令和 2 年 ４月 5・8 日
保護者各位

４月園だより
認定こども園
國學院大學栃木二杉幼稚園

ご入園・ご進級おめでとうございます
本園は、昭和 40 年４月開園以来、建学の精神と理念に基づいて築き上げてきた本園の教育
環境と教育内容は皆様からご理解とご支援をいただき、地域に根差した幼稚園として令和 2 年
3 月に第 55 回卒園生 29 名を含め、3,926 名の卒園生を輩出してきました。
平成 29 年度より『認定こども園』に移行し、ご支援いただいている伝統の教育を引継ぎなが
ら更に充実を図れる様、保育部（０歳児・１歳児・２歳児）・２号認定に対応できるよう努め
て参りました。移行にあたり皆様に教えていただく事も多く、試行錯誤の中、認定こども園と
しての役割を果たすことが出来ました。
新年度に向け、全職員での園内研修を行い、新しいお子さんとの出会い、そして一つ学年が
上がる事に喜びと期待を持っているお子さんや、ご家族の皆様と心を合わせ、お子さん達一人
ひとりに寄り添って温かく見守っていきたいと思います。変わらぬご支援を今後ともよろしく
お願いします。
また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、登降園や行事等の変更となる場合があり
ます。ご父母の皆様の温かいご理解とご協力の程よろしくお願い致します。
尚、この園だよりは、毎月園とご家庭を結ぶ掛け橋として、お届けさせて頂きますので、よ
ろしくお願い致します。

《４月の予定》
４月 1 日 （水） 保育開始（２号認定・保育部）
４月 ５日 （日） 令和２年度 第 56 回入園式
４月 8 日 （水） １学期始業式・
午前保育 8 日（水）～10 日（金）まで
（１号認定のみ）
４月 13 日 （月） 給食開始（１号認定のみ）
４月 23 日 （木） 親子の会①（年少・たんぽぽ）
４月 24 日 （金） 親子の会①・父母総会（年中・年長）
※4/15 の二杉クラブ体験は 5/13 に変更となります。
※年長いちご摘みは検討中です。
※親子の会➀②は行う予定です。詳しい内容は後日詳細にてお知ら
せ致します。
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第二園庭の桜が、
お子さん
達の登園を待ちきれずに
咲きました。
こいのぼりも元気に泳い
でいます！

【４月の納入金について】
４月 10 日（金）までに銀行にご用意下さい。
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お願い
１：水筒について
うがいや水分補給をしますので、お子様が使いやすい水筒を、
お持たせ下さい。水筒の中身は水、またはお茶が良いと思います。
※使っている間に、水筒の内側やパッキン、ストローが汚れてきます。
定期的に確認し、清潔を心がけて下さい。

２：駐車券について
駐車券は、卒園まで使用します。幼稚園にお越しの際は必ずフロント
ガラスの見えるところに置いて下さい。
（年中・年長組の方は、昨年の物を卒園まで使用します。
新入児の方は、3 月の保護者説明会でお渡しさせて頂きました。
）

３：一時預かり申し込みについて
一時預かりを申し込まれる場合は、職員の人数調整のため、一週間前に
お申し込み下さい。また、急な申し込みの場合は、お断りすることもありま
すのでご了承下さい。

お知らせ
◎新型コロナウイルス感染症拡大防止のため下記のことにご理解とご協力をお願い
いたします。
１．バスの運行は４月１７日（金）まで見合わせます。
２．登園の際は、マスクを必ず着用し、別紙のチックシート記入の上、門で出迎えの
職員にお渡し下さい。
（チックシートを忘れた方、記入漏れのある方はお預かり
出来ません）
また、現在マスクの需要が大幅に高まり、供給が追い付かないため、政府としマ
スクの供給不足に取り組んでいます。
そこで、文部科学省ホームページ【子供の学び応援サイト】を開いていただくと
お子さんでも出来る簡単手作りマスクを紹介しています。
是非、ご覧になってください。
３．体調のすぐれないお子さん、または、家族の方に発熱・咳の症状等がある方は、
登園をお控え下さい。
４．登降園のお迎えの際は、必ず保護者証明書を首から下げていただき、東側の入り
口にインターホーンがありますのでそちらを押してください。
（必ず職員にお声かけをお願いいたします）

★年長…待ちに待った年長組！！どんなことがあるか楽しみだね・・・！
アサガオの種まきに挑戦、何色の花が咲くのかな？
手編みくんにも挑戦しよう！！
★年中…友達いっぱい！ポカポカ春を感じながらお外でたくさん遊ぼうね♪
はさみを使ってたくさん遊ぼう。
★年少……ドキドキわくわく幼稚園。先生、一緒に遊ぼうよ！
★たんぽぽ・つくし……幼稚園では、先生がママなんだって❤ 先生一緒に遊ぼう！！

