
２０２０年度 

   ６月 園  だ  よ  り  
認定こども園 東海大学付属自由ケ丘幼稚園  園 長 中村 武徳 

       点心は 貧しけれども 新茶かな   芥川龍之介 

点心は中国語で茶請け菓子のことで、上の句では「粗末な茶菓子ではあったが、新茶の香しい味わ

いで十分なもてなしであった」という新茶を喜んだ芥川の俳句です。 

さて、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、日本はもとより世界中がさまざまな自粛や足枷を

強いられました。ステイ・ホームという言葉もいつしか定着し、意味は「家にいましょう」から「家

に居ろ（命令形）」で失礼だ！という人までさまざま。その家にいて新茶の香しさに改めて気付かさ

れた人も多かったことでしょう。外にばかり目が向いていた毎日から、一転、家の中の忘れていたこ

とや思いがけない家の宝に気付いた方もあるはずです。 

茶が日本にもたらされたのは鎌倉時代以降ですから、平安の昔の日本人はお茶を知りませんでし

た。その後、京都の宇治を頂点に、静岡・近江信楽・筑後八女・肥前嬉野・武蔵狭山と茶所が広がっ

ていきます。地形や雨量など望ましい条件を備えた九州地方は茶所として発展し、熊本矢部・鹿児島

知覧なども有名です。コロナ対策として多くの栄養素の効能が叫ばれ、抗体・免疫力アップにはたん

ぱく質の摂取も言われていますが、何といっても生活習慣のリズム、バランスの取れた食事、と毎日

の積み重ねこそ大切です。暮らしの中のお茶は一つのブレス（息継ぎ）でもありましょう。ビタミン

豊富で気を鎮めるお茶の効能は製法が異なるもののイギリスのティータイムも同様です。（近頃の英国

ではコーヒーが台頭し、ティータイムも短くなっているとか） 「夏も近づく八十八夜」の晩春から茶摘み・

製造・販売の「新茶」まで、日本の初夏には欠かせない節目のひとつです。 

例年とは大きく違った今年度のスタートに困惑は否めませんが、以前と同じことばかりを求めよう

とすると自分が追い詰められ苦しくなるばかり。今回、苦しい時こその発想の転換や小さなきっか

け・アイディアが思いがけない多くの新しい面白さを生み出しました。なるほどこんな方法もあった

かと発見があります。転んでもただは起きないのです。１００年に一度の大地震や大水や流行り病が

この１０年にまとめて襲ってきています。時流を読み、どう受け入れて身を処すべきか、これからを

生きる人間に突き付けられた課題です。くれぐれもお大事になさいますように。 
 

［６月の歌］ 六月の 窓打つ雨に来し方を 振り返りつつ 新茶を淹れる 

●学年目標● 

１歳児 
①保育者に見守られながら、好きな場所や好きな遊びを見つけて遊ぶ。 

②砂や水など感触を味わいながら触れて遊ぶ。 

２歳児 
①手伝ってもらいながら簡単な身の回りのことを自分でしようとする。 

②戸外で思いっきり走ったり、水や砂に触れ感触を楽しみながら遊ぶ。 

年少組 

①新しい環境に慣れ、保育者と信頼関係を築く。 

②好きな遊びを見つけ保育者や友達と一緒に楽しむ。 

③砂、泥、水などの感触を全身で味わい、のびのびと遊ぶ。 

年中組 

①友達や保育者と親しみ・関わりを深めながら、様々な活動に喜んで取り組む。 

②水や砂・泥の感触を味わいながら伸び伸びと遊びを楽しむ。 

③梅雨時期の自然に興味や関心を持ち、親しむ。 

年長組 

①年長組としての自覚を持ち、思いやりを持って異年齢児のお世話や当番活動に取り組む。 

②友達同士で活動を進めていく中で、友達との関わりを深める。 

③梅雨時期の自然事象や生き物・植物に興味・関心を持ち、親しむ。 



●お知らせ●  

感染防止対策として取り組み 
＊検温表記入／マスク着用／手指消毒／挨拶についてなど、詳しくは別紙にてご確認ください。 

６月の行事は下記のように開始・中止・延期です。 
・なかよし広場：中止   ・歯磨き指導：中止    ・家族参観：中止  ・視力検査（年長）:延期  
・プラネタリウム見学（年中）：中止          ・健康診断（内科、歯科）:２学期に延期 

