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「幼児教育が変わろうとしている」 

４月、進級や入園といったイベントを終え、新たな環境に子ども達は徐々に慣れてきたところでしょうか。

ひよこ組さんはまだまだお家が恋しいようで寂しそうな表情をしている時もありますが、遊びや活動をしてい

ると、寂しさなんて忘れて楽しく過ごしている様子が見られます。 

通園に慣れてきた頃かと思いますが、昨今、交通事故のニュースが多く取り上げられています。ご家庭から

幼稚園・バス停までの道は公道です。自転車や車など危険もたくさん潜んでいますので、子ども達が元気に安

全に登園出来るように子ども達だけでなく保護者の皆様におかれましても、十分にご注意くださり登降園なさ

ってください。 

さて先日、テレビ番組(ＮＨＫ E テレ「すくすく子育て」「幼児期に育てたい１０の姿」)で「幼児教育が変わ

ろうとしている」を題材にした番組が放送されていました。幸ヶ谷幼稚園でも、保育の中で色々な試みをしてい

きましたし今後も色々な事にチャレンジしていきたいと考えています。それではまず、なぜ幼児教育が変わろう

としているのかということをテレビで取り上げられたものをもとにお話させていただきます。 

＜子ども達をめぐる環境の変化＞ 

かつての子ども達は家庭や地域での生活から色々なことを学んで育っていました。例えば、お家でのお手伝い

やご近所さんとの付き合い、公共の公園や学校などでのびのびと遊べましたし、近所の年上のお兄ちゃんお姉ち

ゃんと過ごしたりもしました。そういった家庭や地域の状況というのが、昔と今では変わってきています。家庭・

地域で減少している学びの補填を幼稚園がしていく必要があると言われています。子ども達に学びの場を用意し

てあげることがとても重要だと捉え、幸ヶ谷幼稚園では日ごろより多様な経験が出来るように職員間で話し合い

を行っています。「お兄ちゃんお姉ちゃんの時と変わった？」なんて感じる事もあるかもしれませんが、その時

の状況によって保育を進めていくべきなのでご理解をいただけると幸いです。 

＜子ども達が過ごす将来の社会＞ 

今の子ども達が社会を担う２０年後、今と異なる社会になると言われています。新しい道具がたくさん生まれ

るでしょう。それは昨今の様々な技術の進歩、身をもって感じていることかと思いますが、今から２０年後、ど

のような社会になっているのか想像もつきません。さらに、現在でも海外の方々が日本で活躍していますが、グ

ローバル化がより進んでいくと、今以上に多様な文化の人々が日本で活躍するようになるので、多様な文化を受

け入れることも必要になってきます。幼稚園の活動では様々な素材・教材と触れ合うことで、新たな道具の使い

方、発想力やアイデアを身に付けていってもらいたいと考えています。 

また、日本が抱えている大きな問題である「少子高齢化」や世界的な問題である「環境に関する問題」など、

簡単に解決できない問題があります。簡単に解決は出来ないですが、その問題に立ち向かっていかなくてはいけ

ないのがこれからの子ども達です。常識にとらわれない新たな発想が求められ、仲間と協力して解決をする力と

いうものが非常に重要になってきます。幸ヶ谷幼稚園では、かなりや組やはと組になると「話し合い」というの

をよくするようになります。大それた問題について議論しようというわけではありませんが、その第一歩となる

ような話し合いを通し、自分の意思を伝え、相手の考えを知り、他者の存在を理解する経験を幼稚園でして欲し

いと考えています。 

 今年度も引き続き子ども達が経験したことを写真と文章でお伝えしていきます。昨年度までも写真、文章でお

伝えしておりましたが、よりわかりやすくするにはどうしたほうが良いのかと試行錯誤しながら職員一同取り組

んでいきますのでよろしくお願いいたします。                   副園長 木元健太郎 

 



年少 ひよこぐみ  

《ねらい・目標》 

●友達に親しみをもって関わろうとする 

●自分の好きな遊びを楽しむ 

《内容》 

  幼稚園での生活にも慣れてきて、泣かず元気に登園する子が増えました！また、ピップや粘土等好きな遊びを見

つけて過ごしたり、朝や帰りの会等の歌も楽しんだりするようになりました。５月は遊びを介して、子ども達同士

の会話が増えるように援助していきたいと思います。 

 