《今月の月刊絵本です》
園だよりで学年の月刊絵本を紹介していきます。是非、月末にお子さんが持って帰りまし
たらお子さんと一緒に触れ合い、読み聞かせをしてあげましょうね！
こどものとも 年少版 『ケーキ』
ボウルに卵と砂糖、小麦粉、バターを入れて、混ぜ、ケーキの
型に入れて、焼きます。焼き上がったスポンジケーキに、クリ
ームをぬって、いちごものせて、フルーツいっぱいのケーキの
出来上がり！ 子どもたちが大好きなケーキが出来上がるま
でを美しく描いた絵本です。
こどものとも 年中版 『もぐたさんのたんぽぽさんぽ』
もぐらのもぐたさんは、お弁当を持って、たんぽぽ野原にさんぽに
出掛けます。「たんぽぽのはらへ たんぽぽさんぽ んぽ んぽ
んぽぽ んぽ んぽ んぽぽ」さんぽの歌を歌いながらいくと、そ
れに誘われていろいろな虫たちが次々仲間に入ってきました。思
わず声を合わせたくなる子どものオペレッタのような楽しい作品
です。
ちいさなかがくのとも 『ちょうがすきなものしってる？』
（年中用）

「ねえ、ちょうが すきなもの しってる？」
。そんな問いかけから、
めくるめくチョウの世界が広がります。蜜を吸おうと、さまざまな
花の周りに集まる美しいチョウたち。樹液や、落ちた果実が好きな
チョウもいます。絵本の中に登場するチョウの数は約 50 種（のべ
70 頭）！ あなたの周りを飛ぶチョウが好きなものは、何かな？
たくさんのちょうを探したくなる絵本です

こどものとも 年長版 『こいぬのこたろう』
子犬のこたろうは、遊ぶのが大好き。ある日、家を飛び出したこた
ろうは、猫、自転車、トラックを追いかけて、街中を駆け回ります。
交差点では大渋滞を引き起こし、街は大混乱！ ついには、工事現
場のクレーンに吊られた鉄骨に乗って、高く高く上がってしまいま
す。ドキドキハラハラ連続の、子犬の大冒険を描いた絵本です。

かがくのとも 『むしとりあそび』
（年長用）
園への行き帰りや、公園へ散歩に出かけた時などに、幼児でも
簡単にできる昆虫採集の方法を紹介。特別な道具や仕掛けがな
くても、帽子や指先で簡単にできる採集から、網やコップを使
った簡単なものまで、春、夏、秋それぞれの昆虫が登場して、
昆虫採集の楽しさを伝えます。自然を知り、好きになれる昆虫
採集入門絵本です。
えほんのいりぐち『おかあさんといっしょ』
（たんぽぽ①・②）

いぬ、ねこ、ライオン、さるなどの動物の子どもたちが、お母
さんと一緒に遊んだり、食べたりしている様子を心をこめたて
いねいな絵で紹介してゆきます。

【やさいのおにたいじ】

《今月の新刊の絵本です》
京の都に、おそろしい鬼に、さらわれた娘たちを救うため、知恵と
勇気のある６人が立ち上がります。絵巻物などで知られる鬼退治の
伝説ですが、その姿をよく見ると、敵も味方も、なんと野菜！ 鬼
はツノの生えたこんにゃく芋。味方の大将は、兜ではなく固い皮を
かぶった竹の子。他の仲間も、金時にんじんや堀川ごぼうなどの京
野菜に姿を変え、大胆にアレンジされた「酒呑童子」の物語です。

ケロリンピックはカエルのオリンピック。小枝を使った棒高跳
びや、葉っぱを浮かべたボートレース、他にも愉快な競技が目
白押しです。大会の最後を飾るのは、水泳競技の２５ケロメー
トル自由形。１００匹のカエルたちが池の端にずらりと並び、
一斉に勝負に臨む楽しい絵本です。

【ケロリンピック】

【１００】
「100」って、一体どのくらい？ “いっぱい”ってことはわか
るけど、思い浮かべるのはむずかしい。積み木が 100 個あった
ら、どんなお城ができるかな？ 100 匹の金魚がおよぐ水槽は
どんなだろう？身近なものを 100 ずつ集めて眺めてみると、い
ろんな発見があります。自然光を生かした美しい写真を通して、
「100」をまるごと感じる絵本です。

