
〈もも・さくら組〉 

・先生に親しみをもったり、幼稚園での生活の仕方を知ったりして、安心して過ごす。 

〈たんぽぽ・なのはな組〉 

・年中組になったことを喜び、先生や友達と一緒に遊ぶことを楽しむ。 

〈すみれ・すずらん組〉 

・教師と友達との再会と年長組になった喜びを十分に味わい、友達と一緒に遊びや生活をすることを楽しむ。 

 

今月のねらい 

 

 

 

             

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜臨時園校中の主な対応＞ 

3月25日(水)    4月6日(月)からの通常登園を確認 

4月  6日(月)    4月10日(金)まで休園延長を決定 

4月 8日(水)    資料の配付（クラス分け発表） 

          「つつみちゃんニュース」発行開始 

4月  9日(木)    5月6日(水)まで休園延長を決定 

4月15日(水)～   各家庭への電話連絡を開始 

4月28日(火)     5月10日（日）まで休園延長を決定 

5月  1日(金)     園だより（5月号）を発行 

          5月11日(月)からの分散登園を決定 

5月  7日(木)       5月31日(日) まで休園延長を決定 

5月11日(月)～  「オンラインあさのかい」を開始 

5月14日(木)～   30周年のぼり旗を正門に設置 

5月22日(金)    6月1日(月)からの幼稚園再開を決定（分散登園） 

幼稚園の再開に向けて 

園長 児玉 大祐 

 

この2ヶ月の間に4回にも及ぶ休園期間の延長があったにもかかわらず、適切に御対応いただき、本当に

ありがとうございました。子供たちの家庭学習の支援や健康管理など、保護者・地域の方々の献身的な御努

力に対して改めて感謝申し上げます。 

 さあ、いよいよ今日から子供たちの明るい笑顔が幼稚園に戻ってきました。 

もちろん、分散登園による「３密」の回避や定期的な消毒作業、毎日の健康観察など、幼稚園で対応でき

る最大限の感染症予防対策をしっかり行いながらのスタートとなります。また、行事の大幅な見直しなども

行っていきます。 

今後は、過去に例のない異例ずくめの幼稚園生活になるとは思いますが、子供たちの笑顔のため、教職員

が一丸となり全力で頑張ってまいります。保護者、地域の方々には引き続き御支援をよろしくお願いします。 
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６月園だより 

令和２年度 



 

 

 

 

 

登園学級 日 曜 行事予定 

５歳 １ 月 衣替え 

始業式・開園を祝う会（５） 

４歳 ２ 火 衣替え 

始業式・開園を祝う会（４） 

すみれ 

たんぽぽ 

３ 水 よい歯の話（すみれ組・たんぽぽ組） 

すずらん 

なのはな 

４ 木 よい歯の話（すずらん組・なのはな組）             

３歳 ５ 金 入園式 

 ６ 土  

 ７ 日                

♥ ８ 月  

★ ９ 火  

♥ １０ 水 安全指導 

（すみれ組、たんぽぽ組、もも組） 

★ １１ 木 安全指導 

（すずらん組、なのはな組、さくら組） 

♥ １２ 金 身体測定（すみれ組、たんぽぽ組）     

 １３ 土  

 １４ 日                     

★ １５ 月 身体測定（すずらん組、なのはな組）        

♥ １６ 火 誕生会（すみれ組、たんぽぽ組）   

★ １７ 水 保護者会 

（すずらん組、なのはな組、さくら組） 

♥ １８ 木  保護者会 

（すみれ組、たんぽぽ組、もも組） 

★ １９ 金 誕生会（すずらん組、なのはな組）              

 ２０ 土            

 ２１ 日       

全 ２２ 月              

全 ２３ 火  

全 ２４ 水 誕生会（３） 

開園記念を祝う会（３） 

全 ２５ 木  

全 ２６ 金                 

 ２７ 土             

 ２８ 日              

全 ２９ 月                     

全 ３０ 火  

＜避難訓練＞ 
今月は地震を想定し、学級で避難訓練の指導を行
います。 
子供たちに折りたたみ式ヘルメットの扱い方を
指導します。 

《連絡事項》 
＊登園日について 

 園内での３密を避けるため、学級ごとに日にちを分けて登園日を

設けます。時期に応じて登園する学級が異なります。登園日は以下

の通りです。登園日以外は休みになります。 

 

