
 

 

 

 

 

 

 

＊ ご進級 おめでとうございます ＊ 

花冷えの続くこのごろですが、一つ大きくなった喜びのうちに新年度が始まりました。３名の転入園児を含 

む１０６名のみなさんご進級おめでとうございます。保護者の皆様方へも心よりお祝い申し上げます。 

 平成３０年度は、１５日に３１名の新入園児を迎え、全園児１３７名でのスタートです。 

今年度も、学園創設者 武田ミキ先生の「心を育て 人を育てる」という建学の精神のもと、「やってみたい」 

という一人ひとりの選びや望みが「ひとりで できた」になる体験を重ねて、園児が「心豊かで 社会性に富み 

自立した子ども」に育っていくように、モンテッソーリ教育を基盤にして援助をしていきます。 
 

園バス運行を、急ではありましたが、利用人数や交通状況を考慮して、保育時間の確保のため、大幅に変更

しました。ご協力をいただきました保護者の皆様には感謝申し上げます。 

フリーの職員の採用が新学期に間に合わず、フリーが一人不足してのスタートとなりまして申し訳ありませ

ん。採用次第、保育に当たらせていただきます。 

 

教職員一同、新体制で、より良い保育をめざし努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

   

平成３０年度 教職員紹介 

 

 

《クラス》 

 

 

 園長 粟屋 一枝  

クラス 区分 職名 氏 名 分野別担当 年齢別担当 担当職務 職名 氏 名 

すぎ 担任 教諭 雑賀 寿子 体育 Ｂ-Ｃ ころころ 

フレンズ 

担任 教諭 為重 紀子 

くす 担任 教諭 中村 順子 絵画 Ａ 担当 教諭 森澤 珠恵 

なら 担任 教諭 後田 友美 音楽 Ｂ 事務 事務員 山田 友理 

もみ 担任 教諭 福原 亜紀 絵画 Ｃ-Ｄ 
園バス運転 

事務員 下谷 辰夫 

かし 担任 教諭 佐々木敦子 体育 Ａ 事務員 石橋 禎宏 

フリー 

主任 野地 民江 全般 全般 

なかよし木ッズ 

教諭 森  美緒 

教諭 池田 真弓 全般 Ａ 教諭 宮野鼻百合香 

教諭 森岡  綾 全般 Ｂ 教諭 森澤 珠恵 

教諭 森  美緒 全般 Ｃ-Ｄ  

旧クラス すぎ くす なら もみ かし 

新クラス くす かし もみ すぎ なら 
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５月の予定                             

１日 こいのぼり会                

８日 すずらんの会総会                  

９日 たまごひろば          

１１日 耳鼻科健診      

１５日 体育参観 

１７日 歯科健診 

１８日 親子遠足 

 ２１日 保護者茶話会（Ａ） 

 ２３日 保護者茶話会（Ｂ） 

     眼科健診 

２４日 保護者茶話会（Ｃ・Ｄ） 

２８日 誕生会  

２９日 内科健診 

３０日 健康運動編 

☆新しいお友だち☆ 

すぎの木 Ａ組  てらだ けいしゅう くん 

くすの木 Ｂ組  ならざき ゆうせい くん 

もみの木 Ｂ組  しまだ   はると くん 

仲良くしてね！ 

日 曜 木ッズ 幼稚園 

9 月 ○ 進級式・始業式

10 火 ○  　　　　　　　　　　　　　　   E1

11 水 ○  

12 木 ○ 　　　　　　　　　　　      絵本貸出

13 金 △ 半日保育

14 土 × 学園創立記念式

15 日 × 入園式

16 月 △ 休園

17 火 ○ 　　　　　　　　　　　　　　  　E2

18 水 ○ 参観・保育説明会・役員選出

19 木 ○           尿検査　　   絵本貸出

20 金 ○ 誕生会

                                E1

21 土 ×

22

火 ○

日 × 　

木 ○ 観察実習　　身体測定　　 絵本貸出

25 水 ○ 観察実習    身体測定　　　    書道

26

23 月 ○ 観察実習　  身体測定

24

27 金 ○ 　

×

28 土 ×

日29 昭和の日

30 月 × 振替休日

☆木ッズについて
３月と春休み中の木ッズ料金は、１０日に集金袋を持ち帰ります。
利用表をお確かめになり、１３日までに納入してください。
１６日は休園日ですが、事情のある方のみ木ッズが利用できます。