・第１回 園長先生とゆかいなお茶会：６月より開始  ・にこにこパンダ：７月７日（火）開始予定 
・個人面談：中止 ※個人的に相談のある方は担任までお申し出ください。 

※５月１５日（月）より平常保育開始 
※体操教室・リズム体操教室・ハローイングリッシュ：順次開始、２クラス合同でしたが１クラス単位で行います。 
※一日見学会：詳細は下の内容で確認をしてください。 

◎ならし保育期間 
６月１日（月）～１２日（金）の期間は「ならし保育（短縮保育１１時降園）」とし、時間短縮および「一日お
き【Ａ・Ｂ】の登園」です。先日メール配信した手紙を再度ご確認ください。 

※コロナウイルス感染症対策のため、体調不良（風邪症状等）や用心でのお休みは 

欠席扱いになりません。（出席停止扱いです） 
【持ち物】通園リュック（シール帳・タオル・コップ・着替えなど）・水筒・上靴 
     パンダファイル（ある方のみ）・・下記の書類を入れてください。 

【服装】体操服・赤白帽子・マスク着用（ひよこ組不要）※記名 ※替えのマスク（通園カバンのポケット） 
◎提出物は（通園バックに入れて持たせてください）※１日【Ａ】２日【Ｂ】提出です。 

＊「幼児調査票（新入園児）」「園重要事項の承諾書（新入園児）」「バス／自主通園許可書」「雑巾」「スーパー 
の袋」また、「道具箱一式」そして、先日郵送しました「小さい時の写真カード（新入園児）」「誕生カード用 
のお家の方からのメッセージ（裏面に必ず記名）」 

※上記の書類関係を未提出の方は、パンダファイルに挟み、通園バックに入れて持たせてください。パンダファ 

イルがない方は、直接、通園バックに入れてください。なお、誕生カード用メッセージだけは、必ず裏面に名 
前を記名してシール帳に挟んで持たせてください。（通園バックに入れてください） 

※雑巾・スーパーの袋のサイズ・枚数については４月の園だよりにてご確認ください。 

※遠足シート・ピアニカはまだ必要ありません。（持ってきている場合は、お返しします） 
◎幼児調査票（進級児）を持ち帰ります【Ａチーム：６月５日（金）、Ｂチーム：６月４日（木）】 

進級児さんは、一度「幼児調査票」を持ち帰ります。内容に変更（住所・電話番号・緊急連絡先・既往症・兄弟 
姉妹・心配な点・など）がある場合は、追加および書き換えをし【Ｂ】６月８日（月）・【Ａ】９日（火）にパン 
ダファイルに挟み通園バックに入れて必ず持たせてください。 

◎衣替えです 

６月１５日（月）から制服登園です。衣替えの時期ですのでお子様の体調を考えながら、以下のような夏服への
移行をお願いします。麦わら帽子・半袖ポロシャツ・夏制服(吊り紐)の調節をお願いします。 

※麦わら帽子は、水に濡れると型崩れをしやすいため、雨天時は被らず制帽（青）でお願いします。 
※６月１日～６月１２日は体操服（赤白帽子）登園です。 

◎翼の会ＩＣカード 

  ６月１日より、お迎え、送りの時間帯は、ＩＣカードで東門の解除が可能になります。ただし、教育時間中は無
断で入ることができません。必ず今まで通り、インターホンにてクラス名前を提示しての解除となります。 
※ＩＣカードがない場合は許可がないと入れません。必ずインターホンにてお知らせください。 

ＩＣカードを受け取っていない方は、６月１日および２日に、バス停または事務室にてお渡しします。 

◎「一日見学会」について【来年度の入園希望者対象】※在園児の参観ではありません。 
２０２１年度入園希望（１歳児～）のお子さんと保護者を対象に、日頃の園生活の様子をご覧いただく機会とし

て、下記の３日間に「未就園児見学会」を行います。『幼稚園はどういうところ？』、『こども園はどういうとこ
ろ？』、『子どもたちはどんなふうに過ごしているの？』といった点を見ていただき、本園をより良く知ってくだ
さればと考えています。ご近所の方やお友だち、来年度入園をお考えのお知り合い等がいる方は、どうぞお声を
かけてください。また、その際は、連絡帳などで随時お知らせください。尚、当日は通常保育中です。保育参観
とは趣旨が異なりますので見学のみのご協力をお願いします。 
日時：６月１８日(木)・２５日(木)・７月２日（木） 