また、６・７月中は午前保育です。弁当はありません。 
 

＊登園日初日より、健康管理カードの提出をしていただきます。 

玄関横コンクリートの柱の脇に提出用の場所を設置します。 

＊予備のマスク（内側に記名）を、チャック付きの袋（記名あり、

スライダーが付いていると幼児が扱いやすいです）に入れて、通園

カバンの大きいポケットの中に入れて持たせてください。（水に濡

れたり落としたりした際に使用します。） 

 

＜初日の持ち物（年中、年長）＞ 

 ・コップ、タオル ・水筒    ・ハンカチ、ティッシュ 

 ・カラー帽子   ・健康カード ・予備のマスク 

 

 １日（月）～４日（木） 

年中児、年長児のみの分散登園となります。 

 １日（月）年長児（すみれ組・すずらん組） 

 ２日（火）年中児（たんぽぽ組・なのはな組） 

 ３日（水）すみれ組・たんぽぽ組 

 ４日（木）すずらん組・なのはな組 

 

８日（月）～１９日（金） 

 以下の２グループに分けての登園となります。 

♥すみれ組、たんぽぽ組、もも組 

登園日：８日(月)、１０日(水)、１２日(金)、１６日(火)、１８日(木) 

 

★すずらん組、なのはな組、さくら組 
登園日：９日(火)、１１日(木)、１５日(月)、１７日(水)、１９日(金) 

 

２２日（月）～３０日（火） 

全学級登園となります。 
  

＜登園時の開門時間＞ 

 年長…８:４０～８:４５  

 年中…８:４５～８:５０   

年少…８:５５～９:００   

 

＜降園時の開門時間と担任からのお知らせの時刻＞ 

 年長…１１:４５～１１:５０ １１:５０ 

 年中…１１:３０～１１:３５ １１:３５ 

 年少…１０:５０～１０:５５ １０:５５ 

 ＊担任からのお知らせ後に降園となります。 

 ＊安全管理のため、開門時間以外は門を閉めさせていただきます。 

 

＜降園場所＞ 

 すみれ組  

なのはな組  

  もも組 

 

すずらん組 

たんぽぽ組 

 さくら組 

小学校玄関前 

人形時計下（小学校正門前） 

 人が密集することを避けるため、

年長組の登園は、小学校正門からに

なります。遅れる場合は、幼稚園玄

関からお入りください。 

御協力お願いいたします。 

《行事予定》 

♥：すみれ組、たんぽぽ組、もも組 
★：すずらん組、なのはな組、さくら組 
 

 

人形時計下（小学校正門前） 

※幼稚園側に寄ってお待ちください。 
 

小学校玄関前 



                  

 

《行事予定》 

【７月の主な行事予定】 

 

６日(月) 個人面談始 

７日(火) 七夕 

１４日(火) 誕生会（５） 

１６日(木) 誕生会（４） 

１７日(金) 誕生会（３） 

２１日(火) 保護者会（３・４） 

２２日(水) 保護者会（５） 

３１日(金) 終業式 

 

 

《連絡事項》 
 
【安全指導】♥…１０日(水)、★…１１日(木) 
☆登降園の際に保護者と手をつなぎ、交通ルールを守る。 

この内容を中心に指導します。 

 

【身体測定】 

  すみれ組、たんぽぽ組…１２日(金) 

すずらん組、なのはな組…１５日(月) 

身長・体重を測定します。着脱しやすい服装、女児は髪を横に結ん

でください。 

 

