
 

 

 

 

 

 

 

＊ ご進級 おめでとうございます ＊ 

 
 

あたたかな春風に包まれて新学期が始まりました。 

１１４名と転入児 1名、あわせて１１５名の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。 

 令和４年度は、１６日に１４名の新入園児を迎え、全園児１２９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。 

新たに、園バスの先生に管 真先生を迎え、新体制で、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。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 園長 粟屋 一枝  

主任 福原 亜紀 全般 Ａ  

区分 職名 氏 名 分野別担当 年齢別担当 区分 職名 氏 名 

すぎ 担任 教諭 中村 順子 体育 Ｂ ころころフレンズ 教諭 森澤 珠惠 

くす 担任 教諭 髙嶋 万友 体育 Ｄ 事務 事務員 山田 友理 

なら 担任 教諭 後田 友美 絵画 Ｃ 
園バス運転 

事務員 末川  博 

もみ 担任 教諭 寺岡 百々 絵画 Ｂ 事務員 菅   真 

かし 担任 教諭 佐々木敦子 音楽 Ａ なかよし木ッズ 教諭 森澤 珠恵 

 

教諭 森岡  綾 音楽 Ｄ  

教諭 松田 淳子 全般 Ｃ 

教諭 山田 由香 全般 

教諭 藤井  静   全般 

教諭 丸橋 容子 全般 

◇発行◇令和４年４月７日 

広島文教大学附属幼稚園 

   TEL：(082)８１４－４０３２ 

   FAX：(082)８１４－７２０６ 

E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ：fyouchien@h-bunkyo.ac.jp 

えんだより４月号 

令和４年度 教職員紹介 

転入園のお友だち 

かしの木 A 組  おおの ひな さん 

どうぞ仲よくしてね！ 



新型コロナウイルス感染拡大予防が必要な状況です。引き続き拡大予防のためにご協力をお願いいたします。 

 

３つの密・・・密閉 密集 密接・・・を避け、マスク着用、手洗い、咳エチケットの指導などを 

徹底しながら過ごしてまいります。 

 

感染予防対策の継続  登園時の健康観察カードの提出 

             マスク常時着用（気温に合わせて対応の変更有） 

             手洗いの励行と消毒 

             咳エチケット 

             物品の消毒       など 

 

チャレンジタイム   常時マスク着用、私語を慎しみ、全員がクラスにて行います。 

           １つの机を４人までで使用。 

 

分野別活動      体育・・・基本的に園庭で行います。 

           音楽・・・歌は園庭でマスク着用にて歌います。 

                楽器活動などは園内で行います。 

           絵画制作・クラスとホールなどで行います。 

 

昼食                  飲食中にマスクを外しますので、密にならないようにクラス（約２０名） 

とホールに分かれて食べます。１つの机を２人まで，斜め対面で使用。 

天気の良い日には園庭で、個々に離れてレジャーシートを敷いて食べます。 

黙食を徹底します。 

 

園バス        園バスは、いずれのバスも現在定員の半分以下の乗車率です、今年度は、ねこ

バス 2 便、パンダバス 2 便で運行します。今後、Ｄ組入園により若干乗車率が

上がっていきますが、感染予防対策を行い、便数を変えずに運行します。 

・乗車時の手指の消毒  ・窓を開けての換気   ・座席の消毒 

・離れて着席      ・バス内では話さない      など 

 

  その他        幼稚園玄関での送迎時は、保護者様お一人にして、一列に並んでください。 

                        課外教室のある日（月・火・金）の木ッズのお迎えは、 密を避けるために 

茶門を通って園庭からお迎えをしてください。その場合は玄関に立札でお知 

             らせします。 

             保護者様の園内への立ち入りはご遠慮ください。 

 

 

 水筒について 

水分補給と感染症予防のために、毎日水筒

を持ってきてください。 

中身がなくなった場合は幼稚園で沸かし

たお茶を補充します。 

水筒を忘れた場合は、お茶（ペットボトル 

1本 100円）を購入していただきます。ま

たは、あとから、水筒やペットボトルをお

届けください。 

新型コロナウイルス感染に関することでの幼稚園への連絡 

幼稚園電話    ０８２－８１４－４０３２ 

休日・夜間など緊急を要する場合 

幼稚園携帯    ０８０－３８７９－１９２６ 

 メールアドレス  fyouchien@h-bunkyo.ac.jp 幼稚園 

renraku@h-bunkyo.ac.jp   学園 

mailto:fyouchien@h-bunkyo.ac.jp
mailto:renraku@h-bunkyo.ac.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

月

23

○

26

土

木  　　　　　 　　　　　　図書貸出ＡＢ

27

25

29

水

              　　　　　　　　 ＥＡ

28

22 体

24

火

○

19

土

20

21

土

17

○

16

18

○

14 木

15 創立記念日（休園）

日

　　　　　　　　　　図書貸出ＡＢ

12

幼稚園 

火

進級・始業式木

木 ○

　

