
 
 

 

 

                             

 

 

日 曜日 
短児部 長児部 

新入園児 在園児  

１日 水 
 

学年初め休業(～5 日) 

令和２年度 始まり 

給食なし 弁当・水筒持参 

２日 木  給食開始 

６日 月 

 １学期進級・始業式・１１時降園 

通園バス説明会１０時３０分 

総務部会役員会（新役員のみ） 

朝・帰りバスなし 

１学期進級・始業式 

 

 

７日 火 
 給食開始 

１５時降園・朝のみバス開始 

 

８日 水  帰りバスなし  

９日 木 
 １１時降園(入園式準備の為) 

帰りバスなし 

 

１０日 金 入園式 休園(入園式の為) 
入園式(未満児参加なし) 

給食なし：弁当・水筒持参 

１３日 月 １１時降園・帰りバスなし １５時降園・帰りバス開始  

１４日 火 １１時降園・帰りバスなし   

１５日 水 
給食開始 

１３時降園・帰りバスなし 

１３時降園(園内研修の為)  

１６日 木 １３時降園・帰りバスなし   

１７日 金 １５時降園・帰りバス開始   

２１日 火 新入園児歓迎会 

２３日 木 定期集金日・布団乾燥 

２４日 金 誕生会 

２７日 月    給食なし：弁当・水筒持参 給食あり 

２８日 火 避難訓練・園児引き渡し訓練（１４時３０分～引き渡し） 

２９日 水 昭和の日 

 

 

 

 

 

 

ご入園、ご進級おめでとうございます。 

暖かい春の風が吹き、園庭に咲いたちゅうりっぷの花が、子ども達の入園・進級をお祝いし

てくれているようです。環境の変化から不安になる子もいると思いますが、園では一人ひとりの

子ども達の気持ちをしっかりと受け止め、信頼関係を築きながら、子ども達が元気に楽しく

心豊かに成長できるよう、職員が一丸となって保育に努めて参ります。 

コロナウイルス感染症対策として、3 つの密（密室・密集・密接）を回避する為、行

事の中止や内容の変更をさせていただくことをご了承ください。 

一年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 
＜４月の行事予定＞                              

の園だより 
令和２年４月６日発行 

山武市立なるとうこども園  

春の園だよりでは

8 日とお知らせし

ましたが、7 日に

変更となります。 

＜５月の主な行事予定＞ 
 
１３日(水) 園内研修の為短児部 13 時降園  

１５日(水) ベコちゃんクラブ(5 歳児園児のみ)       

１８日(月) 尿 1 次検査 

２１日(木) 定期集金日・布団乾燥日 

コロナ対策としまして、今年度

の誕生会参観は、なしとさせ

ていただきます。 

＜行事中止のお知らせ＞ 

コロナウイルス感染拡大防止の観点から、以下の行事は中止とさせていただ

きます。ご理解の程、よろしくお願いいたします(市内こども園・幼稚園共通)。 

○保護者会総会 

○夏まつり会 

○親子バス遠足 

○誕生会保護者参観 

短児部のみ、 

弁当日です。 

27 日(月)短児部は弁当持参で平常

保育です。バスは運行しませんので、

送迎をお願いします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０歳児 
・保育者との関わりの中で、新しい環境に慣れ安心して過ごす 
・保育者と触れ合い、気に入った遊びを楽しむ 

