
単純ヘルペス感染症
ウイルス性肝炎
結核
突発性発疹
ロタウイルス

※登園は、医師の指示に従ってください。(感染症連絡表※の提出をお願い致します。)
※感染症連絡表は幼稚園ファイル後方に入っています。コピーして使用して下さい。

●忌引き
身内に不幸があった場合、次の日数が忌引きとして出席日数から引かれます。(欠席扱いにはなりません)
【・親－6 日

・兄弟、祖父母－2 日

・曾祖父母－1 日】

●園でのケガ
園の管理下で発生したケガについては、その程度により園で判断し保護者と連絡を取った上でお子さんを医療
機関へ連れて行きます。ただし、次の場合は保護者の確認に関わらず、至急医療機関へ搬送します。
・意識不明、意識障害等が見られる場合
・出血が激しい場合
・骨折の疑いがある場合
・その他、早急の処置が必要と判断した場合
かかりつけの医療機関がない場合は、園指定医療機関へ連れて行きます。

●学校保険
園では、小・中学校と同じ日本スポーツ振興センターの学校保険と施設賠償保険に加入しています。園内、登
降園中に起きた事故に対しては医療費が支払われます。
〈子ども同士によるケガについて〉
「思わず積み木で叩いてしまった」「友だちにぶつかって転び机に顔をぶつけた」等、集団で生活していると気
をつけてはいてもこのような事が起きてしまうことがあります。ケガの程度やケースに差はあったとしても子ど
もがケガをして帰ってきたらショックを受けるのは当然です。それは、ケガをさせてしまった場合も同じでしょ
う。一時的に感情的になってしまうのはやむを得ないことですが、大切なのはその後の対応です。
子ども同士のトラブルには「お互いさま」の部分もあります。相手の受けた衝撃や悲しみをお互いにくみ取る
ことで親も子どもも成長していくことができるのではないでしょうか。
園としてもこのような事態が起きないよう、十分配慮していきます。
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●行事

※必ず行事予定で日程をご確認お願いします※
※新型コロナウイルスの感染状況によっては中止、又は延期します。

・花まつり(年長児・お稚児さんに希望された方が参加します。)
花まつりとは、のの様のお誕生(4/8)をお祝いする日です。
仏教幼稚園の年長児達が集まり、のの様の誕生を祝って歌を唄います。
年中・少の園児はお休みとなりますが、お稚児さんとして参加する事が出来ます。
近くなりましたら、
『お稚児さん申し込み用紙』をお渡し致します。
・親子遠足(５月後半)
幼稚園に入園してから全園児が参加する初めての行事になります。
交流も兼ね全園児＋親御さんみんなで「旭山動物園」にお出かけをします。
動物園には大型バスで移動します。
(年長園児のみ１号車バスに乗車し、お母さま方には大型バスに乗って移動してもらいます)
入場してからは集合写真を撮り、昼食の時間まで職員が準備したミッションを力を合わせてクリアをしてもら
います。昼食後は自由時間となります。時間になりましたらバスに乗車し幼稚園に戻り解散となります。

・運動会(10 月前半)
みどり幼稚園の運動会は「東五条小学校」のグランドをお借りして、運動会を行ないます。
年少競技は午前で終了となりますが、年中・長競技は午後も行ないます。
雨天時は、
「東五条小学校 体育館」で行ないます。その際は、全学年競技 午前で終了となります。

・お泊り会(年長児のみ)
年長恒例の行事となります。
お泊り会の日は、午前保育となります。一度帰宅して頂き、再度時間になりましたら、お泊り道具持参で来園
して頂きます。(用意して頂く道具は、後日お知らせさせて頂きます)
この日は、天気が良ければ夕食を食べ、その後お子さんには秘密のレクリェーションを行ない花火をして就寝
します。雨天の時は予定を変更してレクリェーションを行ないます。

・大掃除(年長→１学期・年中→２学期・年少→３学期)
おうちの方に各学期ごと園内を綺麗に清掃して頂くお手伝いをして頂きます。
全て PM２：４５から行ないますので、行事予定のご確認をお願い致します。

・芋ほり(8 月下旬～９月上旬)
年少・中・長と分かれて３日間「芋ほり」に行ってきます。
自然の中で、力を合わせて芋を掘ってきます。
芋ほりは子どもと職員のみで頑張ってきます。掘ったお芋は後日、皆さまにお土産としてお渡しさせて頂きま
すので、お家でたくさんお芋料理を作って下さいね。
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・幼稚園まつり(7 月)
全園児・ご家族の皆さまに協力して頂き、幼稚園敷地内(園庭)でおまつりを開催致します。
各学年ごと内容は変わりますが、親子で一緒にリアル「お店屋さん」ごっこを体験してもらいます。