☆給食について
今年度も火曜日と木曜日は給食です。
１０日（火）より給食ですが、１７日（火）は、新入園児がまだ園生活になれて
いませんので、お弁当にします｡

☆おむすび弁当について

今年度も水曜日はおむすび弁当にしますので、ご協力ください。

☆絵本の貸出について

今年度も絵本の貸し出しを行います。

貸出：木曜日 返却：火曜日

行事や暦により変更になる場合はえんだよりにてお知らせします。

☆４月１３日
入園式の準備のため、半日保育にさせていただきます。

☆４月１５日

進級Ｃ組と新入Ｃ組の入園式を行います。進級Ａ・Ｂ組は休みです。

☆４月１８日

クラス参観ののち、たまごホールで保育についての説明をさせていただきます。
続いてすずらんの会の役員決めを行います。別紙をご覧ください。

☆４月２０日

４月生まれの誕生会を行います。時間と内容は後日お知らせします。

今年度も毎月誕生会を開きます。開始時間など誕生会についての詳細は毎月の

えんだよりでお知らせします。

保護者の皆様もどうぞご参加ください。

☆身体測定について
月半ばの午後に身長と体重を測定し出席カードに月末に記入します。

☆教育実習について
１学期に、広島文教女子大学の学生が各クラスにて教育実習をさせていただき
ます。「お姉ちゃん先生」と呼んでいます。
２３日から２年生が３グループに分かれて一日ずつ各クラスに入ります。

☆出席カードについて
本日新しい出席カードを持ち帰っています。必要事項の記入をお願いします。

☆子育て相談
大学の心理学科の李木先生による子育て相談の日（不定期）を設けます。
子育てやお母さまご自身のことなどが相談できます。
日程を調整中ですので、後日ご案内します。

☆英語教室について
Ｅ1   Ｂ・Ａ組
Ｅ2   Ｃ・Ａ組
本日持ち帰っていますお知らせをご覧ください。

☆課外教室
サッカー教室は月曜日に開催予定で日程を調整しています。
書道教室（Ａ組のみ）は水曜日に開催します。後日ご案内します。

平成３０年度 ４月の行事予定表
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＊        おめでとうございます ＊ 

 

春の光に包まれて、おだやかに新年度が始まりました。 

Ｄ組より進級の２２名、新入園の３１名の皆さん、おめでとうございます。 

保護者の皆様方のお慶びもさぞかしのことと存じ上げます。心よりお祝い申し上げます。 
 

  平成３０年度、全園児１３７名でのスタートです。 
 

文教幼稚園では、学園創設者 武田ミキ先生の「心を育て 人を育てる」という建学の精神のもと、 

「やってみたい」という一人ひとりの選びや望みが「ひとりで できた」になる体験を重ねて、園児が 

「心豊かで 社会性に富み 自立した子ども」に育っていくように、モンテッソーリ教育を基盤にした 

援助をしていきます。 
 

 

教職員一同、より良い保育をめざし努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

   

平成３０年度 教職員紹介 

 

 

《クラス名とクラスカラー 》 

 

