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19 日(月)は、発表会振替休日のため休園です。
(19 日の発表会振替休日はキッズルームがご利用頂けます。)
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２月の目標
年少

年中
年長

・寒さに負けず元気に遊ぶ。
・友だちとの遊びを充実させる。
・友だちと一緒に劇遊びを楽しむ。
・発表会に喜んで参加する。
・友だちとの交流を深め、集団遊びを活発にする。
・発表会に向かって一人ひとり真剣に取り組み協力し合う。
・友だち同士のつながりをより深める。
・発表会に向かって協力し合う。
・自信を持って発表する。
・発表する喜びを味わう。

１月後半からインフルエンザの兆候が見られ、近隣の小学校で
は学級閉鎖も出ています。幼稚園でも引き続き「幼稚園に入る際
の手の消毒」
「うがい手洗いの励行」等、進めていきたいと思い
ます。集団感染に繋がらない様に、子どもの体調が悪そうな場合
は無理をせずお休みいただきたいと思います。
1７日には生活発表会を予定しています。一年間の集大成とし
て例年進級、卒園前のこの時期に計画しています。劇や合奏では
それぞれが各役を担当し、一つの物語や曲を作り上げていきま
す。取り組む姿勢は学年により違いますが、『協力することの素
晴らしさ』(共感する楽しさ・達成感等)を味わえるように進めま
す。緊張や不安を感じてしまう子もいますが、『友だちと
一緒に取り組む安心感』
『練習を頑張った自信』を持ち、
当日を迎えられるようにしていきたいと思います。
発表会の練習に限らず、普段の生活の中でも意欲的に取り
組む姿を認めて励まし、新年度へ向けての自信につなげて
いけたら良いですね。当日は全員参加で発表会を迎えられ
るよう健康管理に気を付けましょう。
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豆まき２月 2 日
２月３日(土)は節分です。
幼稚園では休園のため２日に豆まきをします。
各クラス節分に向け、鬼の角作りや作戦会議等をし
て楽しみにしている様子です。中には『鬼が来るのが
怖い』と不安を強く感じている子もいる様子です。各
年齢に応じた節分を考えていて、年長組・年中組は少
し不安を感じながらも勇気をもって取り組むように、
年少組は節分の春を招く行事の理解を中心にあまり怖
くないように進めます。
節分の由来は古く、平安時代の陰陽師たちが宮中に
おいて盛大に邪気を払う儀式をした事から来ているそ
うです。歳の数だけ豆を食べるとその年は病気になら
ず、長生きすると言われています。

開園記念日(２月４日)
中央林間幼稚園は平成２１年４月にスタートし 9 年が経とうとしてい
ます。開園時、年少児 12 名、年中児９名の 2 クラス、園児２１名でス
タートした中央林間幼稚園も今では、園児 149 名の子ども達をお預かり
するようになりました。皆様方のご理解とご協力あっての賜物だと感謝
の気持ちでいっぱいです。
この２月４日の開園記念日というのは『学校法人古木学園』が相模林
間幼稚園を昭和４２年２月４日に開園した日です。
これからも 5１年間の保育の実績を生かしつつ、
“中央林間幼稚園の保
育”を確立していきたいと思います。 これからも『より充実した保育実
践』と『地域に愛される幼稚園』を目指し、職員一同頑張りたいと思い
ます。これからも変わらぬご理解、ご協力を宜しくお願い致します。

バレンタインデーについて(２月１４日)
毎年 14 日に幼稚園にチョコレートを持ってきたいという子がいます。贈ったり、
もらったりすることは楽しい事ですが、幼稚園の中ではご遠慮ください。もらえな
かったら淋しい想いをする子もいます。お帰り頂いてからご家庭同士で進めて頂き
たいと思いますので、ご協力ください。
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保育の総合発表として、第９回生活発表会を 2 月 1７日(土)に行います。
子ども達は 1 月から歌・合奏・劇などに取り組んでいます。幼稚園では、発表
会に向けての話し合いや頑張る意欲、過程を大切にしたいと考えています。ま
た、発表会は人前で発表するという自己表現と同時に、皆で協力して創り上げ
る喜びが自信につながり、子どもの成長に大切であると考えています。
尚、2 月８日(木)９日(金)は“発表会リハーサル”と題して子ども同士で見せ
合う活動を行います。発表会当日は集合写真を撮りませんので、８日、９日に
写真を撮ります。なお、お母様方の見学は出来ません。ご了承ください。
クラス

