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分散保育参観では、限られた時間ですが各学年ともに趣向を凝らした活動をご覧いただけたこと

と思います。特に、年少、年中組では、保護者の⽅が活動に参加しいていただく機会もあったようで
す。⼦どもがいきいきと活動する場の保障と皆様の参加が両⽴できたのは、限られた⼈数の参観だか
らこそだと強く感じました。年⻑組は、初めてクリスマス会聖劇に取り組む様⼦を⾒ていいただきま
した。ホールでの通し練習前ですが、前半と後半の⼦が互いの演技を⾒合い、互いに評価し合い⾃分
たちでよりよいものを⽬指そうとする姿の⼀端がご覧になれたのではないかと思います。各学年と
も、乞うご期待であること⾔うまでもありません。 

 
園便りの発刊⽇の都合で、今回も事前予告ですが、28 ⽇（⽉）のお誕⽣⽇会では、学園訓「正」

の幼稚園で⽬指す姿「いきいき」についてお話しする予定です。今回も、お⼦さんには内緒ですが、
概要をお知らせします。 

まず、朝の園⻑との挨拶から「いきいき」を探します。① ⽬をじっと⾒るだけで通り過ぎる挨拶。
② 下を向いたまま⼩さい声で返す挨拶。③ 園⻑の⽬をじっと⾒て、元気な声を出す挨拶。 

さらに、分散保育参観や普段の園⽣活での様⼦から、じゃんけん列⾞で最後まで勝ち残って「やっ
たー」と喜ぶ姿、或いはお店屋さんで、⾃分が作ったブローチが売れた時、「毎度あり」と「⽣き⽣
き」とした声で⾔うかも知れない。また、友だちの演技を真似して踊るのではなく⾃分⼀⼈で踊れた
時には、きっと「いきいき」とした笑顔を⾒せるに違いない。毎⽇の園⻑との朝の挨拶では、遠くに
いる園⻑を⾒つけ、」園⻑より先に、「お早うございます」と⼤きな声で挨拶をする⼈の声は「いきい
き」と聞こえる。また、バスから降りてくる時、園⻑の⽬をじっと⾒て、「お早うございます」と挨
拶するお友達の瞳は園⻑にはこんなことを訴えているように感じる。それは、「私は元気です。幼稚
園が⼤好きです。」と⾔っているようで「いきいき」と輝いて⾒える。 
  

明の星学園で⼤切にしている「正」は、「ほんとうの私を⽣きる」と⾔い、⼀⽣涯かけて追い求め
るものだとされている。皆さんは、⻑い⼈⽣から考えれば⽣まれたばかりだ。本来、⽣き⽣きとして
いるし、⽣き⽣きしていなければならない。だから、幼稚園でみんなと「なかよく」、⾃分の好きな
ことを⾒つけ「のびのび」と遊ぶこと、夢中になることで「いきいき」と輝く。毎⽇幼稚園に来て思
い切り遊び、クリスマス会や作品展などの⾏事を通して、⾃分の好きなこと、夢中になれることをた
くさん経験してほしい。⾃分が「いきいき」と感じられたこと、友だちの「いきいき」とした姿を⾒
つけたら園⻑にも教えてほしい。と⾔うものです。 

 
朝幼稚園の⽞関前で、「いっぱい遊んでおいで」と園児を送り出す保護者の⽅がいます。いい⾔葉

だなあと思います。いっぱい、そして思い切り遊ぶ中で、⾃分の好きなこと、夢中になれることに出
合えるのだと思います。そして、これをたっぷり経験することが以後の⽣活、⽣きる⼒のおおもとに
なるのではないかと感じています。幼稚園でしか味わえない遊びを通した学びをこれからも⼤切に
していきたいと思います。 
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＜体操指導・英語⽇程＞ 
【体操指導の服装】 
年⻑・年中…体操着登園 
年少…体操着持参 
 
 

※クリスマス会練習の為、変則になっています。お子さまのクラス又は学年の日程をご確認ください。 

 

お知らせとお願い 
１ 交通安全教室について 

  指導者の都合で、⽇程が 12/15（⽊）から 
1 ⽉ 13 ⽇（⾦）に変更になりました。 
また、コロナ対策及び就学に向けて、年⻑児の 
みで⾏います。 

２ ボタン販売について 

  ボタンの購⼊をご希望の⽅は、代⾦を添 
 え事務室までお申し込みください。 
  制服ボタン・・・70 円  

ブラウスボタン・・・45 円 
３ 年賀状について 

幼稚園から全園児に年賀状を送ります。喪 
中などで希望されない⽅は、12/9（⾦）まで 
に、担任へお知らせください。 

４ 身だしなみについて 
・ハンカチ、ティッシュは、ズボン、スカートの 

ポケットに必ず⼊れてきてください。 
 ・⻑髪のお⼦さんは、ゴム等でまとめてください。 

  ・すべての物に記名してください。（マスク・テ 
ィッシュ・ヘアーゴム等） 

・鞄に⼊れてある、予備マスク、ハンカチを毎 
   ⽇確認し、使⽤して減っている場合は補充し 

てください。（マスク３枚、ハンカチ 2 枚） 

 

ジャンパーをご用意ください  

  寒い⽇も元気に⼾外で遊べるように、ジャン
パーを持たせてください。⽉曜⽇にお預かりし、
⾦曜⽇に持ち帰ります。（期間：12 ⽉〜3 ⽉） 
ジャンパー⽤意にあたっては、下記の事項につ 
いてご協⼒ください。 

① ⾃分で着脱できるもの 
② 丈は⻑すぎないもの（膝上） 
③ フードがないもの（ひもははずす） 
④ フックに掛ける為の紐を付けてください 
⑤ クラス、名前を必ずお書きください 

