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2021年度

4月の園だより
相模原みどり幼稚園

進級・入園おめでとうございます！
今年の春は、暖かい日が続き桜の開花宣言も記録的に早い日付となりました。そして、あっという間に花の見頃の時
期を迎えました。
コロナウイルスの事など心配なことはありますが、誰の元にも春は必ずやってくるのだと感じる今日この頃です。
そして4月は、スタート.出発．旅立ちの季節です。
相模原みどり幼稚園でも新年度、 2021年度の新学期が、新入園児164名、満三歳児クラス34名を迎えてスタートしま
した。

年長、年中に進級した子ども達は、新しい友だちや担任の先生との出会いで喜びを感じるとともに緊張もしているこ
とと思います。また、新たに入園してきた子ども達には、初めての集団生活が楽しみであると共に不安や緊張も感じら
れることでしょう。そして今年度より満三歳児つぼみクラスにつくしクラスが加わりスタートします。34名の小さな
子どもたちの園生活もとても楽しみです。
4月の幼稚園生活で大事にしたいことは、何よりも子ども達の不安な気持ちを取り除き、安心して園生活が送れるよ
うにしてあげることと､担任とのふれあいの中で一人ひとりへのきめ細かい配慮を心掛け､子ども達が｢幼稚園大好き、
明日も幼稚園へ行きたい！ 」 と言えるような環境づくりだと考えています。
各ご家庭では、新学期当初は園生活のリズムに慣れるまで不安やご苦労があるかと思いますが、長い目で見守り励ま

してあげてください。 「子どもはできる1大丈夫！ 」を信じ､まず保護者が不安にならないようにすることが大事です。
そして帰ってきたとき「お帰り ！ 」 と言ってしっかりと抱きしめてあげることも不安を取り除く一つの方法です。
本年度も本園の幼児の理想像｢丈夫な体にやさしい心を持つ子ども」の育成に努め､個性豊かで自分らしさを発揮し、
意欲を持って園生活が送れるよう努力してまいります。

年度初めにあたり、幼稚園とご家庭とが十分な連携を図り、子ども達の園生活や諸行事等が円滑にできますよう保護
者の皆様方のご理解。ご協力をよろしくお願いいたします。

◇みどり幼稚園幼児教育理想像

「丈夫なからだにやさしい心」を持つ子ども
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◇学年の重点
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満3歳児。 。 。幼稚園生活に慣れ、先生や友だちと遊びを楽しむことができる

年少組・ ・ ・基本的な園生活の過ごし方がわかり、喜んで参加できる

年中組。 ・ ・集団生活の約束や楽しさがわかり、友だちと仲良く遊ぶことができる
年長組・ ・ ・友だちと共通の課題をもって活動し、お互いの力を認め合い自分の力も発揮できる

◇一学期の目標
満3歳児・ ・ ・先生と一緒に遊び、園生活に慣れ親しむことができる

年少組． 。 ．喜んで登園していろいろな遊びを楽しみ、先生や友達とも親しむことができる
年中組・ ・ ・園生活に慣れ、先生や友だちと親しみながら、喜んでいろいろな活動に取り組むことができる
年長組。 。 ・園生活を楽しみながらいろいろな遊びを活発に行い、年長児としての自覚や自信を持つことができる

◇4月のねらい
満3歳児・ ・ ・新しい環境に慣れる
年少組・ ・ ・先生や友だちを知り、喜んであそぶことができる

年中組・ ・ ・喜んで登園し、先生や友だちとなかよく園生活を送ることができる
年長組。 ． 。新しい環境や友だちと親しみ、主体的に活動することができる

7日 （水）入園式（第57回）

※今年度は3部に分かれて行います。

受付（各クラス）保護者1名駐車場はありません。
8日 （木）始業式※今年度より園児。職員のみで行います。保護者の参加はありません。
①本日より保育開始→20日
D本日より保育開始→20日 （火）まで半日保育（保育終了11 ：00・お弁当なし）
：00・お弁：
･スクールバス運行始め（11時降園時間参照）