・お遊戯会
みどり幼稚園のお遊戯会は、隣接しているお寺(報恩寺)３階客殿で行なわれます。
年少・中さんは遊びの時間を崩さないよう配慮し日課の合間で行なって参ります。年長さんは、みんなで力を
合わせる・完成する喜びを味わう良い機会ですので、年少・中さんよりは少し多めに時間を使って練習は致し
ますが、遊びの時間も大事にしています。
他のお友だちのお遊戯を見る・見られる経験をする中で、『お客さん』のルールを知ることが出来る大切な機
会になっています。

・成道会(じょうどうえ)
成道会とは、のの様がお悟りを開かれた日(１２月８日)をお祝いする日です。
この日は、お寺(報恩寺)本堂にて全園児でお参りを致します。
※献花献灯をして頂く代表園児を事前に決めます。その時はお知らせさせて頂きますので、連絡が入ったご父
母の皆さまはお子さんの頑張りを見にぜひ足を運んで頂き一緒にお参りをして下さい。

・おもちつき
園内(玄関)でおもちつきを行ないます。
子ども達には実際に本物の「臼」
「杵」を使って、餅米からお餅の変わる様子を見てもらいます。
その後、
「おもちつき」の体験を子ども達にしてもらい、全園児で「おもち」を食べます。
※この日の昼食は５食の味付けをしたお餅をバイキング形式で選んで食べる予定です。

・陶芸教室(１月後半)
年長園児＋年長ご父母の皆さんのみの参加となります。
年長親子で卒園記念作品を作って頂きます。

・豆まき
日本の行事「節分」をお寺(報恩寺)３階客殿で行ないます。
「心の中の鬼」をみんなで豆をぶつけて追い払います。
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・雪あかり
雪あかりの日は、午前保育となります。
事前に子ども達と準備した牛乳パックに水を入れて凍らした氷柱を全園児＋ご父母の皆さまと一緒に園庭に
並べて置きます。氷柱の間にロウソクを置き、火を付けあかりを灯していきます。
暗い中で見る「雪あかり」はとても幻想的で綺麗ですよ。

・涅槃会(ねはんえ)
涅槃会とは、のの様がお亡くなりになられた日(2/1５)のことです。
お寺(報恩寺)本堂にて、全園児でのの様のお亡くなりになられた日をお参りします。
※献花献灯をして頂く代表園児を事前に決めます。その時はお知らせさせて頂きますので、連絡が入ったご父
母の皆さまはお子さんの頑張りを見にぜひ足を運んで頂き一緒にお参りをして下さい。

・おたのしみ会(３月上旬)
卒園・進級を目前として、子ども達がこの一年で出来るようになった事を「おたのしみ会」を通して披露し合
う大切な日です。全園児みんなで大ホールで昼食を食べ、楽しかった時間を共有します。
この日は、園児・職員のみで行ないます。

・卒園式(３月中旬)
年長園児・ご父母の皆さまのみの参加となります。
この日は在園生はお休みとなります。
卒園式後は春の預かり保育まで、年長園児はお休みとなります。

・修了式(３月中旬)
大ホールで修了式(終わりの会)を行ない進級証書をお渡しします。
一年間過ごしたお部屋で今までの出来事をみんなで思い出し成長を喜びます。
※修了式は、園児・職員のみの参加となります。

15

●あずかり保育
～202１年度～
今年度は下記の通りに、あずかり保育を実施致しますので、ご案内致します。
ご希望の方は、不要な袋にあずかり申込用紙を貼り日時を記入し、保育料を添えてお申し込み下さい。
記
1．あずかり保育は、別紙

年間予定表の通り実施されます。

＊新入園児につきましては、４月 19 日(月)より開始させて頂きます。
《幼稚園の日課に慣れること、そして子ども達の負担を考え、通常保育(午後保育)からの開始とさせ
て頂きますので、ご了承下さい。お仕事されている方は園まで相談して下さい。
》
＊あずかり保育実施日は変更になる場合がありますのでご了承ください。
2．あずかり保育時間と保育料は、次の通りです。
①特別(保育日早朝)
S.7 時３0 分～8 時３0 分

無料

②通常保育日《予定表●》※火・水・木のみお菓子を持たせて下さい。
A・14 時 30 分～18 時 30 分

400 円

③午前保育日《予定表▲》※お弁当・水筒・お菓子を持たせて下さい。
B・12 時 30 分 ～ 16 時 30 分

400 円

C・16 時 30 分 ～ 18 時 30 分

１時間

100 円

④夏・冬・春休み期間・土曜日《予定表■》
Ｄ・ 7 時 30 分

～

18 時 30 分
1 時間

100 円

『お菓子について』
お菓子は基本 個包装されている
・おせんべい系
・クッキー系
・ゼリー(小さい物２個)
・プリッツ系
どれか、２種類を名前が書かれて
いる袋に入れて持たせて下さい。
※チョコレート・ケーキ系は溶ける可能性
がありますので、ご遠慮下さい。
※ガムもご遠慮下さい。
※アレルギーのお子さまは、上記に似た
お子さまの食べられるお菓子をご持参
下さい。

