
  

  

 

                                               

  

 

  

  

幼稚園の園庭が花いっぱいの４月、子どもたちが植えたチューリップが風に揺られて気持ちよさそうです。令和４年

度が始まりました。お子様のご入園・ご進級を心よりお祝い申し上げます。今年度は、４歳児きく組１６名、５歳児さ

くら組２１名でスタートいたします。「子どもたちのために」を大切に、教育活動を進めてまいります。年度の初めにあ

たり、本園の教育目標をご紹介いたします。今年度より教育目標が新しくなりました。 

 

 

 

 

今、学校教育は「令和の日本型学校教育」の構築に向けて推進されています。急激に変化する時代の中で子どもたち

に育みたい資質・能力は、１０年ぶりに改訂された幼稚園教育要領や小学校・中学校・高等学校の学習指導要領（いず

れも文部科学省）に示されています。この４月に成人の年齢が１８歳に引き下げられました。学校教育を終え、成人を

迎える子どもたちが、持続可能な社会の創り手となっていくことが求められています。学校教育の始まりである幼稚園

は、生涯にわたり生きる力の基礎を培い、遊びや豊かな体験から様々なことを学ぶ場です。「好き」を見付け、「楽しい」

「おもしろい」「もっと」を追求し、「いいね！」を共有し合う場です。入園から修了までの２年間で、子どもたちは遊

びや生活を通して大きく成長します。 

これまで立花幼稚園が大切にしてきた教育目標の合言葉「げんき！やるき！こんき！」に新たに加えた「おもいやり」

には、「様々な人との関わりにおける喜びや葛藤体験を通して、互いのよさを認め合う関係、自他を大切にする心、コミ

ュニケーション力、協同性などを育成する」という願いを込めました。これらは、当然これまでも取り組んできたこと

ですが、今回、重要視したい目標として掲げました。幼稚園で自分らしさを十分に発揮し、自分の力で行動し、友達と

心を通わせ力を合わせたり困難を乗り越えたりして、たくさんのことを学んでほしいと願っています。そして、私の幼

稚園経営目標は今年度も「一人一人が輝く温かい幼稚園」です。子どもたち、保護者、教職員、地域の皆様“一人一人”

が、温かいつながりの中で、互いに生かし合い、学び合い、認め合い、高め合える幼稚園づくりを目指してまいります。 

子どもたちは、これから始まる新しい生活への期待と不安でいっぱいになっていることでしょう。きく組もさくら組

も新しい名札がまぶしく感じられます。年度当初は、まず一人一人の子どもたちとの関係づくりに努めてまいります。

子どもにとって保育者は、家庭とは違って独占できる存在ではありません。園で受容され、楽しい時間を過ごす中で、

家族以外の他者への信頼感を抱くようになります。保護者の皆様は、子どもを信じて、朝は笑顔で送り出し、帰りは温

かく迎えてあげてください。幼児期のキラキラとした貴重で大切な時間を任された責任と喜びを胸に、教職員一同、力

を尽くしてまいります。本園の教育にご理解、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

４歳きく組  

○幼稚園での生活を知り、喜んで登園する。 

〇教師に親しみをもったり自分の好きな遊びを見付けたりして、安心して楽しく過ごす。 

５歳さくら組  

○新しい環境に主体的に関わり、思いを実現して遊ぶ楽しさを味わう。 

〇進級した喜びを味わい、教師や友達と一緒に生活を進めるうれしさを感じる。 

今月のねらい 

○心も体も元気な子ども      （げんき） 

○自分で考え、やりぬく子ども（やるき）（こんき） 

○互いを大切にする子ども   （おもいやり） 

令和４年４月８日 

墨田区立立花幼稚園 

園だより 第１号 

－４月号－ 

ご入園・ご進級おめでとうございます 

 園長 宮田 宏子 



 

４月の行事及び連絡 ★印は保護者の方が参加します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①前期始業式 

 令和４年度の始まりです。新しい名札をい

ただきます。 

 

②第４８回入園式 

 新しいきく組さんが入園します。感染症対

策のため、さくら組さんは休業日となります。 

 

③安全指導・避難訓練 

幼稚園では毎月、交通・生活・健康に関する安全指導

と、非常時のための避難訓練を行っています。自分のこ

とは自分で行う、生活の約束を身に付けることをはじめ、

命の大切さや尊さを知り、自分で考え行動する力が身に

付くよう指導していきます。 

安全指導や避難訓練はご家庭との連携も大切です。

各ご家庭でも身に付くようご協力お願いします。 

 

④さくら組学級懇談会 ９：１５～ 

 ホールにて行います。園長よりあいさつ、担任より１年間の学級経営についてお話します。必ずご出席ください。 

 