･徒歩通園は8 ：40〜9 ： 10までに登園（8時40分以前に園内に入ることはできません）
･車の方は年長8 ：40〜8 ： 55、年中8 ： 55〜9 ： 10、年少9 ： 10〜9 ： 25
みどり門の所で職員がお子さんをお預かりします。

｡降園は下記の時刻です。
弓イ壱
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｡保護者の方は各クラスにお迎えをお願い致します。
(感染予防のため､順次各クラスへのお迎えをお願いします）
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その際、

4 ：

迦幽型型里乏乏異‑個金側L重お待ち下さい。
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3 ：00

お子さんを引き取った後は速やかに降園しましょう。
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ご協力願います。
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）内の時間に全員園庭から出ていただきます。

｡園庭はバス待ちや習い事のサッカーで使用します。
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｡スクールバス駐車場に停めた方はスクールバスが戻ります
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｡お母さん方のおしゃべり中に弟妹の怪我や迷子が発生しま

ので速やかに降園願います。
すので、お気をつけ下さい。
※園からでたあと周辺の道路でのおしゃべりも迷惑となり
ますのでおやめ下さい。

（
半日保育11
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(13：40〜バス出発まで）
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(10：40〜バス出発まで）
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自家用車

●●

00

(12：40〜バス出発まで）

）内の時間は園庭に停めます。※台数に限りがあります

｡正門から入り正門から出ます。
※職員の指示に従って下さい。

※一方通行をお守り下さい。
･園庭に停めた方は速やかにクラスまでお迎えに行き、戻りましたら

すぐに車を出して下さい。
･バスが出発したら園舎裏スクールバス駐車場に停めて下さい。
(台数に限りがあります）

※徒歩通園、お迎えの降園ひきとり時間について

幼稚園周辺の道路が大変混雑し、一般車からの苦情が多くなっています。
上記の時刻を厳守願います。また、駐車台数は限りがあります。車の利用はなるべく
ご遠慮ください。近隣の有料駐車場をご利用いただく場合もありますことをご了承下さい。
※路上駐車は、一般車の迷惑になります。降園時間・スクールバス発車時の園付近の
路上駐車は禁止です。
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･幼児誘拐事件防止対策のため、原則として保護者以外の方への引き渡しは行いませ
･幼児誘拐事件防止対策のため、原則として保護者以外の方への引き渡しは行いません。
拐事件防止対策のため、原則として保護者以外の方への引き渡しは行いません。
来園する時は必ず父母名札をつけて下さい

識。
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◇4月の行事予定

忘れた場合は受付（職員室）にて申し出て
忘れた場合は受付（職員室）にて申し

下さい。仮の名札をお貸しします。
･スクールバスでのお迎えの時も、必ず父母名札をつけてバス停で待っていて下さい
･スクールバスでのお迎えの時も、必ず父母名札をつけてバス停で待っていて下さい。
車で来園の方はフロント部分に 筵篁麹湿星至圭ﾕ逗必ず置いて下さい。
※代理の方がお迎えの場合は、 必ず文書（保護者の捺印の上）にてお届け下さい。

②早朝保育．預かり保育はじまり

③年長組学級懇談会 14：00〜14： 30 （予定） （於：各教室）
駐車場＝園庭13 ： 30〜入場※車での来園はなるべくご遠慮下さい。
・園児及び弟妹にも名札をつけて下さい。
。みどりスポーツクラブの習い事がある方は、担任まで申し出て下さい。
9日 （金） ①つぼみ°つくし組登園始め
②年中組学級懇談会 14：00〜14： 30 （予定） （於：各教室）
※4月8日③「年長組学級懇談会」の項参照
12日 （月） 年少組学級懇談会 14：00〜14： 30 （予定） （於：各教室）
※4月8日③「年長組学級懇談会」の項参照
13日 （火） ｡ 14日 （水） 。 16日 （金） 。 19日 （月） 。20 （火）
前期個人面談実施日
半日保育（保育終了11 ：00＝お弁当なし）
15日 （木） お休み（相模原みどり幼稚園第56回創立記念日）預かり保育もありません。

