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平成２４年４月１３日 

 

保護者各位 

 

国風第一幼稚園 

園長 磯野洋子 

 

幼稚園生活についてお願い 

＜日常の生活について＞ 

1. 一日の生活の流れが規則正しくなるように、「早寝・早起き」、「朝ごはんを

食べる」、「朝、登園前に出ても出なくてもトイレに行く」などの習慣が身に

つくようにしてください。 

2. ランドセルに入っているおたよりばさみを毎日見て確認してください。 

3. お母様からのお手紙は、「日付」と「氏名（フルネイム）」を書いておたよりば

さみにはさんで持たせてください。 

4. 通園バック（黄色のナイロンの手さげ袋）は持ち帰りましたら、次の日には

必ず幼稚園に持たせてください。次の日にお渡しするものがある場合があ

りますのでお願いします。 

5. 通園バックやランドセルに目印にと思って、キーホルダーやキャラクターグ

ッズなどおもちゃ類の物を付けないでください。道具棚に片付けにくくなり

ます。また、稀にですがそれで子ども同士のトラブルのもとになることがあり

ます。 

6. ハンカチとティッシュは名前を書いて、毎日制服のポケットに入れて持たせ

てください。 

7. 今年度から、男子は小便器で排尿の時、ズボンを下げないで出来るように

少しずつ指導していきます。最初は出来なくてもかまいません。個人差も

ありますので出来る範囲で少しずつ慣れるようにしますので、ご家庭でも大

便器（洋式）でズボンを下げないで立って排尿をする習慣を付けていくよう

にご理解とご協力をお願いいたします。 

8. 安全のため、正門と西門が開いている時には必ず職員が立つことにしてい

ます。職員が立たない時は正門と西門は施錠します。その場合は通用口

をご利用ください。 

9. 通用口は開錠ボタンを押すとドアを開けることが出来ます。通用口のドアは
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開けっ放しにしないで、通行後必ず閉めてください。なお、外から開錠ボタ

ンを押しても開錠されない場合はインターホンでお知らせください。 

10. 入園当初は、慣れない園児さんが誤って他のお母さんや園児さんと一緒

に通用口から出て行くことがあります。通用口から出られる場合は、他の園

児さんが一緒に出て行かないようにご注意をお願いします。 

11. 通用口の開錠ボタンは、『園児さんは触らない』という約束になっています。

お子様がボタンを「触りたい」とか「押してみたい」といっても、『園児さんは

触らない』という約束を守っていいただくようにお話しください。 

12. 正門、通用口、西門、園庭に監視カメラが４台あり、常時録画し、一定期間

保存されていますのでご承知ください。映像は安全管理のみに利用し、他

の目的には使用しません。 

13. 幼稚園に登録頂いている携帯電話の番号が替わった時には、必ず直ちに

担任もしくは事務所まで変更の連絡をお願いします。個別の緊急連絡に

利用します。 

14. 新入園児さんは緊急連絡網きずなネットにメールアドレスを登録してくださ

い。アドレスの変更がある方は、再度新規登録してください。旧アドレスは

自動的に削除されます。登録の方法についてわからない方は、幼稚園ま

でお問い合わせください。アドレスをお持ちでないなどの理由で登録でき

ない方は、必ず担任までお知らせください。この連絡網は、一斉（全学年・

学年別・バスコース別）の連絡に利用します。緊急時でない場合も利用しま

す。なお、継続園児さんで既に登録された方の学年は自動的に変更され

ますので改めて登録しなおす必要はありません。 

 

＜服装について＞ 

1. クラスバッチとバスコースバッチは必ず毎日付けてください。特に夏服にな

りますと頻繁に上着が替わるかもしれませんが必ず付け替えてください。 

2. 正しい、美しい服装（制服）で登園してください。 

3. 帽子も制服です。毎日かぶって登園してください。保育中並びに降園時等

外遊び時にも使用します。帽子は頭部の保護にもなりますので重ねてお

願いします。 

4. 毎日帽子をかぶるにあたって、帽子がかぶれる髪型にしてください。 

5. 髪飾り、カチューシャ等はお子さんが自分で管理できる物で、華美になら

ないようにしてください。 

6. 一年を通じて制服の半ズボンで通しましょう。 
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7. 身に着ける制服等（制帽・下着・靴下も）すべてに名前を記入してください。

