
 
園長 榎本恵美子 

楽しい夏休みが終わり、新学期が始まりました。いろんな経験を通して、たくさんの思い出アルバムが増

えたことでしょう。また、子どもたちからたくさんお話を楽しみにしています。９月が始まり生活が不規則

になっているのなら、毎日の朝食を欠かさないことから、規則正しい生活リズムを取り戻すように、努めま

しょう。 
２学期は、沢山の行事があります。 
朝晩を通して少しは涼しくなってきましたが、 
日中はまだまだ気温が上がり残暑が厳しいようです。 
子どもは大人に比べて体温調節機能が未発達なため 
脱水症状や熱中症になる危険があります。 

 

 

＊子どもたちの姿から＊ 

・お手伝いしている５歳児を見て「○○もする」と 

３歳児が手伝ってくれます。 

・着替えや片付けなど、小さい子のめんどうを見よう

とする、５歳児が増えています。 

◎この時期は、活動を通して力をあわせること   

ルールや順番を守ることなど覚えていきます。 

＊10 月のおもな予定をお知らせします＊ 

令和年度新入園児の為の見学会・説明会開催 

幼稚園と保育園機能持つ、認定こども園 

＜説明会＞10 月１2 日(土)10 時 30 分から各園にて 

      見学及び説明会 

※５日（土）運動会・雨天順延６日(日) 

８時４５分から 12 時３０分 

運動会は、水木・学び合同午前中 

12 時３０分終了 

※２５日（金）秋の遠足  

お芋ほり遠足を計画しています  

 

 

 

令和２年度 1 号認定園児募集 

認定こども園ほほえみ 

水木わかば幼稚園 

学びの森わかば園 

願書配布９月２７日（金）～ 

願書受付１１月１日（金）～ 

 

 

 

２学期は、運動会の活動がありますので、

各年齢の子どもたちが３つのグループ（あ

か・しろ・あお）に分かれてのたてわり活動

が中心になります。お友達同士紅白に分かれ

ての活動です。子どもたちにとっていろいろ

な経験が出来ることでしょう。子どもたち

は、毎日の積み重ねから年齢の枠を越えて

助け合ったり、教え合ったりすることが、

しぜんになされるようになってきます。ま

た、ひとりひとりがより自分を出せるよう

に保育したいと思っています。 

 

☆2 学期も、全園児、学びに運動靴と長靴をおいておきますので、持って来て下さい。 

☆体操服登園は、週初めに持ってきます。運動会の練習で汚れることが多いので、持ち帰ったらお洗濯お願い致します。

お洗濯が間に合わない時は、園規定の半袖体操服でなくても OK です。清潔なものを着たいですね(*^-^*) 

 



カレンダー 
切り取って見えるところにお貼りください。 

             1 (日) おやくそく 

 

     

 

 

 

 

  ２ (月)   ３ (火)  ４ (水)  ５ (木)  ６（金）  7 (土) ８ (日) おやくそく 
始業式  
1 号認定の方給食なし 

2・3 号平常保育 給食あり 

１号認定 11 時降園 

1４時降園はじまり

○学 学研まなびタイム 

常磐短期大学 

実習生(１名)  
(9/３～9/２５)１５日間 

ｗakaba club 

バレエ・剣道 

身体測定 

○水 リトミック・体育あそび 

 

○水 学研まなびタイム 

○学 リトミック・体育あそび 

○学 英語であそぼう 

 

お誕生日会 

避難訓練 

おあつまり 

  

 

規則正しい生

活を心がけま

しょう。 

９ (月) １０ (火) １１ (水) １２ (木) １３ (金) １４ (土) 1５ (日) おやくそく 
１号認定さん１３時降園 

○水 英語であそぼう 

おあつまり 
 

お習字 

 

 

ｗakaba club 

日商生インターンシップ 
(水木 ３名) 

バレエ・剣道 

○水 リトミック・体育あそび 

敬老会写真撮影 
 

敬老会予行練習 

○学 リトミック・体育あそび 

 

 

ちびっこ集まれ 

敬老会 
平常保育の中で行います。

ただし、一緒に帰られる方

は担任まで連絡下さい。  

おあつまり 

水木学区地域敬老会 

水木交流センター 

お祝いに参加 

※なるべく全園児参

加でお願いします。 

 

 

敬老会に向け

て、発表の練習

を頑張りまし

ょう。 

1６ (月) 1７ (火) １８ (水) １９ (木) ２０ (金) ２１ (土) ２２ (日) おやくそく 
敬老の日お休み ライフアシスト慰問 

(まつ組のみ) 

 

○学 学研まなびタイム 

お弁当の日 
バレエ・剣道 

○水 リトミック・体育あそび 

ｗakaba club 

○水 学研まなびタイム 

○学 リトミック・体育あそび 

 

おあつまり 
 

  

 

いろいろな競

技の並び方を

覚えましょう。 

 

２３ (月) ２４ (火)  2５ (水) 2６ (木) 2７  (金) ２８ (土) ２９ (日) おやくそく 
秋分の日 

 
○学 学研まなびタイム 

ｗakaba club 

バレエ・剣道 

○水 リトミック・体育あそび 

 

○水 学研まなびタイム 

○学 リトミック・体育あそび 

 
 

おあつまり  

 
 

 

 

運動会の練習

を頑張りまし

ょう。 

３０ (月) １０/１ (火) ２ (水) ３ (木) ４ (金) ５  (土) ６ (日) おやくそく 
１号認定さん１３時降園 

おあつまり 

 

 

創立者たみ先生９９歳の

お誕生日でもあり創立記

念日ですが、毎年、運動

会の週なので平常保育を

行います。 

運動会練習 運動会予行練習 

保育の中で行います。 

運動会準備の為 

１号認定さんは１３時

降園となります。 

 