※13 時 00 分以降お迎えの方 お弁当・水筒を持たせて下さい。
※15 時 00 分以降お迎えの方 お弁当・お菓子・水筒を持たせて下さい。
※通常料金は 400 円・延長 100 円となります。
《夏・冬・春休み期間・土曜日は 別途料金》
その他 毎日コース 月額７０００円での申し込みも可能です。
《(５・６・９・１０・１１・２月のみ

月～金まで)４・７・１２・１・３月は通常料金または別途料金になります。
》

※お菓子は火・水・木はご自宅からご持参お願い致します。月・金は、自園調理(さらな保育園の厨房)の
手作りお菓子を食べます。ご持参頂くお菓子の内容は右記の『お菓子について』の欄をご覧ください。
3．送迎のバスはありませんので、必ず上記の時間までにお迎えをお願い致します。
※祝日・休園日のあずかりはお休みです。
4．あずかり保育をご希望の方は、不要な袋にあずかり用紙を貼りつけ、あずかり保育料を添え、
１週間前迄に次週の予約をして下さい。期限後の緊急予約の場合は、月・金も、お菓子はご持参下さいます
ようお願い致します。予約期限厳守でお願い致します。
土曜日の預りを希望される場合も同様にお知らせください。
※共働きの方のみ、土曜預りの際に給食を注文できます。(自園調理１食２８０円)
給食を頼む場合は、２週間前までの予約をお願い致します。
※この場合預かりの代金に給食費をプラスして予約して下さい。(例：100 円×５時間＋280 円⇒780 円)
※お金の管理の都合上、お迎え時のお支払いはご遠慮下さい。必ず申し込み時にお支払いをお願い致します。

5．夏・冬・春休み期間のあずかり保育につきましては、事前予約とさせて頂きます。申し込みにつきましては
後日、申込書をお渡し致しますので、そちらにご記入の上お申し込み下さい。
6．特別(保育日早朝)あずかりは無料です。必ず事前にご予約下さい。
７．2 号認定（共働き世帯）の方は利用日数に応じて日額 450 円・月額 11300 円まで無償化となります。
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●幼稚園開放
～令和 3 年（２０２１年）度～
地域に開かれた幼稚園をめざして、幼児や地域住民の皆様方が有効に施設を利用して頂
けるように、今年度も５月から幼稚園の開放を行ないます。
在園生・卒園生はもちろん、地域にお住まいのみなさんに幼稚園を開放します。
たくさんあそびに来てくれたらとってもうれしいです！

施設利用料は無料です。
＊幼稚園開放日
５月・・・１5 日（土）
６月・・・ 5 日（土）
７月・・・１7 日（土）
８月・・・２８日（土）
９月・・・ ４日（土）
１０月・・・１6 日（土）
１１月・・・ 6 日（土）
１２月・・・ ４日（土）
１月・・・１5 日（土）
２月・・・ 5 日（土）
３月・・・ 5 日（土）
＊開放時間
午前 9 時半～１１時半まで
＊開放施設
園庭・大ホール・室内あそび(年少１クラスを開放します)・絵本コーナー
室内で遊ぶ為、上靴をご持参下さい。
在園生並びに未就学のお子様は、必ず保護者同伴でお越し下さい。
小学生もできるだけ保護者同伴でお越し下さい。
来園時の交通事故等には十分注意して下さい。
事前の申し込み等は必要ありません。
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みどり幼稚園０・１・２（ぜろ・いち・に）のご案内

2021 年度も就園前の子ども達とお母さんが幼稚園の遊具で遊んだり、わらべうた遊びをしたり、
絵本の読み聞かせなどに参加する「０・１・２」
（ぜろ・いち・に）のお部屋を実施致します。
目

的

親子でわらべうたや遊具等で楽しく遊びます。

募集人数

親子で１５組（予定）

日

毎週木曜日

時

午前１０時～１１時３０分

第一回目は ５月２０日（木） スタートです。
参 加 費

１ヶ月（4 回）1 回 ２００円です。
（水道光熱費・教材費）

活動予定

わらべうた

わらべ遊び 玩具遊び 戸外遊び

作って遊ぼう 絵本の読み聞かせ その他
申し込みは、幼稚園にご持参いただくか、郵送・ＦＡＸ・メールでお知らせください。
（〒070-0029 旭川市金星町１－３－５ FAX 24-1757
E-mail midori-y@isis.ocn.ne.jp）
＊メールでお知らせいただきました方には確認のメールをお送り致します。
申し込みは随時受け付けております。

