
 

 

 

 

 

 

 

 待ちに待った緊急事態宣言の解除…気付けばもう６月になりました。ようやく幼稚園も再開とな

りましたが、例年どおりには進まないことも多々あることと思います。再度休園などの事態に陥ら

ないよう、新型コロナウイルス感染拡大予防にはこれまで以上に配慮し、子ども達の健康、安全を

守りながら保育を進めていきたいと思っています。予防のための検温、消毒、体調管理などご協力

いただくことも多くなりますが、よろしくお願いします。 

 

６月１日保育再開後の基本的なスケジュール 

  ６月 １日～６月１２日…分散登園 １週目Ａグループは月・火・水  

Ｂグループは木・金 

   ２週目Ａグループは月・火   

Ｂグループは水・木・金 

  ６月１５日～７月２０日…通常保育  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者様                            令和２年５月２７日  

            長洲幼稚園だより  尼崎市立長洲幼稚園 

                    ６月号          

 ５月の分散登園の時、入園式、進級式以来の子ども達の声を聞き、元気な姿を見て、本

当に幼稚園ってこうじゃなきゃいけないよねとつくづく思いながら、グッと熱いものがこ

み上げてくる感情を味わいました。 

４月からは職員に新たなメンバーも加わり、長洲幼稚園の子ども達の生活は？実態は？

どんな子どもに育てたい？子ども達の未来に必要な資質、能力って？じゃあ今何を育て

る？など、まだ見ぬ子ども達に思いを巡らし、私達のできること、すべきこと、頑張るこ

とを考え合ってきました。子ども達は頑張って取り組んでいることが目に見えてできるよ

うになると達成感や満足感を味わい、もっとやってみようとする意欲ももつようになりま

す。そして意欲をもって取り組む過程で、さまざまな発見（ものの成り立ちやものの扱い

方、いろいろな考え方、人との調整の仕方など）をします。子ども達の日々の生活の中に

は、生きる力（知恵や技術、感じる心）を育む機会で溢れています。その学ぶチャンスを

逃さず、私達は支えていかなくてはならないと考えています。今年度は研究テーマを 

『 弾む体と感じる心！仲間と共に育ち合う子ども 』 

～体を動かす遊びを通して～ 

と設定し、目に見えてできることだけでなく、そこに辿りつくまでの過程に丁寧に寄り添

い、子ども達の成長を支えていきたいと思っています。体を動かすことだけでなく、心で

も共に生活する人々のさまざまな感情を感じ取って、共に育ち合っていきたいと願ってい

ます。今はまだ感染症予防対策で、思うように動けないこともありますが「子ども達にと

って」「子ども達の育ちのために」を第一に今できることをする！保育できる喜びを感じ

ながら私達も頑張っていきたいと思っています。少人数ですが、それを大いに活用して、

いろいろなことにチャレンジしたいと思います。 

たくましく育て長洲っ子たち！ 

どうそご理解、ご協力をお願いいたします。 



６月の行事予定  ④たんぽぽ組 ⑤ばら組     

日 曜日 弁当 預かり 降園時刻 行 事  

 

＊１学期は子育て支援事業はお休み

です。 

 

＊４歳児は１学期、弁当日はありま

せん。 

 

＊絵本貸出についても１学期は行い

ません。 

 

＊預かり保育については、仕事の都

合で在宅勤務ができない方に限ら

せていただきます。必要な方は、

個別に対応させていただきます。

職員にお申し出ください。 

 

＊１学期は参観日、行事なども行い

ません。 

 

＊今年度の誕生会は、園児のみで行

います。 

 

＊園庭開放も１学期は行いませんの

で、降園後は速やかにお帰りくだ

さい。 

 

  上記の注意事項は、５月２５日

現在のものです。今後変更があり

次第、随時お知らせします。 

１ 月  ● 

④11:30 

⑤12:00 

分散登園日Ａチーム 

２ 火  ● 分散登園日Ａチーム 

３ 水  ● 分散登園日Ａチーム 

４ 木  ● 分散登園日Ｂチーム 

５ 金  ● 分散登園日Ｂチーム 

６ 土     

７ 日     

８ 月  ● 

④11:30 

⑤12:00 

分散登園日Ａチーム 

９ 火  ● 分散登園日Ａチーム 

10 水  ● 分散登園日Ｂチーム 

11 木  ● 分散登園日Ｂチーム 

12 金  ● 分散登園日Ｂチーム 

13 土     

14 日     

15 月 

○ 

● 

⑤13:30 ⑤弁当開始 ⑤身体計測 

園費・PTA 会費振替日 

尿検査 
 

④12:00 

16 火 
○ 

● 
⑤13:30 ④身体計測 

尿検査  ④12:00 

17 水  ● 12:00  

18 木 
〇 

● 
⑤13:30  

 ④12:00 

19 金  ● 12:00  

20 土     

21 日     

22 月 
○ 

● 
⑤13:30  

 ④12:00 

23 火 
○ ● 

 

