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学校法人 南光寺学園 阿左美幼稚園 

〒379‐2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美 967‐2 

TEL  0277-76-7320 

FAX  0277-46-6011 

※ 必ずお読みになり、卒園するまで大切に保管して下さい。 

 

◇◆◇教育目標◇◆◇

心豊かな子

考える子

元気に遊べる子

助け合える子

やさしい子



 

 

＜仏教保育について＞ 

 

阿左美幼稚園では、健やかな心の成長、鍛練の為に仏教の教えを保育に取り入

れています。 

 

・月に一回程度、南光寺本堂にて「献花」をして感謝の心、礼儀、立ち振る舞

いなどの基本的な道徳教育をします。 

 

・ののさま人形(合掌人形)を、園児一人に一体お配りしています。お仏壇やそ

れに相当する場所で大切に安置して下さい。 

 お子さんの健やかな成長を、ご家族皆様で祈念したり、お子さんの日常の五

心を育む為に活用したりしていただきたいと思います。 

 

 

 

 

日常の五心 

１．「ハイ」という素直な心 

２．「すいません」という反省の心 

３．「わたしがします」という奉仕の心 

４．「おかげさまです」という共生の心 

５．「ありがとう」という感謝の心 

 

 

 

真言宗開祖 弘法大師 御宝号 

な  む だい し へん じょう こん ごう 

南 無 大 師 遍 照 金 剛 

 

 

 



＜入園前のお子さんとお母さんの準備＞        

 

・早寝、早起きの習慣をつけましょう。 

 

・朝食はしっかり食べる習慣をつけましょう。 

 

・衣服の着脱は、時間がかかっても一人でさせましょう。 

 

・外から帰ったら、手洗い、うがいをする習慣をつけましょう。 

 

・食べ物の好き嫌いをなくしましょう。 

 

・トイレに一人でいけるようにしましょう。 

 

・トイレを毎朝すませられるように習慣をつけましょう。 

 

・道順を正しく安全に歩けるように、実際の場所で教えましょう。 

 

・名前を呼ばれたら「ハイ」と答え、「おはよう」「こんにちは」「さようなら」

の挨拶が大きな声でできるようにしましょう。 

 

・持ち物には必ずひらがなで名前をつけ、文字や形で自分の物であることがわ

かるようにしましょう。 

 

・遊んだ後片づけは、必ず自分でやらせ、できたら誉めてあげましょう。 

 

・時間がかかっても、自分で出来ることはさせましょう。 

 

・子どもとの会話を多くし、話しかけられたらよい聞き手になりましょう。 

 

・幼稚園にはたくさんの友達がいること、たくさんの遊具があること、先生が

楽しみに待っていること等を教えて、子どもが喜んで来られるように話して

あげましょう。 

 

 

 

 



＜園生活の決まりとお願い＞ 

 