譲り受けた制服等は必ず名前を書き換えてください。なお、油性の筆記具

を使用してください。 

 

＜保育参観について＞ 

1. 保育参観日で、教室に入室できる保護者様は園児さん１名に対し１名とさ

せていただきます。 

2. 以下は、「入園に際してお願い」に記載されていますが再度確認してくださ

い。 

3. 保育参観は、お子さまの普段の幼稚園生活をご覧いただく機会です。子ど

もたちが普段どおりの保育に集中できるように、静粛に参観していただきま

すことをお願い申し上げます。 

4. また、保育参観中の保育（遊戯）室内での写真撮影並びにビデオ撮影は

禁止とさせていただきます。 

5. 幼稚園がお母様方の子育ての情報交換の場となることやお母様同士の交

流の場になることは、幼稚園としても喜ばしいことでもあり、歓迎いたします。

しかし保育参観中の保育室内においては出来る限り普段の様子をご覧い

ただきたいと考えておりますので、お母様方の私語はおやめいただきます

ように重ねてお願いいたします。なお、保育を参観されて何かご意見やご

相談がありましたら、ご遠慮なく担任もしくは園長までお申し出ください。 

 

＜送り迎えについて＞ 

◎ 徒歩・バス通園共通 

1. お母様以外の方が、バス停や幼稚園にお迎えに来られる場合は、必ず事

前にご連絡ください。事前にご連絡のない場合は、お子さまをお渡しする

ことは出来ません。事故のないようにしたいと考えますので、よろしくご承知

とご協力をお願いします。 

2. 雨の日の登園時に使用された傘、合羽、防寒着及びマフラーなどは、徒歩

通園児さんは正門で、バス通園児さんは乗車時に脱いでいただき保護者

の方がお持ち帰りください。 

◎ バス通園 

3. バス通園の方にお願いです。降園時、スクールバスからお子さんが降りた
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ら、すぐにお子さんに近寄って、手をつなぐことを必ず守って習慣としてく

ださい。特に、多数の園児さんが乗降するバス停の方は、お子さんの安全

の為、しっかり手をつないでいただきますようよろしくお願いします。 

4. 携帯電話をお持ちの方は、スクールバス停に出られる時に携帯電話を持

参してください。緊急連絡の時に必要です。 

5. 複数の園児さんが乗り降りされるスクールバス停では、バスが到着するま

で一列に並んで待つようにご協力をお願いします。また、同じバス停の方

で連絡を取り合って出欠席数を確認していただきますようにお願いします。

安全でスムースなスクールバス運行にご協力ください。 

◎ 徒歩通園 

6. 徒歩通園児さんのお迎えは「１４時４５分から１５時に西門（雨天の場合は通

用口）から」を遵守願います。早いお迎えを希望される方は、通用口より１３

時５０分までにお願いします。１３時５０分から１５時までのお迎えはご遠慮

ください。また、この間通用口は施錠されています。（止むを得ない場合は、

事前に事務所までご相談ください。）この間はスクールバス通園児さんが

正門・通用口付近に整列しバスを待ちます。お迎えにみえた方が通用口を

頻繫に通られますと、バス待ちの園児と交錯し園児さんが誤って通用口か

ら出て行く恐れが生じます。安全確保のため、是非お迎えは西門から所定

の時刻にお願い申し上げます。また、通用口の外で保護者と同行しない園

児さんを見かけたら是非声をかけていただきますようお願いします。よろし

くご理解とご協力をお願い申し上げます。 

7. 正門や西門から出る時、道路に飛び出すのは大変危険です。お子さんと

手をしっかりつないで安全に気を付けてください。 

8. 徒歩通園でお迎えにみえた時、自転車は出来るだけ門の中（幼稚園の中）

に駐輪してください。やむなく西門の外に止める場合は、車の通行の妨げ

にならないよう、幼稚園の塀に沿って駐輪するようにお願いします。 

 