⑤13:30  

 ④12:00 

24 水  ● 12:00 誕生会（４月、５月生まれ） 

25 木 
○ 

● 
⑤13:30  

 ④12:00 

26 金  ● 12:00  

27 土     

28 日     

29 月 
○ 

● 
⑤13:30  

 ④12:00 

30 火 
○ 

● 
⑤13:30  

 ④12:00 

☆行事予定表はよく見えるところに貼って、降園時間などにご注意ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆尼崎市立幼稚園では園児の登降園について、保護者が責任をもって送り迎えをしていただくことになって

います。 

☆幼稚園の門の前の道路は、狭く一般の方や自転車、自動車も通ります。また、周辺の道路や住宅の前に置

かれますと地域の方に迷惑がかかり、幼稚園の方に苦情も寄せられています。くれぐれも周辺道路に駐車

して園児の送り迎えに来られることのないようにお願いします。（特別な事情がある方は、幼稚園にご相

談ください。） 

☆やむをえず自転車で来られた方は、東門から自転車を園内に入れ、桜の木の周辺に自転車を整列しておい

てください。くれぐれも正門前には駐輪しないでください。長く園にとどまられる方、園庭開放、参観日

など園での行事などに参加される時は、必ず、東門より、園内に自転車を入れて、東側桜の木周辺にきち

んとつめて並べてください。道路に駐輪したままにしないでください。 

 

これからの園生活についてのお願い 

６月１日からお家の方と離れての生活が始まります。泣く、何もしない、あそびを見つけられないなどの

様子が見られても、決して焦ったり、お子さんを叱ったりしないでください。困ったことや忘れ物があれば、

何でも先生に言うようにし、一人で幼稚園の門を出たり、勝手に家に帰ったりしないように話して聞かせて

あげてください。お家では、「早く」とせかせたり、禁止の言葉を多くかけたり、子ども自身が困らないよ

うに先回りし手伝ったりすることで、「自分でできることは自分でする」「自分で決める」という機会がな

くならないように気をつけてあげてください。 

☆登園時間について☆ 

・８時３０分～４５分の間に、西側の正門から

（健康観察のため）登園してください。 

・８時３０分まで職員打ち合せをします。正門

（西）８時３０分に開けます。 

・不審者対策のために、門は登降園時以外には

施錠します。遅れて来られたらインターホン

でお知らせください。 

・登降園時刻を守っていただき、施錠にご協力

をお願いします。 

・幼稚園を欠席される時には、８：１５～８：

３０の間に連絡ください。 

☆降園時刻について☆ 

・降園時はクラスごとに園庭から帰ります。お迎えの方は、

園庭でお待ちください。降園時に子ども達の園生活の

話、諸連絡を行いますので、1０分前にはお迎えにきて

ください。（門は１５分前に開けます） 

・また急用で遅れる場合や保護者以外の方がお迎えに来ら

れる場合は、必ず幼稚園に連絡してください。申し出が

なくて、他の人がお迎えに来られても連れて帰ることは

できませんので、連絡をお願いします。 

・雨の日は、西側玄関から帰ります。 

☆年中たんぽぽ組は保育室前から帰りますので、保育

室前にお迎えに来てください。 

 

＜４歳児＞ 

〇幼稚園生活に慣れ、喜んで登園する。 

  〇身近な夏の自然に触れて、親しみをもつ。 

  〇教師や友達に親しみ、自分の好きな遊びを見つける。 

 ＜５歳児＞ 

 〇年長になった喜びや自覚をもち、自分たちで生活を進めていこうとする。 

 〇梅雨の時期ならではの自然に興味や関心をもつ。 

 ○生長を楽しみにしながら、夏野菜の世話をする。 

 〇自分のやりたい遊びの中で、めあて（目的）をもって遊ぶことを楽しむ。 

６月のねらい 

 



☆園児のお迎えは、保護者でお願いします。急用で遅れる場合や保護者以外の方がお迎えに来られる場合は、

必ず保護者の方が幼稚園に連絡してください。申し出がなくて、他の人がお迎えに来られても連れて帰る

ことはできません。また保護者同士で了解済みでも保護者の方から幼稚園に連絡をいただけていない場合

はお渡しできませんので必ず連絡をください。（園庭で遊ぶことはできません。） 

また大幅に遅れて来られた場合、一時預かり保育に入っていただくこともありますのでご了承ください。

連絡がない場合も同様です。 

☆降園時間は、担任からの連絡が終わり、さようならをする時間のことを言います。５分前には、連絡事項

をお伝えさせていただきますので、遅れないようにお迎えをお願いします。連絡事項は掲示板にも表示し

ていますのでご確認ください。雨天の場合は玄関降園をします。たんぽぽ組は１５分前、ばら組は１０分

前にさせていただきます。幼稚園側も時間を守る努力をいたしますので、保護者の方々もよろしくお願い

します。連絡事項を聞き逃された方は、必ず担任にご確認ください。預かり保育を利用される方は、お迎

えの時に必ず預かり保育連絡ボードをご確認ください。連絡が必要な方は、職員室までお越しください。 

 

