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生活習慣 あいうえお 

夏休み中、お盆前後などは特に猛暑の日が続き、全国で 40℃を記録する市もありました。その頃

の園庭の温度計を見ますと、なんと 41℃を指す日がありました。このあまりの暑さに園の野菜は干

からびそうになりました。子ども達をこの強い日光から守るため、保育室前に黒いネットを張った

り、強い雨の吹き込みさけるため、水道に雨除けシートをかけたりしました。新型コロナ感染者も

全国的に増え、園児及びご家族のみなさんに感染しないことを願いつつ、私達も手洗い、マスク、

三密、体調管理に注意する夏休みでした。保護者の皆様におかれましては熱中症など大丈夫だった

でしょうか。まだまだ厳しい残暑が続きそうです。くれぐれも体調管理にはご注意ください。 

始業式の日は、元気そうな子ども達の顔を見てホッとしました。子ども達に大きな事故やけがも

なく、元気に二学期がスタートできて安心しています。また、例年とは違った夏休みではあったと

思いますが、ご家族でゆっくり過ごせたことと思います。 

さて、２学期は例年とは内容が異なりますが、大事な行事がたくさんあります。２学期のよいス

タートを切るには、生活のリズムを整えることが大事です。そこで、「基本生活習慣あいうえお」を

紹介します。できる範囲でお子さんにご家庭で話していただき、基本的生活習慣の継続をお願いし

ます。 

 基本的生活習慣あいうえお 

（あ）さは 早起き あいさつはきちんと（あいさつきちんと…こちらの方が語呂が良いですね）   朝は一日

の始まりです。自分からさっと起きられる生活の工夫をしましょう。できなければ、夜は早く寝るようにしましょう。

自分と他の人との心のふれあいは、あいさつに始まります。あいさつは自分からきちんとした態度ではっきり

した声で言うことが大切です。 

（い）つも にこにこ いい返事   健康でこころおだやかな人は、いつもにこにこしています。自分の考えを

言い表す第一歩は、いい返事をすることです。「はい、いいえ、そうだよ、ちがうよ」をはっきり言える子にな

りましょう。「はーい」はいけません。 

（う）そをつかない 美しい心    （う）（え）（お）は、お子さんの成長に合わせてお話しください。生きる姿勢

に関わることで幼い子には難しいですね。 

（え）らい子には えらそうにしない えらさあり   人間の価値は、外見でなく中身です。幼児には、まだ難

しいかも知れません。人の気持ちを考え、相手を思いやり、尊重できる人になりたいものですね。 

（お）わりまで、起きて転んで また起きて、粘り強い生活を続けましょう   ①やればできる…自信、楽観性

が育つよう、良さを認め励ます。②気持ちをコントロール…（い）につながることですが、①を育てれば心の

安定につながります。③忍耐力をつちかう…①②があって最後までやり抜く力が育ちます。 

先人は、この（あ）（い）（う）（え）（お）を生きる知恵として大事にしてきました。コロナ禍は続きますが、そ

のだっ子がすくすく育つことを願い、2学期も頑張ります。引き続きご協力いただきますようよろしくお願い

いたします。 

９月の園だより   



今月の目標 

 年中児  ○生活のリズムを取り戻し、喜んで登園する。 

       ・早寝、早起きをする。 

       ・朝の準備を自分でする。 

       ・外に出る前、活動の始めや片付けの後に水分補給をしたり、汗が出たら拭い

たりする。 

      ○戸外で友達と一緒に思いきり体を動かして遊ぶことを楽しむ。 

       ・友達と一緒に走ったり、踊ったりする楽しさを味わう。 

       ・いろいろな動きや自分なりの表現をすることを通して、体を動かす心地よさ

を感じる。 

 

 年長児  ○園生活のリズムを取り戻し、友達と一緒に好きな遊びを楽しむ。 

      ○いろいろな運動遊びに興味をもち、自分なりに取り組んだり、友達から刺激を

受けたりして、体を十分に動かす心地よさを味わう。 

       ・自分なりのめあてをもって取り組み、自分の力を十分に発揮して遊ぶ。 

       ・友達とルールやチーム分けを考え、力を合わせて競い合ったり応援したりす

る。 

      ○身近な草花や虫などに親しみ、触れたり遊びに取り入れたり、興味をもって図

鑑で調べたりする。 

 

お知らせとお願い 
 

 

 

○登園時間について 
  

２学期より登園時間を変更します。（降園時間は、年中、年長で異なります。行事予定表を

ご覧ください）密を避けるため、分散登降園にご協力をお願いいたします。 

また、登園後は健康観察記録表を手渡し後、そのままお帰りください。よろしくお願いい

たします。 

 

 
 

 

 

 

 

 登園時間 
 
年中 もも組 

 
８：４０～８：５０ 

 
年長 すみれ組 

 
８：３０～８：４０ 



〇９月５日（土）について 
 

９月５日（土）は通常保育日です。なお、１１：２０より令和３年度の入園説明会を実施

します。感染症予防の観点から密を避けるため、１１時降園にしています。 

７日（月）は代休日です。よろしくお願いいたします。 

  

○令和３年度入園説明会について 

  