おあつまり 

運動会 

８時４５分集合 

９時開始 

 自信を持って

最後まであき

らめずがんば

りましょう。 

月 ９ 

 
２０１９年  令和元年 
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9 月のお知らせ・敬老会のプログラムなどの内容 

〈敬老会について〉 
  当園に在籍している水木わかば幼稚園と学びの森わかば園園児祖父母の方を 
  お招きして行います。 

日時：9 月 13 日（金）  集合９：３０  開始９：４５～１２：００ 
  場所：学びの森わかば園ホール 
  ※申し込みをしたご招待様のみのご参加となります。（保護者の方はご覧になれません） 
   

●全園児 
〈合奏〉大きな古時計          〈ダンス〉パプリカ 
〈手話〉虹の向こうに・みどりの風と青い空 

     
●たんぽぽぐみ 

学びの森わかばたんぽぽ１：マラカス演奏「おもちゃのちゃちゃちゃ」 
 水木わかば たんぽぽ１，２：遊戯「どんぐりころころ」 
 学びの森わかば たんぽぽ２：遊戯「コロンパッ」 

 
●すみれぐみ 
 水木わかば、学びの森わかば合同 

カスタネット・タンバリン・鈴演奏「おばけなんてないさ」 
 水木わかば：遊戯「１・２・サラダ！」 学びの森わかば：遊戯「勇気１００％」 

 
●きくぐみ 
 水木わかば、学びの森わかば合同 ハーモニカ演奏「すずめのがっこう、かたつむり」 
 水木わかば：遊戯「ぼくらは小さな海賊だ！」 学びの森わかば：遊戯「３６０°」 

 
●まつぐみ 
 水木わかば、学びの森わかば合同 鍵盤ハーモニカ演奏「エーデルワイス」 
 水木わかば：遊戯「ぼくらは小さな海賊だ！」  

学びの森わかば：遊戯「おどるポンポコリン」 
 
   当日は、子どもたちのかわいい笑顔と元気のエネルギーをプレゼントします。 
   楽しみにしていてください！ 



幼児期の終わりまでに育ってほしい 10 の姿 

１ 健康な心と体 

幼稚園（保育所・幼保連携型認定こども園）における生活の中で、充実感をもって自分のやりたいことに向かっ

て心と体を十分に働かせ、見通しをもって行動し、自ら健康で安全な生活をつくり出すようになる。 

 

２ 自立心 

身近な環境に主体的に関わり様々な活動を楽しむ中で、しなければならないことを自覚し、自分の力で行うため

に考えたり、工夫したりしながら、諦めずにやり遂げることで達成感を味わい、自信をもって行動するようになる。 

 

３ 共同性 

友達と関わる中で、互いの思いや考えなどを共有し、共通の目的の実現に向けて、考えたり、工夫したり、協力し

たりし、充実感をもってやり遂げるようになる。 

 

４ 道徳性・規範意識の芽生え 

友達と様々な体験を重ねる中で、してよいことや悪いことが分かり、自分の行動を振り返ったり、友達の気持ちに

共感したりし、相手の立場に立って行動するようになる。また、きまりを守る必要性が分かり、自分の気持ちを調整

し、友達と折り合いを付けながら、きまりをつくったり、守ったりするようになる。 

 

５ 社会生活との関わり 

家族を大切にしようとする気持ちをもつとともに、地域の身近な人と触れ合う中で、人との様々な関わり方に気付

き、相手の気持ちを考えて関わり、自分が役に立つ喜びを感じ、地域に親しみをもつようになる。また、幼稚園（保

育所・幼保連携型認定こども園）内外の様々な環境に関わる中で、遊びや生活に必要な情報を取り入れ、情報に

基づき判断したり、情報を伝え合ったり、活用したりするなど、情報を役立てながら活動するようになるとともに、公

共の施設を大切に利用するなどして、社会とのつながりなどを意識するようになる。 

 

６ 思考力の芽生え 

身近な事象に積極的に関わる中で、物の性質や仕組みなどを感じ取ったり、気付いたりし、考えたり、予想したり、

工夫したりするなど、多様な関わりを楽しむようになる。また、友達の様々な考えに触れる中で、自分と異なる考え

があることに気付き、自ら判断したり、考え直したりするなど、新しい考えを生み出す喜びを味わいながら、自分の

考えをよりよいものにするようになる。 

 

７ 自然との関わり・生命尊重 

自然に触れて感動する体験を通して、自然の変化などを感じ取り、好奇心や探究心をもって考え言葉などで表現

しながら、身近な事象への関心が高まるとともに、自然への愛情や畏敬の念をもつようになる。また、身近な動植物

に心を動かされる中で、生命の不思議さや尊さに気付き、身近な動植物への接し方を考え、命あるものとしていた

わり、大切にする気持ちをもって関わるようになる。 

 

８ 数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚 

遊びや生活の中で、数量や図形、標識や文字などに親しむ体験を重ねたり、標識や文字の役割に気付いたりし、

自らの必要性に基づきこれらを活用し、興味や関心、感覚をもつようになる。 

 

９ 言葉による伝え合い 

先生や友達と心を通わせる中で、絵本や物語などに親しみながら、豊かな言葉や表現を身に付け、経験したこと

や考えたことなどを言葉で伝えたり、相手の話を注意して聞いたりし、言葉による伝え合いを楽しむようになる。 

 

１０ 豊かな感性と表現 

心を動かす出来事などに触れ感性を働かせる中で、様々な素材の特徴や表現の仕方などに気付き、感じたこと

や考えたことを自分で表現したり、友達同士で表現する過程を楽しんだりし、表現する喜びを味わい、意欲をもつよ

うになる。 
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