むすんでひらいて 

1 歳児 
・新しい保育者や環境に慣れ安心して過ごす 
・安心できる保育者のもとで、好きな遊びを楽しむ 

ちゅうりっぷ 

2 歳児 
・新しい環境に慣れ、安心して過ごす 
・保育者と一緒に好きな遊びを楽しむ 

あおむしでたよ 

3 歳児 
・園や保育者に親しみをもち、喜んで登園する 
・新しい環境に慣れ、安心感をもって過ごす 

ちゅうりっぷ 
てをたたきましょう 

4 歳児 
・園生活に慣れ、保育者に親しみを感じ安心して過ごす 
・自分で好きな場や遊具、遊びをみつけて自分から遊ぶ楽しさを味わう 

めだかのがっこう 
せんせいとおともだち 

5 歳児 
・年長になった喜びや自覚をもち、新しい生活の仕方がわかる 
・新しい環境に慣れ、保育者や友達と一緒に好きな遊びを楽しむ 

さんぽ 
こいのぼり 

0 歳児 保育者との関わりの中で、新しい環境に慣れ安心して過ごす。 ♪むすんでひらいて 

1 歳児 新しい保育者や環境に慣れ、安心して過ごす。 ♪ちゅうりっぷ 

2 歳児 新しい環境に慣れ、安心して過ごす。 ♪あおむしでたよ 

3 歳児 新しい環境に慣れ、安心感をもって過ごす。 ♪手をたたきましょう 

4 歳児 園生活に慣れ、保育者に親しみを感じ安心して過ごす。  ♪めだかのがっこう 

5 歳児 年長になった喜びや自覚をもち、新しい生活の仕方がわかる。 ♪さんぽ 

0 歳児 保育者との関わりの中で、新しい環境に慣れ安心して過ごす。 ♪むすんでひらいて 

1 歳児 新しい保育者や環境に慣れ、安心して過ごす。 ♪ちゅうりっぷ 

2 歳児 新しい環境に慣れ、安心して過ごす。 ♪あおむしでたよ 

3 歳児 新しい環境に慣れ、安心感をもって過ごす。 ♪手をたたきましょう 

4 歳児 園生活に慣れ、保育者に親しみを感じ安心して過ごす。  ♪めだかのがっこう 

5 歳児 年長になった喜びや自覚をもち、新しい生活の仕方がわかる。 ♪さんぽ 

0歳児 保育者との関わりの中で、新しい環境に慣れ安心して過ごす。 ♪むすんでひらいて 

1歳児 新しい保育者や環境に慣れ、安心して過ごす。 ♪ちゅうりっぷ 

2歳児 新しい環境に慣れ、安心して過ごす。 ♪あおむしでたよ 

3歳児 新しい環境に慣れ、安心感をもって過ごす。 ♪手をたたきましょう 

4歳児 園生活に慣れ、保育者に親しみを感じ安心して過ごす。  ♪めだかのがっこう 

5歳児 年長になった喜びや自覚をもち、新しい生活の仕方がわかる。 ♪さんぽ 

水筒及び持ち物全ての名前記入について 

◆水筒は水分補給の為、年間を通じて持参してください(中身は白湯、お

茶、麦茶)。 

◆持ち物全てに名前を記入してください。 特に、ハンカチ・ティッシュ・靴下は

落とし物が大変多いです。字の読めないお子様はマークなどをつけてあげてく

ださい。 

◆３・４・５歳児は、５月７日(木)より体操服に着替えて遊びますので、準

備をお願いします。４月３０日(木)までに園に持たせてください。体操服に

着替えた日は持ち帰りますので替えを翌日持たせてください。日によっては、

寒い日もありますので、長袖Ｔシャツ又はトレーナーを袋に入れてください。 

名札【３・４・５歳児 】 防犯対策として、３・４・５歳児の名札は園内のみ付けます。登園後、担任が付け、降園時に担任が 

外しますのでご了解ください。※０・１・２歳児は怪我防止のため付けません。 

バスワッペンについて バス利用のお子様につきましては、バス乗降の際、一人ひとりの名前を確認しますので、名札とバスワッペン 

は付けて帰ります。ご理解をお願いします。 

身体計測について 

毎月１回身長と体重を計測します。 

成長記録を０・１・２歳児は身体

計測カードに、３・４・５歳児は出席

ノートに記入しますのでご確認くださ

い。 

健康カードについて 

園で、お子さまの健康状態を把握する為、年間を通して行います。 

健康カードは、３・４・５歳児は出席ノートに、０・１・２歳児は連絡帳にはさんで持ち帰ります。 

健康カードに記入していただき、捺印をして、翌日必ず持たせてください。記入と捺印のない場合は電話

連絡をさせていただくこともあります。尚、時間外の方は、朝、必ず担当職員に提出してください。 

出席ノートについて    

毎月月末に出欠席 

の集計と担任のコメント 

記入のため、出席ノートをお預かり

します。確認しましたら、保護者印

をお願いします。 

長児部園児布団乾燥について 

１ヶ月に１回、頭じらみやダニなどの駆除のため、

高熱で布団を乾燥します。業者委託となりますの

で、月額３００円を集金させていただきます。 

 

遅刻・欠席の連絡 

欠席・遅刻・早退をす

るときは９時までに園に

電話連絡をお願いしま

す。 

令和２年度入園式について 

１０日(金)短児部在園児は休園になります。長

児部は平常保育ですが、給食は中止ですので、各

自弁当の用意をお願いします。皆様のご理解、ご協

力をお願いします。 

 

＜お知らせとお願い＞ 

 

通園バスについて  

通園バスを利用する在園 

短児部は、１３日より朝・帰り 

共にバスが通常通り運行します。新入園児は、1

６日までは朝のみの運行ですので、園便りで降園

時間などの確認をお願いします。 

４月の定期集金について   ※集金日は、２３日(木)です。おつりのないよう、ご協力をお願いします。 

【 月 刊 絵 本 】 ３歳児：４１０円   ４歳児：３７０円   ５歳児：５００円  

【その他の集金】 ○新年度用品代・・・購入品により異なる 

○保護者会費 12 カ月・・・100 円×12 カ月＝1,200 円 

○日 本 スポーツ振 興 センター 災 害 給 付 金 共 済 掛 金・・・240 円長児・210 円短児 

○布団乾燥代･･･ 300 円（長児部のみ） 

 

＜今月のねらい・歌＞ 
 