入園予定の未就園児の保護者の方や地域の方に幼稚園の教育内容を知って頂くために、入

園説明会を行います。弟妹さんがいらっしゃる参加希望の保護者の方は幼稚園に申し込みを

お願いいたします。 

①  

日程 時間 内容 

９月５日（土） １１：２０～ 受付 

入園説明会（遊戯室） 
※体験保育はありません。 

 
②  

日程 時間 内容 
 
９月１１日（金） 

１３：３０～ 受付 

入園説明会（遊戯室） 
 
体験保育 （保育室） 
        （入れ替え制）
親子リトミック（遊戯室） 

※持ち物 

 室内用靴、水筒、マスク、靴袋 

※お願い 

・感染症予防ため、参加される方はご家庭で検温をしていただいた上ご来園ください。 
ご来園時にご記入いただきます。 

・マスクの着用、アルコール消毒のご協力をお願いします。 
・靴袋には外靴を入れてご自身でお持ちください。 

 

○発達相談について 
 
９月１１日（金）に発達相談の山本先生が来られます。子育てや発達についてなど、ご相談 

希望の方は職員までお声掛けください。 

 
○保護者証について 
 
登降園時には、不審者侵入防止対策のためにも、保護者証は必ずつけてきてください。保護

者以外の方がお迎えに来られる場合は、担任までお伝え頂き、その方に保護者証を渡して迎え

に来て頂きますようご協力お願いいたします。 

 



 
○防災の日について 

  

９月１日は防災の日です。災害に関して、家庭での対策や準備は万全ですか？台風や地震に

ついて幼稚園でも話し合いますが、家庭でもそのような時はどうすれば良いのか改めて話し合

ってみてください。４月に非常変災による臨時休園についてのプリント（黄色 A４サイズ）を配

布しておりますので、再度確認しておいてください。 

 

○引き渡し訓練について 
 
 ９月１６日（水）に引き渡し訓練を行います。災害、緊急時に保護者の皆様に園児を安全に

引き渡すための練習です。ご多忙と存じますが、ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

①幼稚園からミマモルメにてメールを送信します。11時以降に配信予定です。 

※ミマモルメでの引き渡しの練習ですので、当日の出席欠席は関係なく全員にメールを送

信します。 

 ②メールを受信したら、必ず開封確認の URLを開いてください。 

  その後、安全に気をつけてすぐに迎えに来てください。 

③迎えに来た人から、保護者への園児引き渡しを開始します。 

  ・引き渡し場所はくつばこ前です。 

  ・担任に「誰を（園児名）、誰が（続柄）迎えに来たか」を必ず伝えてください。 

     ・各自、速やかに降園してください。 

    ・メールアドレスに変更があった場合は各自で登録の変更をお願いします。 

 

○運動会について 

 

 今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止対策の観点から、１０月８日（木）９時１０分よ

りプログラムを短縮して開催することを予定しております。保護者の方の参加は１幼児につき

大人２人とさせていただきます。今後の感染状況から、変更となる場合もございます。詳しく

は後日お知らせします。ご理解、ご協力をお願いいたします。 

 
○実習生受け入れついて 

 

９月１日 ～９月５日 中川優斗さん（関西学院大学） 

上記の日程で実習生が来ます。よろしくお願いいたします。 

 

○その他 

  

作品展・・・11 月 21 日（土）に実施予定です。今後の感染状況から、変更となる場合も

ございます。 

 

 

 



９月行事予定 
 

降園時間について  
 
・降園時間の１０分前から降園連絡を始めます。時間に遅れないように 
お集まりください。 

 
・密を避けるため、分散登降園にご協力をお願いいたします。 

日 曜日 弁当日 内容 降園時刻 

年中 年長 年中 年長 

１ 火   始業式・誕生会（８月生まれ） 

身体計測（年長組） 

１２：００ １１：５０ 

２ 水    １２：００ １１：５０ 

３ 木  ○ 身体計測（年中組） １２：００ １４：２０ 

４ 金  おにぎり  １２：００ １４：２０ 

５ 土   登園日 令和３年度入園説明会 １１：００ １０：５０ 

６ 日      

７ 月   代休日   

８ 火 おにぎり ○  １３：３０ １４：２０ 

９ 水  ○ 誕生会 １２：００ １４：２０ 

10 木 おにぎり おにぎり 耳鼻科検診 １３：３０ １４：２０ 

11 金   保健指導・トイレ（年中組）発達相談 

令和３年度入園説明会 

１２：００ １１：５０ 

12 土      

13 日      

14 月 おにぎり ○  １４：００ １４：２０ 

15 火 おにぎり ○ 内科検診 １４：００ １４：２０ 

16 水   避難訓練 引き渡し訓練 ミマモルメ 

配信後 

ミマモルメ 

配信後 

17 木 おにぎり おにぎり 歯科検診   １４：００ １４：２０ 

18 金  おにぎり 保健指導・けが（年中組・年長組） １２：００ １４：２０ 

19 土      

20 日      

21 月   敬老の日   

22 火   秋分の日   

23 水    １２：００ １１：５０ 

24 木 〇 ○   １４：３０ １４：２０ 

25 金 おにぎり おにぎり 園内研究会 １４：３０ １４：２０ 

26 土      

27 日      

28 月    １２：００ １１：５０ 

29 火 ○ ○  １４：３０ １４：２０ 

30 水 おにぎり おにぎり 眼科検診 １４：３０ １４：２０ 