・登園時間内に、登園させて下さい。 

年長児 8:15～8:30 年中児・年尐児 8:15～9:00 満 3 歳児 8:45～9:00 

・登園させても体調の良くない時は、必ず担任にお話し下さい。 

・欠席の場合は、園まで必ず電話などで連絡を下さい。 

尚、保育中は、担任の先生が出られない場合がありますので、その場合は、

当番の先生に要件をお話し下さい。 

・園児服を必ず着用し、上履きは白ズックを使用します。 

・名札、バッチをつけ、帽子をかぶり登園させて下さい。 

・ズボン、パンツはトイレで着脱しやすい物、下着は清潔な物、全体的に薄着

で活動しやすく、自分で着脱しやすい服装を心がけて下さい。 

・ハンカチ、ティッシュはいつも園児服のポケットに入れておいて下さい。 

・朝、排泄を済ませてから、登園させて下さい。 

・園には、おもちゃやおかしやおこずかいを絶対に持たせないで下さい。 

・かばんには、キーホルダー等絶対につけないで下さい。 

 手わるさや紛失の原因になります。 

・園からの便りや印刷物がないか、毎日かばんの中を確認して下さい。 

園からの便りや印刷物は、まとめて保存しておいて下さい。 

・納金の際は、保育料袋に入れて毎月 13 日～15 日までにおつりのないように

お願いします。 

・持ち物には、必ずひらがなで名前を書いて下さい。 

・靴下など、衣服にも名前を書いて下さい。 

・運動帽子をかぶりますので、かぶりやすい髪形にして下さい。 

・精勤賞、皆勤賞は、年間欠席日数が 3 日以内を精勤、0 日を皆勤として年度

末に表彰いたします。伝染病による休みは、欠席になりません。遅刻・早退

も回数に入ります。 

・病気の時は休ませて下さい。 

・下記の伝染病にかかった場合は登園させないで下さい。 

インフルエンザ、百日ぜき、麻疹(はしか)、ウィルス性肝炎、急性灰白髄炎(ポ

リオ)、風疹(3 日ばしか)、水痘(水ぼうそう)、流行性耳下せん炎(おたふくか

ぜ、ムんプス)、咽頭結膜炎(プール熱)、結核、腸管出血性大腸菌、急性出血

性結膜炎、流行性角結膜炎 

上記の他、法定伝染病についても定められた期間、登園してはいけません。

伝染病後の登園は、必ず医師の承諾を得てからにして下さい。 

・園やＰＴＡからのお見舞いについてのお返しは、固くお断り致します。 

・休日、祝日、18 時以降の緊急連絡は、南光寺 0277-76-7109 にお願いします。 



＜徒歩降園について＞ 

  

本園は原則として徒歩降園をお子さんにしていただきたいです。健康面や交

通安全において大きな意義がありますので、ご家庭でもご協力下さい。 

 降園時は、地域別に引率します。各方面とも職員だけで送るのは危険ですの

で、ご父兄の方に、お当番を決めていただき、毎日一人ずつお手伝いをお願い

しています。よろしくお願いします。 

 新入園児のご父兄は、慣れていただく為に最初に二回りお当番をしていただ

きます。新年度に在園児を加えたお当番の順番を決めますので、二回りすんだ

後は決めた順番でお願い致します。 

※歩いて帰るのを原則としておりますが、雨の日、雪の日、雪の降った後、雷

の日、強風の日、その他集団行動が困難な場合は、園までお迎えをお願いしま

す。携帯・パソコンサイトで情報を流します。入園時にお手紙を配布しますの

で、ご確認下さい。 

 

＜降園お当番さんの仕事とお願い＞ 

 

・園庭に降園時間までに歩いて来て下さい。 

・小さいお子さんを連れてくる場合は、おんぶして下さい。 

・お当番の旗を持って、列の後方より歩いて下さい。 

・園児がふざけたり、飛び出しそうだったり危険な時は注意をして下さい。 

・当日都合の悪い方は、次の人と連絡をとり当番を交換して下さい。 

 

＜園まで直接お迎えにいらっしゃる方への注意＞ 

 

・園まで直接お迎えにいらっしゃる方は、14:00～14:15 までの間に必ずお願い

致します。(集団降園する園児と一緒では、大変混雑し危険です。) 

・都合でお迎えが遅れる場合は、園まで連絡をお願い致します。 

・道路が混雑しますので、園児には充分注意して下さい。 

※ 阿左美幼稚園の送迎進行方向を守りましょう。 

・車でお迎えの方は、職員が乗せますので降りずに正門前に止めて下さい。 

・急なお迎えでいらっしゃったお母さんは、各方面の担当の職員に話してから

園児を連れて行って下さい。 

・普段とは異なる降園方法で帰る場合は、保護者の方が必ず電話または直接職

員までお帳面にして連絡して下さい。 

・駐車場は、園東側の阿左美幼稚園駐車場を御利用下さい。 

 



＜車での送迎について＞ 

 

園児を送迎される場合、次の事項を必ずお守り下さい。 

・園の近くでは、必ず徐行して下さい。 

・子どもの乗り降りは職員が行いますので、正門前に車を止めて下さい。 

・園児の姿があるときは、バックしないで下さい。 

車を利用される方は混雑して大変危険ですので、車の進行方向を一定に致しま

す。尐々遠回りになられる方もいらっしゃいますが、事故防止の為ご協力下さ

い。 

※ 園内への車の乗り入れは、禁止致します。 

・雨天など、悪天候の為全園児がお迎えの場合は、学年毎に時間差のドライブ

スルーでお迎えに来て下さい。 

満 3 歳児・年尐児 13:50～ 年中児 14:00～ 年長 14:10～ 

 

＜休園について＞…休園の場合、その間の保育料は納入していただきます。 

 

＜忌引きについて＞…一親等(父母)の場合は 7 日間 

          二親等(祖父母・兄弟姉妹)の場合は 3 日間 

          三親等(叔父父母)の場合は 1 日 

 

＜保育時間について＞ 

 

一年を通じて下記のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 登園時間外に来る場合は、必ず園児を直接職員にお預け下さい。 

※ 職員への連絡は、14:00～16:30 の間にお願い致します。 

緊急以外で職員の自宅に電話をすることは御遠慮下さい。 

 