                        

   

                      

 

＊全ての物に名前を忘れず記入してください。パス・色鉛筆には、１本１本に記入してください。  

 

毎日幼稚園に持ってくる物 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆アトリエ着･上靴・クラス帽子は、週末に持って帰ります。洗濯をして月曜日に持ってきてください。 

 特に汚れた時も持って帰りますので、翌日に持ってきてください。 

☆毎日の登降園は、基本的に幼稚園の紺色の半ズボンを着用させてください。上着は、洗い替えのきくＴシ

ャツなどでもいいですが、パーカーや華美な飾りのついた服など園児の活動に支障をきたすものは不可で

す。寒い時は、自分で着脱できるものを上に着てもらってもよいですが、厚着にならないようにしましょ

う。 

☆持ち物について☆ 

◎パス ◎色鉛筆 ◎のり ◎はさみ ◎アトリエ着 ◎クラス帽子 ◎雑巾（大 2枚・小 2枚の 4枚） 

６月１日登園の時に、持たせてください。  年長児はマーカーと縄も持たせてください。 

☆出席ノート…毎日リュックのポケットに入れてください。 

☆手提げ袋……絵本や作品など持ち帰りの物がある時に使います。 

毎日リュックの中に入れておいてください。 

☆マスク………使用しているマスクが汚れた時に使いますので、清潔なマスクの予備をビニール袋などに

入れてリュックの中に入れておいてください。 

☆ハンカチ・ちり紙……ズボンのポケットに入れておいてください。 

☆水 筒………必ずコップに注いで飲めるもの（口のみ式は不可）暑くなりましたら、お茶や水が足りな

くなりますので、予備に 500mlのペットボトル 1本のお茶や水を持たせてください。水筒

に補充します。（幼稚園ではお茶を準備はしませんので、各家庭で準備してもたせてくだ

さい。） 

☆着替え……感染症予防のためハンカチ・マスク・下着・衣類（Ｔシャツ・半ズボン）などの貸出はしま

せんので、着替え一式をスーパーのレジ袋などに入れて持たせてください。（マスクは別袋

に！）着替え用は制服でなくてもいいです。 

 

＊コップについては飛沫感染予防のため、しばらくうがいはしませんので、指示があるまでは持ってこな

いでください。 

感染症予防のために、持参していただくものが例年とは異なっていますが、 

ご協力よろしくお願いします。 



また行事や園外に出かける時は、必ず幼稚園の制服を着用させてください。（半袖ポロシャツ・紺の半ズ

ボン・水色トレーナー） 

☆身体計測は、身長と体重を測ります。パンツだけになりますので、衣服に名前を必ず書いておいてくださ

い。爪切りも忘れずに！（ハンカチ、ティッシュにも記入） 

☆毎日の送り迎え、行事などの時には、保護者用名札をつけてください。 

入れ物やぶら下げる紐類は、各自で自由に準備してください。 

 

手紙について 

☆家庭への連絡は、手紙またはお迎えの時にいたします。お子様が渡し忘れていることがありますので、必

ず毎日リュックの中や出席ノートの入っているポケットを確認してください。返事の必要なものは、必ず

期日を守ってお返しください。 

 

幼稚園への連絡について 

☆ 欠席の場合は、必ず連絡してください。病欠の場合はその状態もお知らせください。また急用で登園、

お迎えが遅れる場合、早退される場合も必ず連絡してください。 

   欠席の連絡は、８：１５～８：３０の時間帯に連絡をしてください。 

長洲幼稚園 ☎ ０６－６４８１－８０４２ 

 

園納金について 

☆園費・ＰＴＡ会費・振替手数料を併せて、振替日前日までに尼崎信用金庫の口座に忘れずにお振り込みく

ださい。再振替で引き落としができない場合は、幼稚園にご持参いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 振替日 再振替日 

４月 23日（木） 5/7（木） 

５月 15日（金） 29日（金） 

６月 15日（月） 30日（火） 

７月 10日（金） 31日（金） 

８月 17日（月） 28日（金） 

９月 15日（火） 30日（水） 

10月 15日（木） 30日（金） 

11月 16日（月） 30日（月） 

12月 10日（木） 30日（水） 

１月 15日（金） 29日（金） 

２月 15日（月） 26日（金） 

園費       １ヶ月 １２００円 

ＰＴＡ会費         ３００円 

振替手数料          ５５円 

 計           １５５５円 

 

年間の費用を１２カ月で計算していますので、 

長期休業中も振り替えます。２月３月は２カ月分を 

２月の振替日に引き落としいたします。 

お弁当について 

 ＜４歳児＞ 

   １学期は行いません。 

＜５歳児＞ 

日にち  ６月１５日から月、火、木曜日（週３回） 

持ち物  ナフキンでお弁当を包み、お箸（箸箱に入れて）を差して

持ってきてください。飛沫感染予防のため、当面うがい、

歯磨きをしませんので、コップ、歯ブラシはいりません。 