⑤きく組家庭訪問 

担任がご家庭を訪問させていただき、お子さんについての情報交換をいたします。各ご家庭の場所、地域の公園等の環境

などを確認することも目的としています。詳細は、後日手紙でお知らせします。 

 

⑥きく組学級懇談会 ９：１５～ 

 ホールにて行います。登園後、子どもたちが落ち着いてから行います。担任から学級経営や年間行事についての話、自己
紹介、保護者の会からの話（役員決め）などがあります。必ずご出席ください。 

 

日 曜 行 事 予 定 
降園時刻 

４歳きく ５歳さくら 

 ７ 木 春季休業日終   

 ８ 金 前期始業式①★ さくら組進級写真撮影  １２：００ 

 ９ 土    

１０ 日    

１１ 月   １２：００ 

１２ 火 第４８回入園式②★   

１３ 水 安全指導③ 分散 通常通り 

（月）（火） 

（木）（金） 

１４：００ 

（水） 

１２：００ 

１４ 木 
さくら組弁当始  さくら組学級懇談会④★ 

きく組家庭訪問始⑤★ 
分散 

１５ 金  分散 

１６ 土   

１７ 日   

１８ 月 きく組学級懇談会⑥★ １２：００ 

１９ 火 
尿検査回収日⑦  保護者の会役員会⑧ 

さくら組カンガルー図書館⑨ 
１２：００ 

２０ 水 避難訓練③  尿検査回収予備日 １２：００ 

２１ 木  １２：００ 

２２ 金 なかよし会⑩ １２：００ 

２３ 土   

２４ 日   

２５ 月 きく組弁当始⑪ １３：００ 

２６ 火 
保護者の会総会・全体保護者会⑫★ 

さくら組絵本返却日 
１３：００ 

２７ 水 身体測定⑬ １２：００ 

２８ 木 誕生会⑭★ １３：００ 

２９ 金 昭和の日  

３０ 土   

５月の主な予定 

 ２日（月） 衣替え移行期間（５月中） 

          こどもの日の会 

 ９日（月） きく組１４時降園始 

保護者の会役員会 

１０日（火） 安全指導 尿検査回収（２次） 

さくら組カンガルー図書館 

１１日（水） 尿検査回収予備日 

１３日（金） さくら組清風園との交流 

１６日（月） 眼科検診 

１７日（火） きく組カンガルー図書館 

１８日（水） 避難訓練（保護者引取訓練） 

１９日（木） ひよこ始 

２０日（金） 親子遠足（亀戸中央公園） 

２３日（月） 弁当参観日 教育実習始 

２４日（火） 弁当参観日 

２５日（水） 体重測定 

２６日（木） 弁当参会日 

ツボタマンの運動タイム始 

２７日（金） 耳鼻科検診 

３１日（火） 誕生会 

今月の安全指導 
・安全な登降園 

・幼稚園での生活の仕方 

（手洗い・うがい・マスク・トイレ） 

・安全な遊具の使い方 

今月の避難訓練 
【想定】火災 

・火災時の避難の仕方 

（４歳児きく組は見学及び、

防災頭巾をかぶる体験） 



⑦尿検査回収 

 区立幼稚園では、墨田区からの指導、連携の下、様々な健康診断を実施しています。（各種健康診断は、５月より行います）

尿検査は提出日の朝に採取したものでないと検査できません。業者の回収は朝のみです。１９（火）登園時に提出してくださ

い。分からないことはお聞きください。 

 

⑧保護者の会役員会 

 幼稚園では、保護者の方々による「保護者の会」が結成されています。子どもたちの園生活充実のために、様々ご協
力をいただきありがとうございます。会の運営にあたり、毎月役員会を開いています。役員会の内容につきましては、

役員会終了後、掲示にてお知らせがあります。 

 

⑨カンガルー図書館 （今月はさくら組のみ）   

 カンガルー図書館は、親子で一緒に絵本を楽しむ活動です。子どもは
絵本が大好きです。絵本の世界から、夢や想像力、思考力など様々な力を

膨らませ、育んでいきます。また、大好きなお家の方に読んでもらうことで、

相手のぬくもりや温かさを実感し、心を豊かにしていきます。毎月、子ども

たちが絵本を借りて持ち帰ります。各ご家庭において、お子さんを膝の上

に乗せるなどしながら絵本の読み聞かせを行ってください。 

 今月はさくら組のみ、きく組は５月からの実施です。１週間後が絵本の返

却日となります。絵本の名前や感想などを『絵本カード』にご記入の上、借

りた絵本と一緒にお子さんに持たせてください。 

 