※12/５（月）よりお持たせください。 

 

 

学級閉鎖に伴う給食代替措置について 

たんぽぽ、すずらん組の学級閉鎖に伴う給⾷ 
⽋⾷分のうち、発注取り消しができた分について、 

 ２学期末に代替え措置を取らせていただきます。 
学級閉鎖期間：11/24（⽊）〜11/28（⽉） 

 
行事日程変更について 

たんぽぽ、すずらん組学級閉鎖に伴い、下記のよう
に⽇程を変更いたします。 
避難訓練（防犯）11/25（⾦）⇒12/15（⽊） 
お誕⽣⽇会   11/28（⽉）⇒11/30（⽔） 

 

 おひさま教室（未就園児教室）募集について 

 令和５年度 未就園児教室「おひさま教室」の募集をおこないます。今年度より、 
在園・卒園児の弟妹は、優先的にご⼊会いただけるようにいたしました。多くの⽅に、 
浦和明の星幼稚園の教育を知っていただけるよう、ご近所やお知り合いの⽅にも、ぜひお声かけください。 
在園・卒園の弟妹枠は、⼀般枠と受付⽇が異なりますので、ご確認の上お申し込みください。 

【対 象】令和６年度⼊園希望の⽅ 
【受付期間】在園・卒園児の弟妹：１２⽉１⽇（⽊）〜12 ⽉１５⽇（⽊） 

⼀般の⽅：12 ⽉ 1６⽇（⾦）15時〜令和５年１⽉１６⽇（⽉）16時  
【お申込み⽅法】申込書に⼊会⾦（4,000 円）を添えて園へ提出してください。 

在園の弟妹の場合は、在園のお⼦さまにお持たせください。 

 ちゅうりっぷ１組 ちゅうりっぷ 2、3 組 年中組 年⻑組 

体操指導 
12/6、13（⽕） 12/6（火） 

12/14（⽔） 
12/7（⽔）、
12/14（⽔） 

12/13（⽕） 

英 語 
  12/8（⽊） 12/15（⽊） 



No.９−３ 
幼稚園におけるインフルエンザの対応について 

  新型コロナウイルス感染第 8 波に⼊り、インフルエンザとの同時流⾏が⼼配されています。検温、 
⼿洗い、マスクの着⽤をしっかりし、引き続き予防につとめましょう。 

【インフルエンザに罹患した場合】 
 ①発症後 5 ⽇を経過し、かつ、解熱後 3 ⽇経過するまで出席停⽌になります。 
 ②罹患期間把握のため、登園する際は「インフルエンザ治癒報告書」を、保護者が記⼊、捺印し担任 

 へ提出してください。 
＊学校感染症⼀覧と治癒報告書の書式は、“幼稚園のしおり”に掲載しています。ご確認ください。 

 ③家族に罹患者が出た場合、登園⾃粛は求めません。 

＜１２⽉の⾏事予定＞ 

 
＜１⽉主な⾏事予定＞ 

おひさま教室の⾒学・説明 
および施設⾒学会を⾏います 

⼦どもたちの活動の様⼦の⾒学とミニ説明会を⾏ 
 います。初めて来園される⽅には、施設⾒学も実施い 

たします。ご興味のある⽅は、ぜひお越しください。 
【⽇ 時】12 月 6 日（火）  各日 

     12 月 7 日（水） ①9：15～10：00 

     12 月 8 日（木） ②10：30～11：15 

【対 象】令和５年度⼊会をお考えの⽅ 
【お申込み⽅法】 

   受付期間に、Webページの 
お申込みフォームよりお申込みください。 

受付期間：11 月 15 日（火）～11 月 29 日（火） 

    要予約 先着各回 10 組 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

   １ 
クリスマス会予⾏
練習（午前の部） 

２ 
クリスマス会予⾏ 
練習（午後の部） 

3 

５ 
※預かり納⼊袋 
コピー提出締切 

６ 
体操指導 

７ 
給食実施日 
体操指導 

８ 
少）チャペル訪問 
中）英語指導 

９ 
午前保育 

10 
クリスマス会 

12 
振替休⽇ 
※保育料引き落とし 

13 
中）チャペル訪問 
体操指導 

14 
給食実施日 
体操指導 

15 
⻑）英語指導 
避難訓練（防犯） 

16 
⻑）チャペル訪問 
おひさま教室募集 
お誕⽣⽇会 

17 

19 
午前保育 
※上履き、タオル 

カラー帽子のみ持参 

※預かりはエプロン持参 

20 
終業式 

21 
冬季休業 
（1/9 まで） 
預かり保育あり 

22 23 
 
 
預かり保育終了 

24 
 

26 
振替休業 
（9/10 ⾒学会代休） 

27 28 29 
年末･年始休業 

（1/9 まで） 

30 31 

1 ⽇ 元⽇  
4 ⽔ 振替休業（納涼・お楽しみ保育） 
9 ⽉ 成⼈の⽇ 祝⽇ 

10 ⽕ 始業式・預かり保育開始 
11 ⽔ 午前保育 
12 ⽊ 通常保育・給⾷開始 
13 ⾦ 交通安全教室（年⻑） 
16 ⽉ 体験教室A−➀ 
17 ⽕ 体操参観 
18 ⽔   〃 
20 ⾦ 体験教室 B−➀ 
23 ⽉ 体験教室C−➀ 

お誕⽣⽇会 
25 ⽔ 教育相談⽇ 
27 ⾦ 午前保育 

⼊園説明会（午後） 
30 ⽉ 避難訓練 