年中 かなりやぐみ 

《前の月の様子》 

新しい環境に慣れ、年少児や新入園児のお世話をする様子が見られ、進級した自覚が芽生えてきています。 

中には関わり方に迷ってしまう子もいますが、今後関わるきっかけを作り、自信を持って関われるようになってほ

しいです♪ 

《ねらい・目標》 

●廃材活動を通して物の性質や素材を知り、経験の幅を広げる 

●遊びや活動の中でルールを確認し、安全に過ごす 

《内容》 

 ・興味を持ったことを展開していく楽しさを知る 

 ・園外保育を通して、交通ルールを知る 

 ・自分でやりたい遊びを見つけ、積極的に発信する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

＜＜バス登園の注意事項＞＞ 

先日、バス停での過ごし方について近隣の方よりご指導をいただきました。バスを待っている間、遊んでいたり

広がっていたりして、歩行者や車の通行の妨げになり危険とのことでした。4 月は、時刻表通りに運行すること

が難しく、バス停にて長時間お待ちいただくこともあり大変ご迷惑をお掛けしておりましたが、バス停でお待ち

いただく際にはルールを守るようにしていただくとともに、バス走行表の下部に記載してある注意事項を、改め

てお読みくださいますようお願い申し上げます。 

年長 はとぐみ 

≪前の月の様子≫ 

・初めは、違うクラスだったお友だちに緊張しながら声を掛けている姿も見られましたが、同じ席の友だちと会

話をしたり、遊びの中で関わったりする事で、徐々に交友関係が広がってきています♪ 

・登園時刻に年少組の部屋に行き、支度のお手伝いを行ったり、お弁当の準備の仕方、遊具の使い方等を教えなが

ら手助けしてくれる姿がありました♪ 

≪ねらい・目標≫ 

●身近な植物や生き物に興味をもち、調べたり観察したりする 

●気のあった友達と自分の考えを伝えあいながら、遊ぶ楽しさを味わう 

≪内容≫ 

・あさがおの生長に期待をしながら世話をする 

・ルールのある遊びに友達と参加し、楽しい思いを共有する 

・自分の思いや考えを言葉で伝え、相手の話を聞こうとする 

・園外保育にでかけ、公共の場のルールを知る 



 今月の予定 

【給食】 

５月７日から給食が開始します。 

基本的には週２回（主に月・金） 

給食提供日は左カレンダーの給食欄の○印の日と

なります。「星」となっている日は星組の希望制給

食日です。「星/月」となっている日は月極の方のみ

になります。 

 

【保育参観】 

年少…５月２９日（水）～５月３１日（金） 

年中…５月１４日（火）～５月１６日（木） 

年長…５月２２日（水）～５月２４日（金） 

※年少詳細は後日別紙にてお知らせいたします。 

【年中遠足】 

５月２1 日(火)    

【年長遠足】 

５月３０日(木) 

※詳細は後日別紙にてご確認ください。 

＜星組について＞ 
 

※個人面談の期間中は全ての期間において月
極めのみとなります。 
一時利用の方はご注意くださいますよう、よ
ろしくお願いします。 

 
☆月極めのみの日程☆ 

 
5月14日(火)～16日(木) 年中面談期間の為 
 
5月22日(水)～24日(金) 年長面談期間の為 
 
5月29日(水)～31日(金) 年少面談期間の為 
  
6月 5日(月)            職員研修会の為 
 
6月10日 (月 )      父親保育参観の振

替休日の為（終日） 
 
6月12日(水)       給食試食会の為 
 
 
6月26日(水)       横浜市幼稚園大会 

(職員研修会)の為 
 

☆星組お休みの日程☆ 
 

６月8日  （土）  家族参観日の為 
 
７月６日 （土） お泊り会 
 
※予定となりますので、今後追加になる事や変
更となる場合がございます。 
 

 

  

8 水 星 ☆

9 木 ●●身長・体重測定 ☆

10 金 ●身長・体重測定　●避難訓練 〇 ☆

11 土 ★

12 日 ー

13 月 ●国際交流　●小川先生の体操指導 〇 ☆

14 火
●参観週間
　個人面談

☆

15 水 星/月 ★

16 木 ●●リトミック（か３のみ） ★

17 金 〇 ★

18 土 ★

19 日 ー

20 月 ●小川先生の体操指導　●国際交流 〇 ☆

21 火 ●年中遠足 ☆

22 水
●鈴木先生の音楽指導　　●参観週間

　個人面談
星/月 ★

23 木 ●５月誕生日会 ★

24 金 〇 ★

25 土 ★

26 日 ー

27 月 ●国際交流　●小川先生の体操指導 〇 ☆

28 火 ☆

29 水
●参観週間
　個人面談

星/月 ★

30 木
●リトミック
●年長遠足

★

31 金
５月出席整理
（出席ノートお預かり６/３返却）

〇 ★

＜●全園児、●年長、●年中、●年少＞

給食　〇…通常給食、星…星組希望制給食

星組　☆…通常（月極、一時利用）、★…月極のみ

※青塗は、11時30分終了となります。

　　　　　星/月…月極のみ



お知らせ  
 

【英語について】  
◎５月から英語の指導が始まります。講師はHeather Ashcroft（ヘザー・アッシュクロフト）先生です。
なお、年少は２学期から開始します。 