⑩なかよし会 

 ５歳さくら組さんが４歳きく組さんを迎える会を開きます。子ども同士が仲良くなる会です。 

さくら組さんが動画やプレゼントを用意してくれる予定です。お楽しみに。 

 

⑪きく組弁当開始  

 いよいよ、きく組さんもお弁当の開始です。はじめは大好きなメニューを中心に食べやすいように工夫してください。詳しくは

後日手紙でお知らせします。入園前のしおりをご覧の上、お弁当箱などの準備をお願いいたします。 

 

⑫保護者の会総会・全体保護者会 ９：１５～ 

 ホールにて行います。詳細は、保護者の会よりお知らせがあります。総会終了後、全体保護者会を行います。 

 

⑬身体測定 

 お子さんの発育状況を確認するために、定期的に身体測定を行っています。今月は、身長、体重の２科目を行います。当日

は、着脱しやすい衣服の着用と、衣服への記名をお願いいたします。測定の結果は『すくすくカード』に記入し、持ち帰ります。

カードは毎月使用しますので、内容を確認したら翌日園に持たせてください。 

 

⑭誕生会 

  毎月、その月の誕生児を祝う会を開きます。当日は誕生児の保護者の方にも参加していただきたいと思いますので、

ご都合を付けご出席ください。時間や内容については、学級ごとに担任よりご連絡いたします。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の教育活動について 

 

幼稚園では、新型コロナウイルス感染症予防に対応した教育活動を進めるにあたり、墨田区教育委員会のガイド

ラインに従い、感染症対策を図りながら教育内容・方法を工夫し、実施してまいります。 

ガイドラインには、健康観察、マスク着用、換気、消毒、ソーシャルディスタンスの確保、学年別の活動などの

基本的な対策、そして様々な場面に応じた具体的な方針が示されています。なお、ガイドラインについては、今後

の状況により内容が変更となる場合がございます。 

予定している行事につきましては、今後の状況により中止や延期、開催方法の変更などがある場合がございます

ので、予めご了承ください。 

保護者の皆様には、ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

絵本の購入について 

幼稚園では、絵本に親しむための月刊絵

本を毎月１冊購入いただいております。きく

組、さくら組それぞれ発達に合った内容を選

んでおります。幼稚園で活用した後持ち帰り

ますので、各ご家庭でもお楽しみください。 

今年度は１冊４４０円です。数か月分を年３

回に分けて集金させていただきます。よろし

くお願いいたします。 



令和４年度教職員組織について 

 今年度は次のような教職員組織でお子様の教育にあたらせていただきます。園長を中心に教職員全員で心を一つにし

て大切なお子様をお預かりしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

園長 宮田  宏子 

教諭  きく組担任 宮坂  陽果 

教諭  さくら組担任 本多   萌 

支援員 渡邉  カオル 

介助補助員 きく組 佐藤  ゆみ 

介助補助員 さくら組 髙橋  明美 

介助補助員 さくら組 石川  直子 

事務補助 小平  美由紀 

事務補助 浜岡  百合子 

管理員（セントラル） 松 本  緑 

管理員（セントラル） 松村  陽子 

 

【教職員の異動】 

今年度、教職員の異動はございません。 

引き続き、よろしくお願いいたします。 

内科医 鈴 木  洋 

眼科医 木下  英彦 

耳鼻科医 大西  正樹 

歯科医 田中  宏昌 

薬剤師 勝野  純子 

 

感染症対策について 

●毎日朝晩の検温、マスク着用、手指消毒などの感染防止にご協力ください。 

●登園の際は、お子様に健康観察カード（毎日記入）、ハンカチ、ティッシュを持参させてください。登園時に健康カード

でお子様及びご家族の健康状態を確認します。 

●園内へ入る場合は、玄関にて検温（サーモグラフィーが設置してあります）・手指消毒をお願いいたします。 

お願い 

◎幼稚園に来園する際は、各自スリッパなどの上履きをお持ちください。やむを得ず幼稚園のスリッパを借りる際には必

ず教職員にお声掛けください。使用後にスリッパの消毒等が必要になりますので、ご協力お願いいたします。 

◎幼稚園は学校と同じ教育施設です。写真や動画の撮影は、ご遠慮ください。保護者の会より年に何回か写真販売があ

りますので、そちらをご利用ください。運動会など撮影を行ってよい場合は、その都度お知らせいたします。 

 園だよりホームページに掲載中   

 園だよりの他にも、日頃の子どもたちの様子を紹介する「たちばなフォトギャラリー」も随時更新中です。   

http://www.sumida.ed.jp/tachibanayo/  ぜひ、ご利用ください。 

http://www.sumida.ed.jp/tachibanayo/index.html