≪お子様から目を離さないでください。≫ 

小さいお子さんの交通事故や連れ去り事件にご注意ください。 

1. お子様には、「知らない人には絶対ついていかない。」「連れて行かれそう

になったら、大きな声を出しなさい。」等ということをしっかりお話ください。 

2. 幼稚園やバス停でのお迎えの時、幼稚園から保護者の方にお子さまをお

渡しした後、子どもさんから目を離さないようにお願いします。 
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3. 園庭、駐車場や道路上でお母さん同士立ち話をされているとき等に、お子

さまが親御さんの目から離れて行動している姿が見受けられます。是非、

お子さまを連れ去り事件や交通事故等不測の事故から守るために、お子さ

まから目を離さず、安全管理に心を配っていただきますようにお願いしま

す。 

 

＜お誕生会について＞ 

1. 今年度のお誕生会は、お祝い会を全クラスそろって遊戯室で行います。 

2. 日程は年間行事予定表に記載してありますのでご確認ください。事前に招

待状をお渡しします。１０時３０分までに登園していただき、終了予定時刻

は１１時１５分です。 

3. お遊戯室での全体のお祝い会と親子昼食会は隔年で実施する予定です。 

 

＜お薬について＞ 

お薬は、ご家庭で飲ませてください。出来るだけ幼稚園には持たせないでく

ださい。 

止むを得ない事情でどうしても必要な場合は、水薬も粉薬も１回分だけ持た

せてください。加えて、お手紙に「お薬の詳しい飲ませ方」、「日付」、「名前（フ

ルネイム）」を書いておたよりばさみにはさんで持たせてください。薬にも「日

付」と「氏名」を書いてください。日時やお名前がはっきりしなかったり、飲ませ

方がはっきり解らない場合には、そのまま返却することもありますのでご留意く

ださい。 

 

≪新入園児さんのお母さんにお願い≫ 

1. 男の子の吊りバンドははずして、使わないでください。トイレでズボンを下

げて排泄しますのでよろしくお願いします。なお、吊りバンドはお遊戯会に

使う予定ですから保管しておいてください。 

2. お漏らしの心配のある方は、ビニール袋に替えのパンツを持たせてくださ

い。パンツにはっきりと名前を書いてください。 

3. 登園する際、お母さんと離れられずに泣いている時もあるかもしれません

が、お母様には笑顔で送り出してください。 

4. ホームルーム（預かり保育）については、２０１２年「入園に際してお願い」
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p.14～p.16の「平成２４年度ホームルーム（預かり保育）について」をご覧く

ださい。 

 

＜怪我をして帰ったり、お友だちにいやな事をされたり等などは幼

稚園までご連絡ください。＞ 

新入園児の３歳児も４歳児のお子さんも、皆さん幼稚園の生活になれてきま

した。年中さんや年長さんに進級した子ども達も新しい学年に馴染んできて、

お兄さんお姉さんらしくなってきました。 

しかし、元気に運動場や教室内で走り回れるようになってきた反面、お友達

同士や遊具等にぶつかってしまう事があるようです。まだまだ充分に自分の体

をコントロールできないのでしょう。幼稚園でも充分に観察し気を付けておりま

すが、打撲の場合は時間を追って症状が出てくることがあります。ぶつかった

直後はなんともなくても、しばらくして腫れてくる事もあります。特に、お帰り直前

の打撲は、ご自宅に帰った頃に腫れてくることもあるかもしれません。もし、ご自

宅でそのような症状を見つけられたら、是非幼稚園までご連絡ください。また、

お子様に「ぶつかって、“こぶ”ができたり怪我をしたら、先生に話すんだよ。」と

お話ください。 

同様に、砂場でも遊びのトラブルから、口より先に手が出る場合もあります。

砂をかけ合ったり、スコップを取り合ったり、はたまた取っ組み合いになったりし

ます。これも幼稚園という社会生活の第一歩を踏み出した結果で、その中で子

どもたちは社会性や人間関係を学んでいくものと考えております。もちろん教

員は安全面には気を配っておりますし、必ず両者の言い分を聞いて、どうした

ら解決出来るかを子どもたちと一緒に考え、話し合っております。 

そこでお願いですが、万一、お子様が怪我をして帰った場合で、幼稚園から

連絡が無かったら、前述同様、是非幼稚園までご連絡ください。また、お子様

に「お友だちにいやな事をされたり、何か困った時には、先生に話すんだよ。」

とお話ください。自分の「思い」、「気持ち」を相手にしっかり言葉で伝えることが

できる子になるよう習慣づけていきたいと考えております。 

 

