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夏休みが終わり、幼稚園に元気な子どもたちの声が
戻ってきました。子どもたちに朝の挨拶をすると、
「遊園地に行ったよ」「おばあちゃんのお家に泊まっ
たよ」と、目を輝かせて楽しい思い出を話ししてくれ
る子がたくさんいました。

さて、2学期は1年間で一番長い期間となります。
発表会など子どもたちの楽しみにしている行事もあり
ます。新型コロナウイルスの感染予防に努めながらの

保育が続きますが、子どもたち一人一人が元気に楽しく遊びを通して学ぶ保育を行って
いきたいと考えています。保護者の皆様には、今学期も様々なご協力を賜りますが、ど
うぞよろしくお願いいたします。

７月20日（水）。今日は、きよた
幼稚園・子育てサロン『どんぐりひ
ろば』の5回目です。10時20分、最
初のお子さんとお母さんが来園です。

「元気に来てくれたかなぁ」「楽
しんでくれるといいなあ」と思いな
がら「おはようございます！」と声
を掛けます。小さな声ですが「オハ

ヨー」と声が返ってきました。ちょっと一安心。その後も、次々と参加者
が来園してきます。シールカードにシールを貼り、朝のご挨拶、そしてお
名前を呼びます。バナナくん体操で楽しく体を動かした後は、今日の活動
「七夕飾り製作」の始まりです。

お母さんに抱っこされちょっぴり不安そうだったお子さんも、帰る時に
は手を振ってくれました。「また、次回も遊びに来てね！」と思いながら
参加者の皆さんを見送ります。

これから来年の1月まで、あと６回の開催を予定しています。楽しい遊び
や製作を予定していますので、たくさんの皆さんの参加をお待ちしていま
す。《「どんぐりひろば」についての問い合わせ：園へお電話ください ☏881-2453》

『どんぐりひろば』は、年間12回の開催を予定し、幼稚園入園前の乳

幼児を対象とした“遊びの広場”です。コロナ禍において、子育て環境

が変化している今日、子ども同士がふれあい、広い空間でのびのびと遊

んで欲しいと願うとともに、「きよた幼稚園ってどんな所」「どんな保

育をしているの」などの疑問にお答えしながら、子育て世代の保護者の

皆様の交流の場でありたいと思いながら開催しています。

参加者の皆さんがニコニコ笑顔で楽しく過ごしてくださると、私たち

職員はとても嬉しく思い励みになります。

1 お子様は、幼稚園に行くことを楽しみにしていますか。

2 お子様は、幼稚園の先生やお友だちのこと、楽しかったできごとなどをお話ししますか。

3
今年度の清田幼稚園の目指す子どもの姿は『のびのびとあそび、まなぶ』です。お子様は、

自分から進んで遊んだり、その遊びを通してできるようになってきたことがありますか。

4

お子様は、幼稚園に通って、いろいろな力が伸びて来ていますか。

（話す、聴く、興味や関心をもつなどの知力/運動能力などの体力/やさしさなどの心情面
/基本的な生活習慣）

5
お子様は、幼稚園の行事を喜んでいますか。

（お誕生会遠足運動会発表会人形劇の観劇クリスマス会など

6 幼稚園の教職員は、お子様のことをよく見てくれていますか。

7
幼稚園は、幼稚園や子どもたちの情報をお便りやメール、ドキュメンテーションなどで、

分かりやすく伝えていますか。

8
幼稚園は、事故や災害の発生や新型コロナウィルス等の感染症に対しての備えを十分に

行っていると思いますか。

9 きよた幼稚園全般にかかわり、良いことがありましたらお書きください。

10
きよた幼稚園全般にかかわり、もっと良くしてほしいこと、改善してほしいことがありま

したらお書きください。

本園では、より魅力ある教育活動を行うために、昨年度から保護者の皆様にアン
ケートをお願いし、その評価を受けて様々な面での改善を図るよう努めております。

つきましては、今年度も前期終了後の10月に、下記アンケートを実施する予定です。
アンケート実施の際には、きよた幼稚園をさらに良くするために、皆様の忌憚ないご
意見を賜りますようお願いいたします。

新型コロナウイルスの感染が拡大している一方で、子どもの間で流行するほかの感
染症も全国的に増加してきているようです。現時点では本園で流行していませんが、
道内では「手足口病」が６月下旬ころから増え始め、３年ぶりに流行しているようで、
札幌市における８月８日～１４日の患者数は警報発令基準を超えているとのことです。
手足口病の予防には、アルコール消毒は効きにくいとのことです。