発表会リハーサル

発表会

いちご・めろん・ひまわり・つばめ

２月８日

２月１７日 ●：●●～

ぶどう・こすもす・ひばり

２月９日

２月１７日●●：●●～

発表会の注意事項
☆ プログラム等詳細は、冊子にして後日配布致します。配布後は必ず、
注意事項など予め御確認ください。
☆ 例年開始時刻に遅れる方がいらっしゃいます。開始４５分前～２０分
前が登園時間です。時間厳守で登園くださいますようお願い致します。
☆ 発表会にいらっしゃる際には、必ず保護者証を胸に下げて頂くように
お願い致します。小学生は必要ありません。
☆ 発表会当日は、バスは出ませんのでご了承ください。
☆ 午前、午後と参加され昼食を幼稚園でとられる方は、キッズルームを
ご利用ください。
２月１９日(月)は、発表会の振替休日とさせて頂きますので宜しくお願い致します。
※キッズルームからのお知らせ※
２月１９日(月)は振替休日ですが、キッズルームはご利用いただけます。
１９日(月)利用分の締切日等詳細はキッズだよりをご確認ください。
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生活発表会の衣装について
発表会当日も制服で登園をお願いします。名札も忘れずに付けてください。
劇は園児がその役になりきるため、また演出のため衣装等を着用します。役
によってご家庭にありますタイツ等のご協力をお願いする事もあるかもしれ
ません。(詳細はクラスだよりをご覧ください。)ご家庭に無い場合は、買っ
ていただく必要はありませんので、担任までその旨をお伝えください。

発達相談
２月２０日(火)の保育後の時間(PM2：00～)に大和市発達相談員の 有川 龍先
生をお呼びし、個別の発達相談を今学期も行います。希望される方は横森までお声
掛けください。こちらは先着順、６名までとさせて頂きます。

２月生まれの誕生会
2１日(水)に誕生会を行います。●●時●●分ごろより各クラスで
ケーキを食べ、その後●●時●●分頃よりホールにて誕生会を行い
ます。２月生まれの子どものお父様、お母様は是非見にいらしてく
ださい。

《２月の出し物》
◎ 年少 ♪うた

『まめまき』

◎ 年中 ♪うた
◎ 年長 ♪うた

『ありがとうのはな』
『赤鬼と青鬼のタンゴ』

お楽しみ[E-mama のお母様方によるステージ]
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めろん組

りょうたくん

ひまわり組

けーしゃくん
ゆめちゃん
みおちゃん
れいかちゃん

こすもす組

そうすけくん
わかなちゃん

つばめ組

しょうやくん
りょうたくん
まおちゃん

ひばり組

みなとくん
さきちゃん

年少組・年中組遠足について
２２日(木)に年中組・２７日(火)に年少組の遠足を予定しています。今回の遠足は
園児と職員で行きます。保育ボランティアの方にもお願いすることがございます。
詳細は後日手紙を配布いたしますのでご覧ください。

進級説明会(年少組、年中組の父母対象)について
3 月２日(金)●●：●●～●●：●●に年少組保護者様、●●：●●～●●：●
●に年中組保護者様対象に、幼稚園ホールにて進級説明会を行います。来年度の構
想、進級について説明致します。なるべく参加して頂けますよう宜しくお願い致し
ます。

(持ち物)

保護者証

スリッパ

外履きを入れる袋
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筆記用具

30 年度クラス編成について
今年度も残り少なくなってきました。一人ひとりを確認し、年度まとめの保育
を充実させていきたいと思います。
さて、そろそろ次年度の方針を考えていく時期になりました。平成 30 年度も
幼稚園全体で約 150 数名の園児をお預かりする予定です。クラス編成ですが、正
式には 3 月 26 日に発表します。
3 歳児は３クラス編成(１クラス１7 名位)
4 歳児は２クラス編成(1 クラス２６名位)
5 歳児は２クラス編成(1 クラス２４名位)
で進めていく予定です。
本来、文部科学省のクラス定員は 1 クラス 35 名以下と決められていますが当
学園では 3 歳児は１６～18 名、４歳・５歳児は 25～２８名程度が保育の充実す
る定員と考えています。又、教師は自分のクラスだけでなく『全員の子どもを全
員の職員で見る』事を大切にし、子ども達の園生活の充実をはかっていきたいと
思っています。今後も教師だけでなく、事務も含め全職員で力を合わせて頑張り
ます。宜しくご理解、ご協力をお願いいたします。

お知らせ


幼稚園正門に” 手・指の消毒液(アルコール液)”を設置してあります。子ども達の
登園時に除菌するよう促しています。保護者の方々も園内に入られる際には、除
菌のご協力を頂きたいと思います。



ブローチ作り
手作りサークルのお母様方に卒園式のブローチ作りを進めて頂いています。卒園当
日、卒園児の胸の素敵なブローチが、卒園式をより一層華やかに飾ってくれること
でしょう。２月１５日にブローチ作りの仕上げを行います。年長組のお母様５名の
お手伝いを募集します。(先着順)横森までお声掛けください。
活動内容 ・中央林間幼稚園キッズルーム ●●：●●～●●：●●
・出来たパーツをボンドで貼り、一部糸と針を使い補強します。
持ち物