 園長 粟屋 一枝  

クラス 区分 職名 氏 名 分野別担当 年齢別担当 担当職務 職名 氏 名 

すぎ 担任 教諭 雑賀 寿子 体育 Ｂ-Ｃ ころころ 

フレンズ 

担任 教諭 為重 紀子 

くす 担任 教諭 中村 順子 絵画 Ａ 担当 教諭 森澤 珠恵 

なら 担任 教諭 後田 友美 音楽 Ｂ 事務 事務員 山田 友理 

もみ 担任 教諭 福原 亜紀 絵画 Ｃ-Ｄ 
園バス運転 

事務員 下谷 辰夫 

かし 担任 教諭 佐々木敦子 体育 Ａ 事務員 石橋 禎宏 

フリー 

主任 野地 民江 全般 全般 

なかよし木ッズ 

教諭 森  美緒 

教諭 池田 真弓 全般 Ａ 教諭 宮野鼻百合香 

教諭 森岡  綾 全般 Ｂ 教諭 森澤 珠恵 

教諭 森  美緒 全般 Ｃ-Ｄ  

すぎ くす なら もみ かし 
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５月の予定                             

１日 こいのぼり会                

８日 すずらんの会総会                  

９日 たまごひろば          

１１日 耳鼻科健診      

１５日 体育参観 

１７日 歯科健診 

１８日 親子遠足 

 ２１日 保護者茶話会（Ａ） 

 ２３日 保護者茶話会（Ｂ） 

     眼科健診 

２４日 保護者茶話会（Ｃ・Ｄ） 

２８日 誕生会  

２９日 内科健診 

３０日 健康運動編 

１７日に持ってくるもの 

鞄・出席カード・お弁当・お便りばさみ 

上靴・体操服・スモック 

手提げ袋・絵本袋・軍手 

タオル・ハンカチ・ティッシュ 

着替え袋 

水筒（必要に応じて持ってきてください） 

    

＊出席カードはかばんの外ポケットに入れて 

きてください。 

＊提出書類はお便りばさみに挟んで、鞄の中 

に入れて持ってきてください。 

15 日 × 入園式

日 曜 木ッズ 幼稚園 

16 月 △ 休園

17 火 ○ 　　　　　　　　　　　　　　  　E2

18 水 ○ 参観・保育説明会・役員選出

19 木 ○           尿検査　　   　　　　　絵本貸出

20 金 ○ 誕生会

21 土 ×

22 日 × 　

23 月 ○ 観察実習　  身体測定

　

24 火 ○                                 E1

25 水 ○ 観察実習    身体測定　　　    書道

日 × 昭和の日

26 木 ○ 観察実習　　身体測定　　 絵本貸出

27 金 ○

30 月 × 振替休日

28 土 ×

29

☆木ッズについて
１６日は休園日ですが、事情のある方のみ木ッズが利用できます。
１６日当日の申し込みでもかまいません。

☆給食について
火曜日と木曜日は給食です。
１７日（火）は、新入園児がまだ園生活になれていませんので、お弁当にします｡

☆おむすび弁当について

水曜日はおむすび弁当にしています。ご協力ください。

☆絵本の貸出について

一回に一冊の絵本の貸し出しを行います。

貸出：木曜日 返却：火曜日

行事や暦により変更になる場合はえんだよりにてお知らせします。

☆４月１８日

クラス参観ののち、たまごホールで保育についての説明をさせていただきます。
続いて、すずらんの会の役員決めを行います。別紙をご覧ください。

☆４月２０日

４月生まれの誕生会を行います。時間は１０時４５分からで、出し物はヤマハ

音楽教室の講師による演奏です。

毎月誕生会を開きます。開始時間など誕生会についての詳細は毎月のえんだより

などでお知らせします。

保護者の皆様もどうぞご参加ください。

☆身体測定について
月半ばの午後に身長と体重を測定し、出席カードに月末に記入します。

☆教育実習について

１学期に、広島文教女子大学の学生が各クラスにて教育実習をさせていただき

ます。「お姉ちゃん先生」と呼んでいます。

２３日から２年生が３グループに分かれて一日ずつ各クラスに入ります。

☆出席カードについて
本日新しい出席カードを持ち帰っています。必要事項の記入をお願いします。

☆子育て相談
大学の心理学科の李木先生による子育て相談の日（不定期）を設けています。
子育てやお母さまご自身のことなどが相談できます。（費用不要）
次回は５月２日、９時からです。ご希望の方はお申し出ください。

☆英語教室について
Ｅ1   Ｂ・Ａ組
Ｅ2   Ｃ・Ａ組
申し込みをされている方は、本日持ち帰っていますお知らせをご覧ください。

☆課外教室
サッカー教室は月曜日に開催予定です。日程を調整していますので、後日申し
込みをご案内します。

平成３０年度 ４月の行事予定表
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