＜衣替え＞…6 月 1 日より夏服、10 月 1 日より冬服となります。 

園児登園時間 職員出勤時間

年長児 8:15～8:30 7:45

年中児・年少児 8:15～9:00 職員事務・研修時間
満3歳児　　　　 8:45～9:00 14:00～16:00

園児降園時間

全園児　　 14:00



＜ご家庭での安全指導について＞ 

 

・父兄同伴の時以外は、園児の帰宅時間は 17:00 までとする。 

・外出時には、必ず行き先を保護者に告げ許可を得る習慣をつけ、また送迎は

なるべく父母が責任を待つこと。 

・子ども達だけで工事現場、沼川、鉄道線路等、危険な場所に絶対に立ち入ら

ないように指導して下さい。 

・注意力が散漫である、その日の気分で行動が変わるなどの幼児の特性を充分

理解し、飛び出し等による事故にならぬよう、交通ルールについては実際的に

指導して下さい。 

・乗車時には後部座席に子どもを乗せること。また、車の中では静かにさせる

こと。 

・知らない人の車には、絶対に乗らないように指導して下さい。また、知らな

い人に声をかけられたら必ず保護者に知らせるように指導して下さい。 

・友だち同士で約束して遊ぶ場合は必ず、一度帰宅してから遊んで下さい。 

・幼稚園児の買い物については、父母が一緒に付添い、正しい指導をして下さ

い。 

・帰宅後に制服のまま、外で遊ぶことはやめましょう。 

・通園の道順は必ず決めておきましょう。 

 

＜自転車の乗り方＞ 

 

時々道路で自転車遊びをしている幼児を見かけますが、自転車のルールを 

知らず、技術的にも未熟な幼児のことですから道路で自転車に乗ることを幼稚

園では絶対に禁止しています。自転車の移動は車に乗せる等、保護者が安全な

場所に運び、公園、広場、自宅の庭等で乗るようにして下さい。 

また、保護者監督以外の乗車は許さないようにして下さい。自転車も保護者

が管理して下さいますようお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜給食について＞ 

 

月・火・水・金…おかず給食 

木…パン給食 

 おかず給食の時は、ごはんをご家庭から持って来て下さい。 

のり、漬け物、ふりかけ等は入れても結構ですが、おかず、デザート類、果物、

飲み物類は、絶対に入れないで下さい。 

 また、なるべく箸を使わせたいと思いますので、スプーン、フォークを持た

せないで下さい。献立表を見てプリン、カレーの日はスプーンを持たせて下さ

い。 

 お弁当は、冬季には保温器で温めます。 

おかず給食、パン給食ともナフキンを使用しますので、必ず持たせて下さい。 

 

＜愛情弁当について＞ 

 

 毎月一番はじめのお弁当の日に、お母さんの手作りのお弁当を食べたいと思

います。 

 下記のことに注意して、手作りのお弁当をお願い致します。 

・ 初めは楽しく食べられるよう工夫をお願い致します。お弁当が好きになる

ことが先決なので、初めは好きなものを中心に入れて下さい。 

・お弁当の量は、食べ残すことがないようにしてあげて下さい。 

・慣れてきましたら、栄養のバランスと色取りを考えて下さい。 

・手作りのものでしたら、パン(サンドイッチなど)でも結構です。 

・飲み物類、ゼリー、プリンは、持たせないで下さい。 

・きれいに食べられた時は、誉めてあげて下さい。 

・愛情弁当も冬季には保温器で温めますので、中に入れるものに気をつけて下

さい。 

・おかずの一部としての果物は、持たせても構いません。 

 

 

 

以上のようなことで 6 月よりお願い致します。 

 

 

 

 

 



＜ちえのみあそび＞ 

 

園児が自分で考え、自分でできる教材を用い集中力、知的能力を養い、将来の

学力に結びつくことができればと考えたギルフォード博士の知能構造論に基

づいた知能遊び教材です。日常保育の間に一回 40 分位の活動で実習的な遊び

としてまとめられていて、全体として高度な内容を含んでいます。 

 

◎ちえのみあそびの要点 

・先生の話を注意して聴く。 

・できたか、できないかではなく、本人がどれ程考ええているか。 

・間違えはすぐに指摘せず、発見される方向で導く。 

・指先の活動や、整理するところにも大事な要素がある。 

・工夫することが大切で、全部できなくてよい。 

・遅い子どもにも、できる限りじっくり取り組ませる。 

以上のように、結果よりも過程を重視しています。またこの教材は長時間を要

するため、欠席した場合は改めて行っておりません。ひとつの袋の中に３～４

つの教材が入っており、ひとつの袋が終わると持ち帰ります。 

 

