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園だより ６月
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主任

深瀬 良子

緑が深くなり、暑い日が少しずつ増える中、サクラ広場の紫陽花がきれいに色づき始めました。私は
今年度より、久松幼稚園の主任をさせていただくことになりました深瀬良子と申します。昨年度まで、
担任として４年間久松幼稚園に勤めておりました。大好きな久松幼稚園の子どもたち、保護者の方々と
一緒に、保育ができることをとてもうれしく思います。”みんなのせんせい”として、どの子どもたちに
も親しみをもってもらえるよう、努めてまいりたいと思います。
さて、３月から臨時休園が続き、再開が見えず不安な気持ちが続いた方も多くいらっしゃったことと
思います。休園中、教職員も子どもたちに会えない寂しさが募りました。子どもたちのことを思いなが
ら、何かできることはないかを考え、園児や保護者、地域の方々といつでも繋がることができるホーム
ページの充実に向けて、知恵を出し合い作成してきました。生活や遊びについての内容の発信の他に、
少しでもみなさんに元気が届けられるように「だいすき ひさまつようちえん～ちからをあわせて～」
という歌をつくりました。この歌には、先生たちからみなさんへの想いがたくさん込められています。
子どもたちや保護者の方に親しんでもらえたらと思います。また、区内１３園の幼稚園で「ありがとう
♡メッセージ」を呼びかけたところ、子どもたちからたくさんの絵やメッセージが届きました。子ども
たちの絵から元気をもらい、気持ちがつながっていることを改めて感じました。御協力ありがとうござ
いました。
本日、６月１日より分散登園という形で、少しずつ幼稚園が始まります。教職員一同、うれしい気
持ちでいっぱいです。一方で、再開するにあたり、健康面、安全面に配慮し進めていかなければなりま
せん。手探りではありますが、最善を尽くし保育に努めていきたいと思います。保護者の方々と引き続
き、連携をとりながら感染防止に努め、子どもたちの豊かな育成を目指して保育をおこなっていきたい
と思います。今後とも御理解、御協力の程よろしくお願いいたします。

〚今月のねらい〛
＜さくら・もも・ふじ組 ＞ ○先生に親しみをもち、安心して過ごしながら、好きな遊びを楽しむ。
＜う め・あんず組＞ ○進級の喜びを感じ、興味をもったものに関わったり、友達と一緒に
遊んだりすることを楽しむ。
○喜んで幼稚園に登園し、先生や友達に親しみながら、新しい生活の
場に慣れる。
＜ま つ・た け組＞ ○年長組になった喜びをもち、いろいろな場や遊びに関わることを楽
しむ。
〇環境の変化を知り、自分なりに生活を進めていこうとする。
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始業式 分散登園（A グループ）
衣替え移行期間（～１２日まで）
始業式 分散登園（B グループ）
分散登園（A グループ）
分散登園（B グループ）
入園式（新入園児）

分散登園（A グループ） 集金日
身体測定（まつ・たけ組）
分散登園（B グループ） 集金日
身体測定（まつ・たけ組）
分散登園（A グループ）
身体測定（うめ・あんず組）
分散登園（B グループ）安全指導
身体測定（うめ・あんず組）
分散登園（A グループ）安全指導
身体測定（さくら組）

年中組

年長組

１１：００ １１：１０

入園式終了後

１０：３０ １１：００ １１：１０

分散登園（B グループ）
身体測定（さくら組）
分散登園（A グループ）身体測定（もも組）
１０：３０ １１：００ １１：１０
分散登園（B グループ）身体測定（もも組）
分散登園（A グループ）身体測定（ふじ組）
分散登園（B グループ）身体測定（ふじ組）

午前保育開始
４月誕生会（うめ・あんず・まつ・たけ組） １０：３０
１１：４０ １１：５０
避難訓練
５月誕生会（うめ・あんず・まつ・たけ組）

１１：００

１１：００

６月誕生会（うめ・あんず・まつ・たけ組） １１：３０

１１：４０ １１：５０

※前年度に配布した年間計画で予定していた１３日（土）の公開日・ＰＴＡバレーは中止します。
そのため、１５日（月）は分散登園日となります。

お誕生日おめでとうございます

◯分散登園 １日（月）～１９日（金）
中央区教育委員会の方針に基づき、この期間は分散登園となります。事前にお知らせしたグル
ープを確認し、間違えのないように登園してください。御協力お願いいたします。
＜登園時間・降園時間＞
さくら・もも・ふじ組
登園 ９：００～９：１０
降園 １０：３０
うめ・あんず組
登園 ８：５０～９：００
降園 １１：００
まつ・たけ組
登園 ８：４０～８：５０
降園 １１：１０
※小学校玄関から入り、登園したお子さんから保護者の方と離れます。始めに、靴箱前の水道で
手を洗い、靴を履き替えて保育質に行きます。密集を避けるため、しばらくは全体での挨拶は
行いません。
＜降園場所＞
晴れ、曇りの場合