・ハサミ・木工用ボンド・針・糸(白、黒か紺、赤系※出来ればエンジ
のいずれかで可)
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2 月 28 日のキッズルームについて
2 月 28 日は新入園児の 1 日入園です。在園児は午前保育(11：30 降園)です。午
前保育のキッズルームは毎回利用者が多い傾向があります。普段は人数が多くなっ
た場合はホールを使用して対応していますが、この日は一日入園でホールを使用し
ます。その為、ｷｯｽﾞルームで対応できる人数(約 40 人)に制限させて頂きます。申
し訳ありませんが、都合の付く方はなるべく利用を控えて頂き、必要な方に利用頂
けるようご協力頂ければと思います。よろしくお願い致します。

お願い


保育参観などの飲食について
保育参観、誕生会など保護者の方が参加される行事の際、小さなお子様をお連れ
の方にお願いします。幼稚園内でのお菓子などの飲食は基本的には禁止しています。
しかしながら入園前の小さなお子様の場合、止むを得ないと思います。そういった
場合廊下に出るなど園児や近くの人に配慮した行動をお願い致します。



バスコースについて
日頃よりバスコースの方々には安全面での配慮等ご協力頂きありがとうござい
ます。平成 30 年度のバスコースの変更希望は、受付終了させていただきました。
来年度バスコース利用予定の方は、保育用品渡しの日にバス停のご案内と手続きを
させていただきます。
また、バス停の利用につきましては引き続き場所をお借りできますよう、迷惑に
ならない様近隣にご配慮いただきたいと思います。お願い致します。



アンケートのお願い
本日(３０日)に【アンケートご協力のお願い】を配布いたしました。私ども教職
員は日々幼稚園教育に一生懸命努力しているつもりですが、なかなか気がつかない
面も多々あると思います。皆様の声を生かしながらこれからも子どもたちが充実し
た幼稚園生活を送れるよう努力したいと思っています。保護者の方々の率直なお気
持ちをお聞かせください。(ご意見によっては無記名でも結構です。)
日は１週間後[２月６日(火)]とさせて頂きます。
ご協力をお願いいたします。
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提出の締切

３月の主な行事
1 日(木)

お別れパーティー(年長)

活動
幼稚園で調理し楽しみます。

※参加できる方はお母様もいらしてください。

2 日(金)
3 日(土)
５日(月)
7 日(水)
12 日(月)

進級説明会 年少組●●：●●～
年中組●●：●●～
1 日入園
土曜日ですので在園児は休園です。
ドッジボール大会(年長) 姉妹園の年長組と行います。
誕生会
個人面談 (午前保育)

13 日(火) 3 学期の個人面談は希望者のみです。後日希望をお聞きます。
19 日(月) 卒園の日
卒園児のご家族の参加をお願い致します。
年少児・年中児は休園です。ただし卒園児の兄弟姉妹と徒歩通園の
年中児は卒園式に参加して頂く予定です。(当日バスは運休です。)
※参加頂く園児につきましては後日手紙を配布し、参加確認等の詳細
を配布しますのでご確認ください。(年中組バスコースで卒園式に参加
希望の方はご相談ください。年中組歩きコースで辞退される方が多い
場合は、参加できる場合もあります。)
参加頂く園児の降園時間につきましても後日お配りする手紙に記載致
しますのでご確認ください。
※卒園式後に年長親子と教職員でお別れ会を行いたいと思います。
卒園式の日のキッズルームもあります。
キッズルーム利用者は人数によっては式に参加して頂く予定です。その際参加
している時間も含め料金を徴収させて頂きます。

22 日(木)

修了の日
平成 29 年度を終了する日です。●時●●分より修了式を行います。
この日は保護者の方の出席をお願いいたします。朝は普段通りバスが
出ますが、帰りは親子で降園頂くため出ません。

3 月の午前保育の日
・12 日(月)、13 日(火)(午後個人面談のため)
・16 日(金)卒園式準備のため

・22 日(火)修了の日

※予定は変更になる場合もございます。詳細は林間だより３月号でご確認ください。
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幼稚園教育要領改訂について
保護者の方の中にも【平成３０年度から幼稚園教育要領が改定される】お話は耳にさ
れたことがあると思います。
「どんなことが変わるの？」
「保育内容が変わるの？」と不
安に感じた方もいるかもしれません。そこで【どんなことが新幼稚園教育要領で記され
たのか】を一部ですが簡単にお知らせしたいと思います。