21日 （水） ①お弁当始め保育終了

13 ：00

（月・火。木。金＝14： 00） （水＝1 3 ：00）

※給食は5月6日からです。

※満3歳児クラスのお弁当始めは5月10日 （月）です。
※スクールバスー降園は13時時間帯で運行
歩きの方は13 ：00降園
00降園と なります。
②ドルフインクラブ送迎はじめ
26日

（月） クラブ会入部受付

29日

（木） お休み（昭和の日）

30日

(金） 定例会10:00〜（於: 2画ゆうぎ室）

父母の会総務部役員及び各部正副部長の方々のご出席をお願いします。
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◇4月体操教室計画表
（木）
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※年少組は4．5月は各保育室で行います。

※体操教室の見学はしばらくの間できません。保護者の見学ができるようになりましたらメールにて
お知らせします。

※満3歳児クラスは、園生活に慣れてきたら様子を見て始める予定です。詳細は、開始前にプリントにて
お知らせします。
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◇駐車場について
①天気のよい日や行事の時は自転車（徒歩）などで来園しましょう。

②行事等の駐車については主として園庭ですが、変更することがあります。

車を利用の方は、その都度

駐車場所及び入場時間をご確認の上ご来園下さい。 （途中退車はできません）
※車でご来園の方は、園児に十分ご注意下さい。
③新入園児の方は「保護者心得」のP26駐車場案内図もご参照下さい。
④駐車場はなるべく多く駐車出来るよう 「キチンと、つめて、駐車」を励行して下さい。
⑤車のフロント部分には 必ず駐車券（クラス且氏名記入）を忘れずに見えるように置いて下さい。

⑥幼稚園の周りはﾆﾆ友逼迂でお願いします。 （保護者心得参照）
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◇預かり保育について
①5月の預かり保育利用届けの用紙は、 4月19日 （月）に配布します。締め切りは23日 （金）厳守です。
②年少組及び年中・年長組で4月から初めて利用される方は、慣れるまで早めのお迎えのご協力をお願い致します。
③全ての持ち物に記名をお願い致します。

④代理の方がお迎えの場合も必ず父母名札をつけて下さい。

⑤替えのパンツをジッパー付袋に入れて、預かり用とクラス．名前も記名し持たせて下さい。

◇お知らせ
①新しい職員が入りました。

白井琴音先生、甘利寧者先生､井上千明先生（サポーター。預かり保育)、

笠原千草先生（サポーター)、小宮山泉先生（預かり保育）です。よろしくお願いします。
嘉村雅良先生、
なお、 3月31日付いるか職員田中睦先生、海内睦子先生、溝呂木美奈子先生、サポーター嘉村
大熊美香先生が退職しました。お世話になりました。

②園では、 トイレの水道は飲料水としては使っていませんので、ご承知下さい。
③当園では随時ホームページに園の活動の様子などを紹介しております。ご利用下さい。
※その際園児たちの画像も使用させて頂いておりますので、ご了承下さい。

◇5月行事の一部予告
1日 （土）〜5日 （水）お休み
6日

（木）給食はじめ

12日 （水）入園。進級写真撮影（全園児）

畳:鮒歯科検診
26日 （水）教育大会（職員研修）のため半日保育（11 ：00降園）
※その他は「2021年度年間行事予定」参照

◇落とし物

T肌772‑4610 (保管は一か月）

・フェイスタオル（くまのプーさん、白）

。肌着（ユニクロエアリズム120cm)

・子ども用マスク（エアリズム2枚、貝の柄）

。子ども用靴下（トーマス）

・ゴム（アナ雪、白い水玉、お花付き）

・ハンカチ（マリオ）

・ハンドタオル（キョウリュウジャー、車柄、お姫様柄）

・ティッシュ（車柄ティッシュケース付き、鬼滅の刃3つ、ポケモン）