＜疑問や何か困った時には幼稚園までご相談ください＞ 

幼稚園生活で「お困りのこと」「疑問に思うこと」「お子様のことで担任や園長

に知っておいてもらいたいこと」「ご意見」「苦情」等々、クラス名と氏名をお知ら
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せいただき、手紙でも電話でもメールでも、ご遠慮なく直接、担任や幼稚園に

ご相談ください。 

お母様同志で電話やメールでご相談し合うことは結構なことですが、伝言ゲ

ームのように何処からか間違った情報が伝わってしまったり、うわさの伝達のよ

うになってしまうことが見受けられますので、ご注意ください。 

ご質問等には必ずお答えしますので、納得できるまでお尋ねください。 

 

＜集金について＞ 

大きな金額は郵貯銀行からの引落やお振込みで対応しますが、小額の場合

は現金で集金します。その場合はお金をお釣りのないように幼稚園からの集金

袋もしくはご家庭の袋に入れて、おたよりばさみにはさんで持たせてください。 

 

＜図書室の利用について＞ 

図書室で本を借りることが出来ます。毎週水～金曜日の１４時から１５時３０分

の間に貸し出しを行っています。是非ご利用ください。 

 

＜特別支援教育の実施について＞  

本園では障がいのある幼児を受け入れ、特別支援教育を実施しています。 

 

＜教育実習生の受け入れについて＞ 

 本園では幼稚園教員免許の取得を目指す教育実習生を積極的に受け入れ

ています。 

 

＜駐車場について＞ 

幼稚園の園児送迎用駐車場は、幼稚園東側（手前）の駐車場（幼稚園所有）

と幼稚園北側の駐車場（賃貸）です。北側の賃貸駐車場は 65,66,67,26,52 及

び53番の６台分で、国風第一幼稚園と青色文字で道路面に表示がされていま

す。国風第一幼稚園と表示のない場所（番号）はすべて他の方が使用していま

すので、絶対に駐車・停車しないようにお願いします。 

これら駐車場は園児さんの送迎用に用意したものです。事故のないよう、特
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にバックする時や小さいお子様にご注意いただき、安全にご活用ください。 

しかし、行事の時、多くの保護者の皆様がお車でご来園されるには十分な駐

車台数ではありません。また、行事の時は全部もしくは一部の駐車場を駐輪場

として利用することもあります。従いまして、行事の時は駐車できないものとご理

解いただき、出来る限り公共交通機関、自転車、徒歩もしくはご家族の方の送

迎でご来園いただきますようにお願いします。 

なお、お車を他のお店の駐車場、駐車禁止区域、他家の出入り口前や駐車

場出入り口等に駐車して他人の迷惑にならないようにお願いします。 

特に、グラッチェガーデンズとアマノドラッグの駐車場やミユキモールの駐車

場には、絶対に駐車しないでください。お食事やお買い物をされる、その時だ

け駐車していただき、幼稚園にお越しの時間帯は絶対に駐車しないように、重

ねてお願いします。 

幼稚園の駐車場がご利用できない場合は、有料駐車場をご利用ください。

庄内通りから幼稚園に入る交差点の東・北側や庄内通り１丁目と３丁目の間の

道路西側並びに鳥見町１丁目７番地付近（タイムズ）に有料駐車場があります。 

 

＜自転車用ヘルメットの着用について＞ 

 幼稚園への送迎時のみならず、常時、お子様を親御さんの自転車に同乗さ

せる場合やお子様が自転車を運転する場合は、ヘルメットを着用させてくださ

い。道路交通法では努力目標で義務化されていませんが、安全第一と考え義

務化と同等にご理解いただければと思います。 

 

＜交通安全について＞ 

「子どもと約束 交通安全ルール」という標語があります。 

○ 道路に急に飛び出さない 

○ 道路を横断するときは、横断歩道や信号のある場所で 

○ 信号が赤のときには渡らない 

○ 信号が青になったら、左右をよく見て、車が来ないことを確かめて渡る 

○ 道路や車のそばでは、絶対に遊ばない 

以上、親と子が一緒になって交通安全ルールを学びましょう。 

  