雨天の場合

年中・年長組

サクラ広場

保育室

年少組

保育室

保育室

※雨天の場合、保護者の方は幼稚園玄関から入り、お子さんを保育室に迎えに行ったら、たけ組
奥の非常扉より降園します。御自分の濡れた靴と傘を入れる袋をご持参ください。
◯集金日 ８日（月）９日（火）
小学校玄関に、学級ごとに回収袋を用意しますので、名簿に◯を付けて提出してください。配
布してあります封筒に、お釣りのないようにお願いします。年少組は業者ごとの袋に分けてご準
備ください。
◯身体測定 ８日（月）～１９日（金）
身長、体重を測ります。脱ぎ着しやすい服装をお願いします。
年少組は保護者と一緒に行います。詳細は学年便りでお知らせします。
◯安全指導 １１日（木）１２日（金）
毎月１回行います。安全に関する話を聞いたり、安全について考えたりします。
◯午前保育開始 ２２日（月）～
全園児での登園、午前保育となります。年少組は慣らし保育を行います。行事予定の降園時刻
の欄を確認してお迎えに来てください。
◯誕生会（うめ・あんず・まつ・たけ組）２３日（火）２６日（金）３０日（火）
各学級ごとに遊戯室やみんなの部屋に集まってお祝いをします。年中組・年長組の誕生児の保
護者の方は誕生会に参加していただきます。時間、場所については後日担任よりお知らせします。
年少組は、各学級でお祝いをします。保護者の方の参加はありません。日程が決まりましたら
後日、担任よりお知らせいたします。
誕生児には色紙のプレゼントをしますので、保護者の方のお祝いのメッセージを書いていただ
きますように、お願いします。
（全学年）
◯避難訓練 ２４日（水）
今月は学級ごとに行います。非常時の行動の仕方を学年の発達に応じて学びます。

３歳児 「御入園おめでとうございます」
入園式まで長い期間がありましたが、ようやくみなさんと会えることをうれしく思います。幼稚園
が始まるまで、荷物の引き取りやお電話での対応の御協力ありがとうございました。その中で、幼稚
園を楽しみにしていたり、緊張していたり…いろいろなお子さんの様子を知ることができました。そ
して、その様子から、
「どんなことが好きなのかな、どんなことをして遊ぼうかな…」と、想像を巡
らせていました。
また、ありがとう♡メッセージでは、たくさんのお手紙をいただき、会えない期間でもみなさんと
のつながりを感じることができました。みなさんの思いが伝わり、元気をいただきました。ありがと
うございます。
いよいよ入園です！御入園、本当におめでとうございます。それぞれのお子さんの姿を受け止めな
がら、一人一人が安心して過ごせるよう保育を進めていきたいと思います。
さくら組担任 佐久間 栄美

４歳児 「 年中組になって 」
楽しみにしていた年中組での生活がスタートしました。新しい学級になったうれしさや少しドキド
キした気持ちを受け止めながら、園生活の中で、一人一人が安心して過ごせるよう援助していきたい
と思います。
荷物の引き取りや電話では、保護者の方や子どもたちの元気な声を聞くことができ、安心しました。
たくさんの御協力をありがとうございました。お家の人と「～して遊んでいるよ！」
「お料理したよ」
など、それぞれの家庭で楽しく過ごせるよう工夫されていること、また子どもたちの今興味をもって
いることを知ることができうれしく思いました。
これからの園生活の中でも、いろいろなことに興味をもって「やってみたい！」という気持ちを大
切にしながら、遊ぶことが楽しめるよう援助していきます。たくさん遊んで、大きく成長する姿を楽
しみにしています。
うめ組担任 阿部 真秀

５歳児 「まつ組、たけ組になって」
心待ちにしていた、年長組での生活がスタートしました。皆さんにお会いできることを楽しみにし
ていました！荷物の引き取りでは笑顔いっぱいの姿をみることができ、とてもうれしかったです。ま
た、電話連絡でも保護者の皆様をはじめ、元気な声を聞くことができて安心しました。さらに、ホー
ムページで掲載していた製作や運動遊び、手遊びなども活用してくださったことを聞き、うれしく思
いました。子どもたちが保護者の方と一緒に楽しんで取り組んでいる姿を思い浮かべると、すぐにみ
なさんに会いたくなりました。登園したら、おうちでどんなことをしていたか、たくさん聞かせてく
ださいね。
いよいよ年長組での生活がスタートです。憧れだったまつ組、たけ組うれしい気持ちがいっぱいで
すね。新しい学年、新しい学級、そして新しい友達。少しドキドキ、ちょっぴりワクワク！「どんな
ことをして遊ぼうかな」
「こんなことして一緒に遊ぼうよ！」と興味をもったことに自分から関わっ
て力を発揮していきましょう。
たけ組担任 宮野 莉歌