                      　 

9

○

　　　　　ＥＡ

火

△金

水13

日

日 曜 木ッズ

○

11

8 金

○

10

月 ○

　

進級・入園式

昭和の日

○

日

○ ＥＣ

水

月

○

ＥＢ

尿検査　　　　　　　　　図書貸出ＣＤ

金

土

7

○

金 ○

○

☆給食について

火曜日と木曜日は給食です。

今年度もおかず弁当、ごはんとみそ汁の給食です。

ごはんとみそ汁は教職員がつぎ分け、子どもたちが量を

見て選び、運びます。

☆木ッズについて

３月分のなかよし木ッズ利用表となかよし木ッズ利用金額

確認書を８日に持ち帰ります。利用表をお確かめになり、

確認書を１２日までに提出してください。

☆おむすび弁当について

水曜日はおむすび弁当にします。ご協力ください。

☆４月１５日

創立記念日のため休園です。

事情のある方は木ッズを利用できます。

☆４月１６日

進級Ｃ組と新入Ｃ組の進級・入園式を行います。

進級Ａ・Ｂ組は休みです。

☆尿検査について

２０日にキットを持ち帰ります 

２１日または２２日の朝にお出しください。

☆身体測定

４月２０日～２６日に 間隔をあけて行います。

☆誕生会

今年度も保育時間中に園児と教職員で行います。

別紙をご覧ください 

４月は２５日の週に行います。

☆絵本の貸出について
隔週で貸し出しを行います。

令和４年度 ４月の行事予定表

職員養成 

寺岡先生は、モンテッソーリ教師養成コース

での学びのため、5 月～7 月、月に 1 週間程度

不在となります。 

髙嶋先生は、幼児体育トレーニングコースに

参加するため、月に一日不在となります。 

寺岡先生、髙嶋先生が不在の場合は、松田先

生、福原先生が担任代行をします 

どうぞよろしくお願いいたします。 

行事予定表について 

４月２０日保育説明会と５月１３日親子バス遠足は、 

新型コロナ感染症拡大状況から中止します。 

それらの代わりとして、５月１１日～１３日に年齢別に

園庭で体操参観を行います。５月１６日・１７日を雨天

の場合の予備日としています。 

詳細は後日お知らせします。 

学期ごとにある体操の日は、北冨先生にお越しいただ

き、園児が体育指導を受けます。参観はありません。 

感染症の状況により予定が変更になることがあります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

＊ ご入園 おめでとうございます ＊ 

 
 

あたたかな春風と春の光に包まれて新年度が始まりました。 

Ｄ組より進級の３０名、新入園の１４名の皆さん、ご進級、ご入園、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と存じ上げます。心よりお祝い申し上げます。 

 令和４年度は、全園児１２９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、園児たちが「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。 

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。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 園長 粟屋 一枝  

主任 福原 亜紀 全般 Ａ  

区分 職名 氏 名 分野別担当 年齢別担当 区分 職名 氏 名 

すぎ 担任 教諭 中村 順子 体育 Ｂ ころころフレンズ 教諭 森澤 珠惠 

くす 担任 教諭 髙嶋 万友 体育 Ｄ 事務 事務員 山田 友理 

なら 担任 教諭 後田 友美 絵画 Ｃ 
園バス運転 

事務員 末川  博 

もみ 担任 教諭 寺岡 百々 絵画 Ｂ 事務員 菅   真 

かし 担任 教諭 佐々木敦子 音楽 Ａ なかよし木ッズ 教諭 森澤 珠恵 

 

教諭 森岡  綾 音楽 Ｄ  

教諭 松田 淳子 全般 Ｃ 

教諭 山田 由香 全般 

教諭 藤井  静   全般 

教諭 丸橋 容子 全般 
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広島文教大学附属幼稚園 

   TEL：(082)８１４－４０３２ 

   FAX：(082)８１４－７２０６ 

E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ：fyouchien@h-bunkyo.ac.jp 

えんだより４月号 

令和４年度 教職員紹介 



 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８日に持ってくるもの 

鞄・出席カード・クラスカラー帽子 

名札・マスク・マスクの替え 

健康観察カード 

お弁当と昼食セット 

（箸・ランチョンマット・コップ） 

水筒 

ハンカチ・ティッシュ 

上靴・体操服・スモック・軍手 

手提げ袋・絵本袋・着替え袋 

クレヨン・レジャーシート 

 
＊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、今後、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。 