お願い…ご近所・お友達に小さいお子様がいらっしゃるご家庭にもお知らせ頂きます様
お願い致します。
みどり幼稚園(℡ 26-2972)

切り取り線
０・１・２に参加を希望します。
参加者名

お子様氏名

生年月日

平成

年

月

日生

歳

保護者名
ご住所
電話
E-mail

（差し支えなければご記入下さい）

19

感染症による出席停止の期間と対応について
今週に入り幼稚園ではアデノウイルスが流行しています。(高熱が続いたときはインフルエンザと共にアデノ
ウイルスについても検査されることをお勧めいたします。)それに伴いまして、感染症による出席停止の期間と
対応についてお知らせいたします。不明な点がございましたら、園までお問い合わせ下さい。

感染症名：出席停止期間
プール熱
主要症状が消えた後
(アデノウイルス)：
主要症状が消えた後22日を経過するまで
日を経過するまで
解熱後３日を経過するまで
インフルエンザ：
解熱後 2 日を経過するまで
解熱後33日を経過するまで
日を経過するまで
麻疹(はしか)：
解熱後
発疹が消滅するまで
風疹(ふうしん)：
発疹が消滅するまで
全ての発疹がかさぶた化するまで
水疱瘡(水ぼうそう)： 全ての発疹がかさぶた化するまで
熱が下がり、口の痛みが消えるまで
手足口病：
熱が下がり、口の痛みが消えるまで
耳下腺の腫れが消滅するまで
おたふくかぜ：
耳下腺の腫れが消滅するまで
抗生剤治療開始後 24
24 時間を経て全身状態が良ければ登園可能
時間を経て全身状態が良ければ登園可能
溶連菌感染症：
抗生剤治療開始後
特有の咳が消滅するまで
百日咳：
特有の咳が消滅するまで
主要症状がほとんど消失し、主治医が登園しても差し支えないと認めるまで
流行性結膜炎：
主要症状がほとんど消失し、主治医が登園しても差し支えないと認めるまで
熱が下がり、口の痛みが消えるまで
ヘルパンギ―ナ
： 熱が下がり、口の痛みが消えるまで
主治医が登園しても差し支えないと認めるまで
伝染性軟属腫(水いぼ)：主治医が登園しても差し支えないと認めるまで
主治医が登園しても差し支えないと認めるまで
伝染性膿痂診(とびひ)：主治医が登園しても差し支えないと認めるまで
主要症状がほとんど消失し、主治医が登園しても差し支えないと認めるまで
マイコプラズマ感染症：主要症状がほとんど消失し、主治医が登園しても差し支えないと認めるまで
主治医が登園しても差し支えないと認めるまで
伝染性紅斑(りんご病)：主治医が登園しても差し支えないと認めるまで
主要症状がほとんど消失し、主治医が登園しても差し支えないと認めるまで
Ｏ-157：
主要症状がほとんど消失し、主治医が登園しても差し支えないと認めるまで
主要症状がほとんど消失し、主治医が登園しても差し支えないと認めるまで
ノロウイルス：
主要症状がほとんど消失し、主治医が登園しても差し支えないと認めるまで
主要症状がほとんど消失し、主治医が登園しても差し支えないと認めるまで
ロタウイルス：
主要症状がほとんど消失し、主治医が登園しても差し支えないと認めるまで
熱が下がり、口内炎や口周辺の水疱が消失するまで
単純ヘルペス感染症： 熱が下がり、口内炎や口周辺の水疱が消失するまで
主治医が登園しても差し支えないと認めるまで
ウイルス性肝炎：
主治医が登園しても差し支えないと認めるまで
治癒するまで
結 核：
治癒するまで
主治医が登園しても差し支えないと認めるまで
突発性発疹：
主治医が登園しても差し支えないと認めるまで
主要症状がほとんど消失し、主治医が登園しても差し支えないと認めるまで
RS ウイルス感染症：
主要症状がほとんど消失し、主治医が登園しても差し支えないと認めるまで
ヒトメタニュ－モ
ウイルス感染症

※上記の出席停止期間内でも主治医の先生が「もう行ってもいいよ」と登園許可を出した場合は
その旨担任までお伝え頂いてから登園して下さい。
幼稚園では登園しても良いかどうかの判断は出来ません。病院で主治医にご相談下さい。
宜しくお願いいたします。
※このプリントは幼稚園ファイルに保管して下さい。