【誕生会】 
すみれ組・たんぽぽ組…１６日（火） 

すずらん組・なのはな組…１７日（水） 

もも組…２４日（水）  

さくら組…２５日（木） 

  分散登園、学年の実態により、学級ごとに日にちが異なります。また、

４・５月生まれのお子さんも一緒にお祝いします。 

後日４・５・６月生まれのお子さんに、招待状を御渡しいたします。 

場所:体育館 
時間: 
９:２５～１０:００ 

場所:保育室 

時間:１０:２５～ 

☆状況次第で、行事が延期、 
又は中止になることがあります
ので、御承知おきください。 

 

「何でも相談日」について  ２２日（月） 

 子育ての悩みや園でのお子さんの様子等、園長

に相談できる日を、月に１回、設けています。御

希望の方は、事前に御連絡ください。（この日が

都合の合わない場合は、個別に日程を調整いたし

ます。） 

《連絡事項》 
 
【衣替え】 １日（月）、２日（火） 
  この日から、全園児が夏園服、夏帽子を着用します。 

 ４歳児、５歳児は、着用する物の学級名を書き変えてください。 

 

【入園式】 ５日（金） 
  入園式を小学校体育館で実施します。 
  詳細は右側をご覧ください。 
  ４歳児、５歳児は休みとなります。 

 
【保護者会】 
  ★…１７日（水） 
  ♥…１８日（木） 
  時間： ９：２０～１０：００ 

場所：体育館 外履きを入れる袋と室内履きをお持ちください。 
＊小学校は授業をしていますので、静かに御移動ください。 
 

【開園を祝う会】      
 幼稚園が３０回目の誕生日を迎えます。各学級又は学年でお祝い

します。 
年長組… １日(月) 
年中組… ２日(火) 
年少組…２４日(水) 

 

【よい歯の話】 ３日(水)、４日(木) 
  学年に応じて、歯磨きの大切さを学級指導します。 
 
【安全指導】♥…１０日(水)、★…１１日(木) 
＜登降園の際に保護者と手をつなぎ、交通ルールを守る。＞ 

この内容を中心に指導します。 

 

【身体測定】 

  すみれ組、たんぽぽ組…１２日(金) 

すずらん組、なのはな組…１５日(月) 

身長・体重を測定します。着脱しやすい服装、女児は髪を横に結ん

でください。 
 

【誕生会】 
すみれ組・たんぽぽ組…１６日（火） 

すずらん組・なのはな組…１９日（金） 

 

もも組・さくら組…２４日（水）  

   

分散登園、学年の実態により、学級ごとに日にちが異なります。ま

た、４・５月生まれのお子さんも一緒にお祝いします。 

後日４・５・６月生まれのお子さんに、招待状を御渡しいたします。 

場所:保育室 

時間:１０:２５～ 

入園式について 

 

受付時間  ９時２０分～９時３５分 

場  所  日本橋小学校３階 体育館 

持ち物 （新入園児）上履き、上履き袋、 

ハンカチ、ティッシュ 

    （保護者）室内履き、外靴を入れる袋、

書類を入れる袋 

服  装  園帽子(夏服)・園服(夏服)・白靴下 

     白のシャツやブラウスまたはポロシ

ャツ・紺ズボン 

 

＊小学校玄関より、お入りください。 

＊小学生が授業を受けています。静かに階段を

あがり、開場へお入りください。 

＊開式１０分前には、必ず御着席ください。 

場所:体育館 
時間:９:３０～９:５５ 

＜３歳児慣らし保育について＞ 

分散登園により登園日が少なくなったことか

ら、慣らし保育期間を延長し、６月中は降園時刻

を１１:００とさせていただきます。４月の園便り

とは、時期と期間が異なっております。御確認く

ださい。 

また、年少組は６月８日（月）の登園から、園

服は着用せず、通園カバンに必要な物を入れて、

夏帽子を被って登園してください。 

 


