‐ヽ
´

(ib´

‐‐‑1,‐ ‐
―‐
ヽ

″"´ ‐

ヽ
1

毎月、誕生会を開 いています。その際、学年ごとに歌 を歌つたり、教師違による出し物を見たり ます。
t′

誕生児には誕生絵本のプレゼン トもあります。

ぃ。

その後、子育て談義その他なんでも…茶話会を予定 しています。 (2階 に上が リー番目の部屋にお集まりください)
誕生会は 10:

ご進級おめで とうございます。
新年長 さんが年中時に植 えたチュー リップが、色 とりどりの花を咲かせ園庭もすっか り春 らしくな りま した。
本 日から平成 30年 度が始ま りました。子 どもたちが新 しいクラスになる期待感 と喜び、少 し戸惑いを見せなが

★4月 の行事予定は変則l的 になっています。学午だよりをとヽこ菫L盤 ユ、間違いの無いようお願いいた ます。
l″

※ 各学年・…・…・午前保育の期間は 11:30降 圃

ら元気に登園 してまい りました。新 しい担任、仲間に出会い進級当初は不安もあるかと思いますが、

※ 年長・ 中組… 11日

(水 )か

ら2:00降 田

昨年の 4月 もそ うであつたように、子 どもたちは順応性に優れています。個人差はありますがクラスに慣れ親 しん

※ 年少組……… 18日

(水 )か

ら2:00降 園

でいきます。 さまざまな面で心の葛藤をし、新 しい環境に慣れるよう頭の中で整理 しているはずです。ゆつくり、

※ 年少親子給食「 17日

そのお子 さんのベースを見守って ください。進級当初はどのお子 さんも緊張 して過 ごしていますので、両手をひろ
げ 「おかえりなさい ノ」と抱きじめて くださぃ。ほっと力が抜け安心するでしょう。

※ 年少組の預り保育は 5月 24日

本年度も、子 どもたちの成長に合わせ、「明日も幼稚口に行きたい ノ」「幼稚口で続きがしたい ′J
幼稚園は楽 しい"と 思えるような保育を心がけていきたいと思います。
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通園パスは登園・降園時に正門前に
入 り、停車 して回児の乗降をいた します。

ご協力をお願い します。

か ら連絡 させていただきます。

※

しないよ う

※ 引き波し印1練 (27日 )の 際は、

でお願いいたします。

ぉ願ぃいたします。

※ 口から2お 口いを別紙にて配布いたしますので、もう
「 、年度初めに目をコ てください。
=度
※
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☆3月 にお配 りした
保育の都合で

は、30年 2月 に作成 したものです。
その際は、日便 りでお知らせいたしますのでご了承ください。
2月 7日 に実施されます、予定表に加えてください。

福音館書店の月干U絵 本 「年少版こどものとも」(年 少) 「年中版こどものともJ(年 中) 「かがくのとも」(年 長)を 毎月
配布いたします。皆 さんよくご存知の 「ぐりとぐら 「そらまめ くん」その他…も初版は月刊絵本 として出版 され
1

たものです。
から出入りをしてください。

(天 傾により。南門を聞麟じ正門になることがあります)

30年 度 4月

ら開始いたしますが、

月刊絵本について

手数料 国』lが 一緒に引落 されます。
引き落 としが出来なかつた場合は、事務

(木 )か
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引き落 としになります。

また、危険ですので、

― ￨

です。

先 日、交通安全協会から連絡があり、当日の交通安全散

保育料は、毎月 12日 に銀行 より

ご注意 ください。
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今年度は、新に園長先生をお迎えし、年少 33名 、年中 28名 、年長 54名 、職員 19名 (非 常動・パス含)で 保護者
の皆様のご協力の下、子 どもたちと共に歩んでまい ります。 よろしくお願 い申し上げます。
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この月刊絵本ですが、幼稚口でも読み聞かせをしますが、家庭でもお子さんと一緒に読んで ください。
一度読めばいいとい うものでなく、子どもたちは毎 日、読んでもらいたいのです。その子 どもの大好きな絵本は毎
日読んでも決 して飽 きないのです。年中長は毎週、貸出 しをしてお りますが、同じ絵本を何度も借 りることがあり

の 予 定

ます。
子 どもたちは、常に体験を通 して学び、成長 します。そ してゆつくりと体験 したことを身につけていきます。
絵本 も同様で、同 じ絵本を繰 り返 し読むことにより、ゆっ くり、じっくり絵本の中に入 り込み、想像の世界で主
人公 と一緒に楽 しむのです。この体験が想像力や情操を培ってい くのです。この想像力は考える力となり、やがて
は物事を正 しく判断出来る力が育まれていきます。
「 朝 ご は ん 」 き ち ん と食 べ て い ます か

!

「日覚ましごはん」といわれ、朝 ごはんを食べ ると、

が入るのです。

温かいみそ汁の香 りや 目玉焼き、野菜、果物の色は 「おいしそ う」と

します。

そ してなにより、家族 と一緒に食べることが大切ぅ朝の家族の笑顔が、一番の栄養になるのです。
一 日の元気の活力となる朝ごはん、規則正しい食生活を心がけましょう。