＜体操について＞ 

 

園では、リッチ(心豊かなり姿勢)体操教室の野村和彦先生を招いて、体操の

指導を行っています。体操(マット運動、跳び箱、鉄棒、なわとび等)を通して、

専門の先生がやさしく、丁寧に楽しく指導して下さいます。 

 年齢別に分かれて指導していただきます。 

服装…汗をかくので、着替えの用意をして下さい。 

夏)…白の半袖の体操着、クォーターパンツ(名前は下記のように) 

  この服装は、運動会にも着用します。やながわさんで各自ご購入下さい。 

冬)…運動のできる服装(動きやすい物であれば、長袖・長ズボンで結構です)体

操の日の為に上下一着を用意して頂き、名前は下記のようにつけて下さい。 

※ 女の子の場合、髪が長い人は束ねて運動帽子のかぶりやすいようにしばっ

て来て下さい。ピンどめや髪飾りはつけないこと。 

 

夏冬とも、下記のものを上着に付けて下さい。 

        白地の布に油性マジックで名前を書き、左胸に縫い付けて 

        下さい。名前はひらがなで、大きくハッキリ書いて下さい。 

        (スモックについても左記と同様に名前を付けて下さい。) 

 

4cm

8cm

たろう



<入園にあたって準備していただく物> 

 

・かばん…各ご家庭でご購入して下さい。 

・上履入れ…市販されている物で結構です。規定はありません。 

・コップ…プラスチック製の丈夫な物を用意して下さい。 

・コップ入れ 

・タオル 

・手さげ袋  なるべく手製の物をお願いします。 

・着替え袋 

・歯ブラシ…歯ブラシケースは、各ご家庭で自由に用意して下さい。 

※ 満三歳児、年尐児は担任から連絡があってから用意して下さい。 

 

◇◆◇詳細◇◆◇ 

＜カバン＞      ショルダータイプ、リュックタイプどちらでも自由で

すが、満三歳児、年尐児は、ショルダータイプの方が荷

物の出し入れがし易いです。 

<タオル>       

 中心にゴムまたはヒモをつけて下げられるようにお

願いします。ヒモが短いと、子どもはかけづらいです。 

 

<手さげ袋>       

三年間使えるような丈夫な物をお願いします。 

          手さげのヒモは、長すぎないように作って下さい。 

          (キルティング等の厚手の丈夫な布をお奨めします。) 

＜コップ入れ＞  

コップの出し入れが簡単に出来る大きさの巾着袋を

作って下さい。 

 

＜着替え袋＞     毎日の制服入れとして着替え袋を使用します。おもら

しの心配な方は、衣服の出し入れがしやすい大きさの巾

着袋をもう一つ用意していただき、その中に着替え一式

を入れて持たせて下さい。 

          ※園では、制服用と着替え用の袋をロッカーに入れます

ので布は、薄手の物をお奨めします。 

◎その他の注意 

※ 幼稚園に持ってくる全ての物にひらがなで必ず名前を書いて下さい。 

※ 座布団は、使用しません。 

横４０ｃｍ縦３０ｃｍ



＜年度始めに用意していただく物＞ 

  

新年度が始まりましたら、下記の物を園児に持たせて下さい。これらの物は

園児が個人で使うのではなく、園全体で使っていきます。 

※一学期に集めますので、二学期、三学期は必要ありません。 

在園児は、始業式の日に、新入園児の方は、入園式の日に持って来て下さい。 

 

・せっけん…２個 

・ぞうきん…１枚 

・紙  袋…３枚(手さげ袋タイプ) 

・ティッシュ…２箱 

・タオル…１本 

・スーパーなどで使っているビニールの手さげ袋…３枚以上 

(足りなくなった場合には、各クラスに連絡しますので、園児に持たせて下さ

い。) 

 

※ また園では、空き箱など廃品を使った制作活動を行っておりますので、ご

家庭にある空き箱、牛乳パック、トイレットペーパーの芯などを、毎月１５日

に持ってきていただけると助かります。 

 

＜満三歳児、年尐児のみ用意していただく物＞ 

 

・お昼寝用タオル… プール活動の後、満三歳児、年尐児のみお昼寝をするの

で、お昼寝用タオルを用意していただきます。大きさの規

定はありませんが、バスタオルをお奨めします。 

プール活動が始まり、お手紙にて連絡がありましたら 

持って来て下さい。 

 