【前半】受付１０：００～１０：２０ 見学１０：３０～１１：００  

【後半】受付１０：３０～１０：５０ 見学１１：００～１１：３０ 
場所：受付･･･２号館２階子育て支援室前  見学･･･園内各箇所を見て回ります。 

※見学では「３密」を避けるために、人数を各時間１０組ずつと限定いたします。事前申し込みが 
必要となりますので、随時、園（楠原）までお申し込みください。先着順で締め切ります。 

◎尿検査について 
 延期していた、尿検査を実施します。６月１９日（金）に検査容器を持ち帰り、２３日（火）に回収します。 

◎教材制作費引き落としについて 
 ４月の園費引き落としの際に、年間制作教材費の８００円を引き落としています。ご確認ください。 

 



 ●行事予定● 

日 曜 行 事 １・２歳児 年少児 年中児 年長児 

１ 月 
◎ならし保育 【Ａ】 

（短縮１１時降園） 
▼一日おき登園【６月１日（月）～６月１２日（金）】▼ 

２ 火        【Ｂ】 室内・戸外遊び 室内外遊び 室内戸外遊び 室内・戸外遊び 

３ 水        【Ａ】    
身体測定 

（１２日迄） 

４ 木        【Ｂ】     

５ 金        【Ａ】     

６ 土 ２・３号土曜日保育利用     

７ 日      

８ 月        【Ｂ】     

９ 火        【Ａ】     

10 水        【Ｂ】     

11 木        【Ａ】     

12 金        【Ｂ】     

13 土 ２・３号土曜日保育利用     

14 日      

15 月 
◎平常保育開始 

★弁当日 
★弁当日 

自己紹介ごっこ 

★弁当日 

道具整理 

★弁当日 

道具整理 

自己紹介ごっこ 

★弁当日 

16 火   七夕制作（月内） 
身体測定 

自己紹介ごっこ 
七夕制作（月内） 

17 水   
身体測定 
（うさぎ・りす） 

七夕制作（月内）  

18 木 
（長）体操・（中）ハロー  

一日見学会（予約制） 
七夕制作（月内） 

身体測定 
（くま・きりん） 

ハローイングリッシュ 体操教室 

19 金 
子育て健康相談 

★尿検査持ち帰り 
身体測定    

20 土 ２・３号土曜日保育利用     

21 日      

22 月  
母の日・父の日 
プレゼント制作 

母の日・父の日 
プレゼント制作 

母の日・父の日 
プレゼント制作 

母の日・父の日 
プレゼント制作 

23 火 ★尿検査提出日      

24 水 園長先生とゆかいなお茶会       

25 木 
（長）ハロー・（中）リズム  

一日見学会（予約制） 

 
 リズム体操教室 ハローイングリッシュ 

26 金 ※短冊提出     

27 土 ２・３号土曜日保育利用     

28 日       

29 月 誕生会 ★弁当日 誕生会★弁当日 誕生会★弁当日 誕生会★弁当日 誕生会★弁当日 

30 火 避難訓練 避難訓練 避難訓練 避難訓練 避難訓練 

◎改めて、新クラスでの園生活の開始です。 

  ➀朝の会  

➁お名前呼び  

③絵本・紙芝居 

④歌・手遊び 

⑤排泄・手洗い 

➅帰りの会 

     など 

クラスの状況に応じて取り組み 

新しい環境に慣れ親しんでいきます。 



●お知らせ・お願い● 

全 

体 

◆誕生会について【６月１５日（月）⇒６月２９日（月）に変更】 

４・５・６月生まれの誕生会を６月２９日（月）に行います。（弁当の用意をお願いします。）３密を避ける 
ために、各クラスにて実施予定です。４・５・６月生まれの子どもたちには「誕生カード」もお渡しします。 

※６月１５日（月）の誕生会は延期しましたが、１５日（月）はそのまま弁当日でお願いします。 

◆シール帳について 

月初めに出席ノートを園で預かり前月の出席（欠席）日数を記入します。確認をし最終ページの保護者欄に、 
捺印をお願いします。６月は、３日（水）と４日（木）に預かります。 