です。コロナの感染予防にもなりますので、手洗いの励行をよろし
くお願いします。



満３歳 身の回りのことを自分でやってみようとする

年 少 何事もやってみようとする気持ちをもつ

年 中 集団での活動や遊びを楽しみながら友だちとの関わりを
広げる

年 長 思いやりをもって友だちと関われるようになる

スポーツ教室
①１０：３０ ～②１１：００～

③１１：３０～ 〔ズボン着用で〕

9月の誕生会〔２８日（水）〕

詳細は、改めてお知らせします。

9月２２日（木）は休園日ではなく、 変更

先月号でもお知らせしましたが、先生方全員参加の研修会の予定でしたが、感染予防のため研修会
は少人数の先生の参加となりましたので、休園せずに通常保育日とします。ご了承ください。

8/22～9/21の期間、職員室横の掲示板に
りす組の作品を展示しています。
「やまのわるつ」という歌の歌詞をみんなで
１２番まで考え、歌詞の中に出てくる動物を
作りました。
動物の耳と手に持っている食べ物は自分たち
で調べ、形を考えて作りました！

お祭りごっこ〔１２日（月）〕

お祭りが開催される厚別神社へ、
年長・年中さんは徒歩で、年少・
満３歳児はバスで出かけます。
御神輿を見たり参拝をして、お祭
りの雰囲気を味わいます。
雨天の場合は中止します。

参観日〔 9月5日～9日〕

詳細は、７月２２日にお渡しした
お便りをご覧ください。

年長すぺしゃるでー〔１７日（土）〕

詳細は、改めてお知らせします。
年中・年少・満３歳児はお休みで
す。

年中高齢者交流会〔9月26日（月）〕

デイサービスさんぽみちに行き、
プレゼントを渡しに行きます。

年中消防署見学〔９月15日（木）〕

清田消防署に行き、消防車や救急車を見に行
きます。消防士さんに質問することができる
いい機会なので楽しみにしていてください。

年長 陶芸〔9月14日(水) 〕

卒園製作として、陶芸で時計を作
ります。出来上がった作品は、3
学期に持ち帰る予定です。

年長 防火体験〔9月20日（火）〕

消防の方に来ていただき、お話を聞いたり、
実際に消火の体験をさせていただいたりする
予定です。（コロナウイルスの感染状況など
により、変更になる場合があります。）

11月に行われる発表会の日時についてお知らせします。
詳しくは、１０月２１日の「のびのび発表会特別号」でお知らせします。

クラス 登園時刻 上演予定時間

1部 いちご ８：４０まで ９：００～９：２０

2部 うさぎ ９：５０まで １０：１０～１０：３５

3部 ひよこ １１：００まで １１：２０～１１：４５

４部 こいぬ １２：４０まで １３：００～１３：３５

５部 こぐま １４：００まで １４：２０～１４：５５

クラス 登園時刻 上演予定時間

1部 ぱんだ ８：４０まで ９：００～９：２５

2部 ぞ う ９：５０まで １０：１０～１０：５５

3部 し か １１：２０まで １１：４０～１２：２５

４部 り す １３：２０まで １３：４０～１４：２５

１１月１９日(土)

１１月２０日(日)

9月は防災月間です。幼稚園では消防署の協力を得て、年中と年長で消防署見学と
防火体験学習を計画しています。

1 (木) 〈年中　遠足予備日〉 弁当

2 (金)
スポーツ教室　①ひよこ・ぱんだ
　　　　　　　②うさぎ・いちご

給食

3 (土)

4 (日)

5 (月) 参観日　ひよこ・ぞう 給食

6 (火) 参観日　いちご・ぱんだ・りす 弁当

7 (水)
子育てサロン　どんぐりひろば７回目
『敬老の日の製作』

給食

8 (木)
参観日　こいぬ・こぐま
年少・満３　遠足

弁当

9 (金) 参観日　うさぎ・しか 給食

10 (土)

11 (日)

12 (月) お祭りごっこ 給食

13 (火) にこにこくらぶ　　　〈年少・満３　遠足予備日〉 弁当

14 (水) 年長　陶芸 給食

15 (木) 年中　消防署見学　　　にこにこくらぶ 弁当

16 (金) 午前

17 (土) 年長　すぺしゃるでー

18 (日)

19 (月)

20 (火) 年長　防火体験 弁当

21 (水)
子育てサロン　どんぐりひろば８回目
『陶芸の小物を作ろう』
『おさんぽワンちゃんを作ろう』

給食

22 (木) 弁当

23 (金)

24 (土)

25 (日)

26 (月)
年中　高齢者交流会
スポーツ教室　①しか　②ぞう・りす

給食

27 (火)
にこにこくらぶ
〈年中　高齢者交流会予備日〉

弁当

28 (水) ９月のお誕生会 給食

29 (木) にこにこくらぶ 弁当

30 (金)
スポーツ教室　①うさぎ・ひよこ　②ぱんだ・いちご
　　　　　　　③こぐま・こいぬ

給食

年少清田南公園遠足〔8日（木）〕
詳細は、連絡メールにてお知らせし
ます。
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