＊着替え袋・レジャーシートは 1 学期末まで、 

園で預かります。 

＊軍手・クレヨンは年度末まで、園で預かります。 

行事予定について 

４月２０日保育説明会と５月１３日親子バス遠足は、 

新型コロナ感染症拡大状況から中止します。 

それらの代わりとして、５月１１日～１３日に年齢別に

園庭で体操参観を行います。５月１６日・１７日を雨天

の場合の予備日としています。 

詳細は後日お知らせします。 

学期ごとにある体操の日は、北冨先生にお越しいただ

き、園児が体育指導を受けます。参観はありません。 

感染症の状況により予定が変更になることがあります。 

 

職員養成 

寺岡先生は、モンテッソーリ教師養成コースでの学びの

ため、5 月～7 月、月に 1 週間程度不在となります。 

髙嶋先生は、幼児体育トレーニングコースに参加するた

め、月に一日不在となります。 

寺岡先生、髙嶋先生が不在の場合は、松田先生、福原先

生が担任代行をします。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

EC・・・ C 組の英語教室 

 

水筒について 

水分補給と感染症予防のために、毎日水筒を持ってきて

ください。中身がなくなった場合は幼稚園で沸かしたお

茶を補充します。 

水筒を忘れた場合は、お茶（ペットボトル 1本 100円）

を購入していただきます。または、あとから、水筒やペ

ットボトルをお届けください。 
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☆給食について
火曜日と木曜日は給食です。
今年度もおかず弁当、ごはんとみそ汁の給食です。
ごはんとみそ汁は教職員がつぎ分け、子どもたちが量を
見て選び、運びます。

☆おむすび弁当について
水曜日はおむすび弁当にします。ご協力ください。

☆尿検査について
２０日にキットを持ち帰ります 
２１日または２２日の朝にお出しください。

☆身体測定
４月２０日～２６日に 間隔をあけて行います。

☆誕生会
今年度も保育時間中に園児と教職員で行います。
別紙をご覧ください 
４月は２５日の週に行います。

☆絵本の貸出について
隔週で貸し出しを行います。

令和４年度 ４月の行事予定表



新型コロナウイルス感染拡大予防が必要な状況です。引き続き拡大予防のためにご協力をお願いいたします。 

 

３つの密・・・密閉 密集 密接・・・を避け、マスク着用、手洗い、咳エチケットの指導などを 

徹底しながら過ごしてまいります。 

 

感染予防対策     登園時の健康観察カードの提出 

             マスク常時着用（気温に合わせて対応の変更有） 

             手洗いの励行と消毒 

             咳エチケット 

             保育室の扉の常時開放、窓開け 

             物品の消毒       など 

 

チャレンジタイム   常時マスク着用、私語を慎しみ、全員がクラスにて行います。 

           １つの机を４人までで使用。 

 

分野別活動      体育・・・基本的に園庭で行います。 

           音楽・・・歌は園庭でマスク着用にて歌います。 

                楽器活動などは園内で行います。 

           絵画制作・クラスとホールなどで行います。 

 

昼食                  飲食中にマスクを外しますので、密にならないようにクラス（約２０名） 

とホールに分かれて食べます。１つの机を２人まで，斜め対面で使用。 

天気の良い日には園庭で、個々に離れてレジャーシートを敷いて食べます。 

黙食を徹底します。 

 

  送迎         幼稚園玄関での送迎時は、保護者様お一人にして、一列に並んでください。 

                        課外教室のある日（月・火・金）の木ッズのお迎えは、 密を避けるために 

茶門を通って園庭からお迎えをしてください。その場合は玄関に立札でお知 

             らせします。 

             保護者様の園内への立ち入りはご遠慮ください。 

 

なかよし木ッズ    朝木ッズは木ッズの部屋で、午後木ッズは密を避けるためホールで実施します。 

体操教室の日は、木ッズとならの木の部屋で実施します。 

おやつは個別配布します。 

 

園バス        ねこバス 2 便、パンダバス 2 便で運行します。 

園バスは、いずれのバスも現在定員の半分以下の乗車率です。今後、Ｄ組入園

により若干乗車率が上がっていきますが、感染予防対策を行い運行します。 

・乗車時の手指の消毒  ・窓を開けての換気   ・座席の消毒 

・離れて着席      ・バス内では話さない      など 

 

その他               園児、同居家族様が新型コロナウイルスにかかった場合  濃厚接触者になった 

場合は、速やかにお知らせください。 

園児の体調が少しでもすぐれない場合は、登園を控えていただきますようお願 

いします。 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染に関することでの幼稚園への連絡 

幼稚園電話    ０８２－８１４－４０３２ 

休日・夜間など緊急を要する場合 

幼稚園携帯    ０８０－３８７９－１９２６ 

 メールアドレス  fyouchien@h-bunkyo.ac.jp 幼稚園 

renraku@h-bunkyo.ac.jp   学園 
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