≪幼児期で育みたい 10 の姿と３つの柱≫
今回の改訂で大きなポイントが【10 の姿】です。10 の姿のベースには、小学校以
降とのつながりを踏まえて幼児期に育みたい資質・能力の「3 つの柱」があります。
≪３つの柱≫
①つ目の柱【知識・技能の基礎】
遊びや生活の中で、豊かな体験を通じて、何を感じたり、何に気づいたり、何がわか
ったり、何ができるようになるか。
②つ目の柱【思考力・判断力・表現力等の基礎】
遊びや生活の中で、気付いたこと、できるようになったことなども使いながら、どう
考えたり、試したり、工夫したり、表現したりするか。
③つ目の柱【学びに向かう力・人間性等】
心情、意欲、態度が育つ中で、いかによりよい生活を営むか。
この「3 つの柱」はお互いに絡み合うようにして伸びていきます。逆に言うと、どれ
か一つを育てることではありません。例えば、「積み木で大きな城を作りたい」という
子どもがいました。積み木の形を把握したり、積み方を覚えたりするのは①知識の獲得
です。それをもとに「どうすれば高く積めるか」と工夫して②思考を働かせていきます。
さらに「良いものを作りたい」という意欲が、知識の獲得や思考の働きを高めていく③
学びに向かう力になります。
幼児期に基礎を形成する事により、小学校、中学校、高等学校、大学とより高度な学
びを自らが進める力を培います。幼稚園では色々なことに興味関心を持ち、子ども達そ
れぞれの関心の深まりを促したいと思います。教え込まれるのではなく、自らが関わり
を持ち、体験し、学ぶ楽しさを育てます。
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【10 の姿】5 歳児終了(卒園)までに育ってほしい姿
①健康な

②自立心

③協同性

心と体

⑥思考力の
芽生え

⑦自然との
関わり・生
命尊重

⑧数量・図形、
文字等への関
心・感覚

④道徳性・
規範意識の
芽生え

⑤社会生活

⑨言葉によ

➉豊かな感

る伝え合い

性と表現

との関わり

この「１０の姿」は卒園するまでに 100%実現することを求めるものではありませ
ん。幼稚園で遊びや活動の中で培われていくものです。
「健康な心と体を作るために寒
風摩擦をしましょう。
」と言うのではなく、普段の遊びの中でも「鬼ごっこ」をする中
で①体作りがされたり、④ルールを守る、③友だちと協力して自分より足の速い子を⑥
挟み撃ちする作戦を考え⑨伝え合う等の成長があります。10 の姿は到達目標ではなく
育ちの方向と捉えます。
幼稚園での活動の一つ一つに子どもの成長のねらいをもち、活動計画(Plan)をたて、
活動(Do)をし反省(Check)する。そして、反省を生かし新たな領域に進む(Action)を行
い、また新たな計画(Plan)をたてる・・・。と言った PDCA サイクルを日々行い成長
を促します。

他にも改定ポイントはいくつかありますが、こういった指針をもとに幼児教育を進め
ましょうと言ったものです。
【教育要領改訂により中央林間幼稚園の保育が大きく変わる？】と言うことはなく、
実は今まで行ってきた当幼稚園の教育が、より詳細に明記されたものになったのです。
子ども自らが楽しく進んで取り組み(主体的)、他の友だちや物と関わりながら(対話的)、
深い学びに繋がるよう園での生活、活動、行事を進める関わり方を基本とし、子ども達
の大きな成長を助長していきたいと思います。
なにも幼稚園の教育だけが学びではなく、家庭での生活の至る所にも子ども達の興味
関心や学びへの繋がりが隠れています。一緒にお買い物に行ったりする中でも１０の姿
にあてはまるものが多く存在し、関わり方によって、より深い興味関心につながるもの
もありますね。少しだけでも幼児教育の捉え方を頭の隅に置き、子どもに接してみると
我が子の成長が楽しくなります。ぜひお試しください。
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月/日

曜日

主食

2/2

金

パン

6

火

ごはん

9

金

パン

13

火

ごはん

16

金

パン

20

火

ごはん

23

金

ごはん

27

火

ごはん

※

メニュー
チーズコロッケ ミックスベジタブルソテー
にくだんご やさいいため フルーツかん 牛乳
やきざかな おひたし ちくわのいそべあげ
ビビンバふういため チーズ
エビフライ れんこんのきんぴら やさいつみれ
ナポリタン フルーツかん 牛乳
ヒレカツ カリフラワーソテー しんじょ
まめサラダ フルーツ
かいせんちゅうかいため メンチカツ ミニトマト
マカロニソテー フルーツかん 牛乳
はっぽうさい なるとに あげぎょうざ
たまごやき ブロッコリー フルーツかん
チキンカレー エビカツ ポパイソテー
さつまあげ フルーツかん 牛乳
にくじゃが かいせんフライ とうもろこし
えだまめ フルーツ

熱量

タンパク質

395

10.8

395

13.4

360

9.9

384

12.8

353

10.2

381

11.0

386

9.9

374

8.8

２３日(金)は主食がパンの日ですが、主菜がカレーなのでご飯に変更しました。
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