◆持ち物の記名について（無記名・譲り受けた方の名前など） 
 園生活が始まります。持ち物の管理がまだ上手に出来ない場合は紛失や友達との入れ替わりが多いです。 

お子さんの持ち物や衣服には必ず記名をお願いします。譲り受けた物は書き換えをしてください。 

入れ替わったり紛失した場合に名前がなければ本人の確認がとれず探せません。 

◆検温表の記入をお願いします。 
本日、検温表を配付しています。毎日朝、検温をしてシール帳に挟んでください。（シール帳がない場合は 

カバンのポケットに入れてください）また３７℃以上ある場合や咳症状など体調がすぐれない場合はお休み 
をお願いします。（※備考欄に必ず水、泥遊びができるかのチェック〇×を記入してください。） 

◆水遊びについて（検温表に水遊び〇×を備考の欄に記入してください） 

＊今年度のプール遊びは「３密」を避けるため中止です。しかし６月２９日より水着を着用して「水遊び」
を行います。水着・水泳帽の準備をお願いします。（水着のない方はシャツ・パンツで結構です）水着着

用しての水遊びの詳細（日程表）は６月末に別紙にてお知らせします。 

＊また、暑い日は、保育中に水・泥遊びを行う場合があります。体調がすぐれない時には水、泥遊びをしま

せんので、毎日の検温表の備考欄に水遊びが可能かどうかの〇×を記入してください。 
 ※ひよこぐみは、検温表がありませんので、連絡帳にてお知らせください。 

＊常に着替え用パンツを１枚多めに入れておいてください。クラス、名前の記入をお願いします。 
＊今年度はシャンプーの容器は使用しませんので準備の必要はありません。 

◆替えのパンツ（有料）及びマスクについて 

 ＊替えのパンツがない場合は、幼稚園にて新品のパンツを提供します。後日料金（男の子２５０円:女の子 

  ２００円）を徴収しますのでご了承ください。またマスク紛失や汚れなどで幼稚園より新しく提供したマ
スクの場合は、後日新品のマスク（子ども用）を幼稚園へお返しください。 

◆七夕飾りについて 
＊７月７日の七夕にちなんで、笹飾りを学年に１本ずつ作ります。また、赤間駅に飾る予定です。 

＊願い事を書く短冊（こより付き）を、６月２２日（月）にシール帳に挟んで持ち帰ります。お子さんと 

一緒に願い事を書いて、２６日（金）までに持たせてください。ご家庭で作った笹飾りも随時ご提供頂 

けると嬉しいです。 

１
・
２
歳
児 

◆箱ティッシュ・ウエットティッシュの回収について 

 いつもご協力ありがとうございます。今月は回収予定でしたが、緊急事態宣言をうけて登園自粛をしていた
だいたため、来月回収いたします。６月の回収はありません。 

◆水遊びについて 

 「水着着用の水遊び日」とは別に、お天気の日に泥んこ遊びや水遊びを楽しみたいと思います。天気の日に

は、遊びが出来るかどうかの「水遊びボード」を設置しますのでご確認ください。 

年
中
・
長
児 

◆ピアニカ使用について 

 今学期は、ピアニカ使用の際の唾液付着の始末や飛沫感染を避けるために、ピアニカ指導を控えたいと思い 
ます。しばらくの間は、ご家庭で保護者の管理のもとご使用ください。園にある方は本日持ち帰ります。 

◆年長：夏期合宿について 

 今年度の、グローバルアリーナでの宿泊を伴う夏期合宿は控え、８月２９日（土）に宿泊無しの「夕涼み会」 
として内容変更の予定です。詳細は後日お知らせします。  

７
月
行
事
予
定 

◎７月の行事予定は下記のように変更します。ご了承ください。 

１日（水）プラネタリウム（年中園外保育）：中止   ２日（木）：一日見学会（未就児対象） 
３日（金）～４日（土）:【年長】夏期合宿（グローバルアリーナ）：８月２９日（土）予定 

７日（火）：にこにこパンダ開始予定 
 １０日（金）：避難訓練・子育て健康相談      １３日（月）：誕生会、園長先生とゆかいなお茶会 
１４日（火）・１５日（水）：なかよし広場：中止  ２０日（月）：終業式【短縮保育】：延期 
２１日（水）：第１回入園説明会①【２０２１年度入園予定児対象】  

２７日（月）：仲良し会（同窓会２０１９年度卒業生）：延期 

＊１学期終業式（短縮保育１１時降園）：７月３１日（金）※７月２７日～３１日：短縮保育（１１時降園） 

＊夏休み期間 ：８月１日（土）～８月１８日（火）                   
＊２学期始業式（短縮保育１１時降園）：８月１９日（水）※８月１９日～２８日：短縮保育（１１時降園） 

 


