
 
 

 

 

                             

 

日 曜日 
短児部 長児部 

新入園児 在園児  

１日 金 
  令和４年度 学年始まり 

給食なし 弁当・水筒持参 

４日 月   給食開始 

８日 金 

 １学期始業式・11 時降園 

総務部役員会(10:00～) 

朝・帰りバスなし 

１学期始業式 

 

 

１１日 月 
 通常保育・給食開始 

１５時降園・帰りバスなし 

 

１２日 火  １１時降園・帰りバスなし  

１３日 水 
入園式 

(3・4 歳児新入園児のみ) 

入園式の為休園 入園式 

(3・4 歳児新入園児のみ) 

１４日 木 １１時降園・帰りバスなし 身体計測（５歳児） 身体計測（５歳児） 

１５日 金 
１１時降園・帰りバスなし 

身体計測（４歳児） 

身体計測（４歳児） 身体計測（４歳児） 

１８日 月 

給食開始 

１３時降園・帰りバスなし 

身体計測（３歳児） 

身体計測（３歳児） 身体計測（３歳児） 

１９日 火 １３時降園・帰りバスなし  身体計測（２歳児） 

２０日 水 
園内研修のため１３時降園 

帰りバス開始 

園内研修のため１３時降園 身体計測（０・１歳児） 

２１日 木 

通常保育開始 

新入園児歓迎会 

定期集金日 

新入園児歓迎会 

定期集金日 

英語で遊ぼう（５歳児） 

新入園児歓迎会 

定期集金日・布団乾燥日 

英語で遊ぼう（５歳児） 

２７日 水 誕生会 

２８日 木 園児引き渡し避難訓練・帰りバスなし・英語で遊ぼう（５歳児） 

 

年齢 ねらい 歌 絵本 

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 いないいないばあ 

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 まあるいたまご 

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 くだもの 

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 

てをたたきましょう ねずみのでんしゃ 

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 はらぺこあおむし 

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 ぐりとぐらのくるりくら 

ご入園、ご進級おめでとうございます。 

暖かい春の陽気に誘われるように、園庭のチューリップも嬉しそうに咲き始めました。新年度

がスタートし、一つお兄さんお姉さんになって嬉しそうな子、新しい環境に不安な気持ちでいっ

ぱいの子と様々ですが、一日でも早く新しい生活に慣れ、安心して過ごせるよう、子ども達の

気持ちに寄り添っていきたいと思います。 

感染予防と安全対策に努めながら、子ども達の健康と安全を第一に取り組んで参りま

すので、ご理解ご協力をお願いいたします。 

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＞                              

令和 4 年４月８日発行 

山武市立なるとうこども園  

＜今月のねらい・歌＞ 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

水分補給の為、年間を通じて水筒を持参してください。(中身は白湯、お茶、麦茶) 

また、持ち物全てに名前を記入してください。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。 

名札について 【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。バス利用のお子様につきましては、バス

乗降の際、一人一人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。

翌日は、同様に付けて登園してください。ご理解をお願いします。 

※0･1･2 歳児は怪我防止のため付けません。 

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 

お子様の健康状態を把握する為、年間を通して使用します。登園時、記入捺印し

た健康カードを必ず職員へお渡しください。(バス利用の方は出席ノートに挟んでくだ

さい) また、カードの確認を十分行わせていただくため、時間に余裕をもって登園し

てください。 

※健康カードは、3･4･5 歳児は出席ノートに、 

0･1･2 歳児は連絡帳に挟んで持ち帰ります。 

出席ノート（シール帳）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３２０円を集金させていただきます。(今年度より値上がりまし

た。) 

遅刻・欠席の連絡について 

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４年度入園式について 

13 日(水)は入園式のため、短児部

在園児は休園になります。 

長児部は通常保育で給食もあります。 

～通園バスご利用の皆様へ～  

８日(金) 朝帰りバスなし 

11 日(月)・12 日(火) 帰りバスなし 

13 日(水) 在園短児部休園 

20 日(水) 13 時降園 

28 日(木) 帰りバスなし 

４月の定期集金について    

今月の集金日は、21 日(木)です。 〆切：26 日(火) 

【 月 刊 絵 本 】  

３歳児：390 円   ４歳児：420 円  ５歳児：370 円  

【その他の集金】  

○カラー帽子代・・・850 円 

○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・・・270 円長児・210 円短児 

○布団乾燥代･･･ 320 円（長児部のみ） 

おつりのないよう、ご協力をお願いします。 

＜５月の主な行事予定＞ 
 

＜5 月の主な行事予定＞ 

11 日(水) 園内研修の為 

短児部 13 時降園       

1８日(水) 園外保育(4 歳児) 

2５日(水) 園外保育(5 歳児) 

 

＜行事中止のお知らせ＞ 

新型コロナウイルス感染拡大防止の

観点から、親子バス遠足は中止とさせ

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) 

＜お知らせとお願い＞ 

 

＜入室ご遠慮のお願い＞ 

新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、職員室に御用の方は、正面

玄関のインターホンを押して、玄関前

にてお待ちください。職員が玄関にて

対応いたしますので、よろしくお願い

いたします。 

体操服について【３・４・５歳児】 

3･4･5 歳児は、5 月９日(月)より体操服に着替えて遊びますので、4 月 28 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、翌日は

替えを持たせてください。日によって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。 

新年度用品集金について    

新年度用品の集金は、８日(金) です。〆切：１２日(火) 

新入園短児部のみ １３日(水) です。〆切：１８日(月) 