 

【子どもの日・母の日のプレゼントについて】  
◎子どもの日の製作を４月２６日（金）、母の日のプレゼントを５月１０日 (金)に持ち帰ります。 
 
【帽子について】  
◎５月に入ると暑い日も多くなりますので、保護者の方のご判断で夏帽を被って頂いても結構です。もらった方や兄
姉の名前のままの帽子は、必ずお子様の名前に書き換えてください。 

 
【歯磨きカレンダーについて】  
◎歯磨きの良い習慣を育てる一環として、歯磨きカレンダーをお配りしました。進んで歯磨きが出来るように、ご家
庭でも励ましの言葉をかけてください。1か月経って塗り終わりましたら園にお持たせくだされば、ご褒美印を押
し、お返しいたします。※年少組の園での歯磨き指導は６月からとなります。 

 
【持ち物について】 
幼稚園にお持ちいただく物には、全て記名をしていただくようお願いいたします。 

◎ポケットティッシュ               ◎靴 

          
マジックのみでの記名は、時間が経つと剥げて    似たデザインの靴をお持ちの場合に  
しまう場合もあります。マジックの上にテープ    履き間違えてしまう可能性もございま  
を貼り保護して頂いたり、シールに記名をして    す。見えやすい位置にハッキリと記名  
頂くようお願いいたします。           をして頂くようお願いいたします。  
 
【年長さんとかなりや１組さんへ】 
◎園庭を通ってＣ棟に行きますので、雨天の際はレインコートを着用したまま登園させてください。また、
朝雨が降っていなくても降園時間に雨の予報となっていたら、レインコートをかばんに入れてお持たせく
ださい。 

 
【年長さんへ】 
◎イオンスタイル東神奈川での母の日の絵の展示期間は、４月２０日（土）より５月１２日（日）までとな
ります。 

◎イオンスタイル東神奈川で「お父さんの絵」を募集します。５月１０日（金）に画用紙を持ち帰りますの
で、展示をご希望の方は、お子様のお名前を記入し「お父さんの絵」をお描きください。裏面の保護者記
入欄に記入し５月１５日（水）までにお持たせください。締切日に間に合わなかった方は、イオンスタイ
ル東神奈川に直接ご提出ください。展示期間は５月２５日（土）～６月１６日（日）です。 ※絵は赤枠
のある表面の方に描いてください。 

 
【その他】 
◎お便りケースがご家庭にある方は園までお持たせください。年中長組でポートフォリオのファイルがご自
宅にある方は園までお持たせください。 

◎未就園児クラスは５月から始まります。 
◎３０年度在園児の現年中長組の保護者の方に３月にお配りした『入園と進級のしおり』に、医師の意見書
と保護者の登園届を挟み損ねてしまいました。大変申し訳ありません。本日お配りいたしますので、ご使
用の際にはコピーをしてお使いください。 

◎延長保育のお迎えは１４時終了の日は１５時まで、１１時３０分終了の日は１２時３０分までにお願いし
ます。また、帰りコースのバッチは「延長バッチ」を付けて登園してください。  

◎絵本袋は常に翌日、又は休日明けの第１日目にお持たせください。 
◎４月２６日（金）は出欠整理のため、出席ノートをお預かりします。今後も毎月出欠整理の日は出席ノー
トをお預かりし、次の登園日に返却します。当日欠席の場合は、お友達にお預けいただくか、バス停まで
お持ちいただけると幸いです。 

◎幸ヶ谷幼稚園では、年間を通して教員養成校（幼稚園教諭・保育士など教育者の免許を取得することが出
来る大学・専門学校）より、教育実習生を受け入れております。また、インターンシップの学生や保育補
助アルバイトの学生（主に長期休暇期間）も受け入れております。幼稚園教諭や保育士を目指す学生の学
びの場としても幼稚園を活用しておりますのでご理解くださいますようお願いいたします。 

◎メールでお知らせいたしましたひよこ３組の園児の外靴ですが見つかりました。ご協力ありがとうござい
ました。 

 
※平成31年度は柏もち持ち帰りについて記載しなかったが来年度はいれてください。  

  
 

なまえ なまえ  
なまえ なまえ 


