
  

 

   
 
 
                                    2022 年 3 月 31 日(木) 

ご入園、ご進級おめでとうございます 
  

2022 年度ひかり園は未満児２５名、年少児３７名、年中児３９名、年長児 4６名の総勢 1４７名でスタートです。下記の職員 5８
名で全園児をお預かりし、子どもたちと共に育ちたいと思います。本年度もご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 
◎本年度の基本方針 ≪子どもの力と考えを信じて待つひかり園≫をめざして 

 
１  『遊び』 ～自然から学ぶ、異年齢の友と遊ぶ。長く、広く、深く遊ぶひかりっこ 
☆園庭の築山、池、芝生など自然物と触れ合い、ロープ、丸太、箱などを組み合わせて自分たちで遊びを創り上
げる喜びを大切にする。子どもができないところは職員や保護者が遊び環境の演出をする。興味関心が長く続
く遊び、より多くの友だちと関われる遊び、「どうして？」と深く探求する遊びをサポートする。 

☆「フレンズの日」を昨年度より増やし、2 歳～5 歳の縦割りグループで異年齢交流をする。その経験が、それ
以外の時間や自由遊びでも生かされ、遊びの中身や人間関係にも広がることを期待する。 

２  『体験』 ～「やりたいこと」を「やりたいときに」とことんやり遂げるひかりっこ 
☆生き物探し、動物飼育、ごっこ遊び、工作、作物栽培、ワクワククッキング、トレッキング、平和の話、琴演
奏などいろいろなモノや、コト、ヒトと交わることによって新しい考えや世界を広げる。 

☆読み聞かせ、友だちの発表、先生の話など他人の話を聞いて自分で考えて行動する。 
３  『自己肯定感を高める』 ～「好きなこと」「得意なこと」「できること」「今やりたいこと」をたくさんつくる 
☆毎日の活動、体操、季節の行事、お誕生日会、ヒカリンピック、発表会など「やりたいこと」を友だちや保育
者に伝えて話し合い、実践し、みんなで楽しむ。「ヒカリンピック」は困難を克服してやり遂げる組体操、か
けっこなどとのバランスをとりながら親子で楽しめる種目も自分たちで考え、地域の方々にも見てもらう。 

☆過去の形態にとられわず、「自分はこうしてみたい」「今回はこれでやりたい」と現在夢中になっていることを
最優先する。  ⇒“ひかりっこストーリー”“フォト通信”として保護者・外部に発信する 

 

           ✨  202２年度 ひかり園 教職員組織 ✨ 
〈理事長・副理事長〉   宮入賢一郎  原田 基典 
〈園長〉         吉村 徹（苦情解決責任者） 
〈主幹教諭〉 ・幼稚部全般（苦情受付）  原田 裕香 
〈保育教諭〉 ・年少児 たんぽぽ組   滝澤 桃香 鈴木日菜子(新) 小林 亜美   
            ちゅうりっぷ組 秋月ともみ 清水 園美   池田 幸恵     
       ・年中児 さくら組    明石理紗子 辻 小百合   
            ひまわり組    野池 真由 中山あげは(新) 小林 望    
       ・年長児 すみれ組    柴田 麻衣 齊藤 光咲     

すずらん組     小野日花里 吉岡久仁子      
       ・夕方保育(にじ組) 
           荒木 優子  戸谷 典子  村瀬美香子  保科みち江  加藤 眞弓    
           中澤 真紀  鈴木 幸代  小林 弘子  遠藤 伸枝   
〈主幹教諭〉 ・保育部全般（苦情受付） 田島都貴恵 
〈保育教諭〉 ・０歳児 ひよこ組    宮澤 紗希  堀内 朋  
       ・１歳児 ことり組    吉田 華菜  関 茉依    安藤 友里   
       ・２歳児 りす組   山田 真由 船崎由華里(新)  浅野 彩子  松本 雅美 
       ・幼稚部フリー  須田 純子  西澤 洋子 （荒木 優子 田中 桜子） 

・保育部フリー 北沢 由佳  宮川  典子 
       ・早朝/土曜保育      高澤 博子  霜田 陽子 
〈発達支援アドバイザー〉伊藤 潤(新) 
〈子育てカウンセラー〉 横地 容子 
〈栄養士〉       西田視己子 
〈茶道講師〉      田所 道子 
〈事務主任・事務補助〉 関 博之（苦情受付） 田中 桜子(保育補助)  
〈バス運転手〉     小林 義朋  松島 均  伊藤 哲也  滝沢 靖彦  三嶋 智 
〈バス添乗員〉     山本 哉子(保育補助)  風間しげ美(調理補助) 
〈調理員〉       赤石 京子  柳澤 貴代  西沢 孝子 
 
 

 4 月 園 だ よ り 
認定こども園 

ひかり園

子どもの力と考えを
信じて待つ 



 ◇ ４月の予定 ◇ 

１日(金) ２号、３号認定保育始め 
２日(土)  入園式  
４日(月)  1 学期始業式(園バスなし)年中長通常保育 
５日(火) 年少児 13:30 降園、園バス運行開始 

１１日(月)  年少児通常保育開始 
12，13 日 年長児園外保育(予備日) 
１１日(月)～22 日(金) 個別懇談会 
１４日(木)  年長児園外保育(臥竜公園) 
１５日(金) 食べ物の話① 
１６日(土) 母と子の会引継ぎ（幼稚部） 
１９日(火) 体操教室（幼稚部） 
２６日(火) 体操教室（幼稚部） 
２７日(水) 避難訓練① 

                         ≪今回も庭師からのサプライズがありました≫ 
 ◇ ５月の予定 ◇  

６日(金)  水泳教室 A たんぽぽ組①10:00～      
ひまわり組②11:00～ すみれ組 13:00～      

１０日(火)  体操教室(幼稚部) 
１１日(水) 食べ物の話② 
１３日(金) 親子遠足 
１７日(火)  体操教室(幼稚部) 
１８日(水) トレッキング事前学習会 
１９日(木) おひさま広場① 
２０日(金) 春のトレッキング 
２３日(月) フレンズの日 
２３日(月)～27 日(金)年長児参観週間 
２４日(火)  体操教室(幼稚部) 
２５日(水) 避難訓練② 
２７日(金)  水泳教室 B ちゅうりっぷ組①10:00～  

さくら組②11:00～ すずらん組 13:00～      ≪3月職員研修の一コマです≫ 
３０日(月)  年長児園外保育(三才パーク) 
３１日(火) 交通安全教室             ※斜線変更追加事項 

                        
                            

～ お 知 ら せ と お 願 い～ 

行事 

○ 個別懇談会について～４日(月)に計画表を配布しますので、ご都合がつかない場合は、当日担当者とご相談く

ださい。 

〇保育参加について～参観週間、トレッキング、秋の遠足において保護者の方の保育参加を募集します。原則は自

分のお子さんのクラス以外での保育補助となります。詳細は後日お知らせ、記入用紙を用意します。 

保健・衛生 

○引き続き新型肺炎感染高止まりの傾向にありますので毎日の予防、健康観察、体温入力等お願いします。 

生活 

○衣服、帽子、教材などすべての持ち物への記名を確認して新年度を迎えられるようお願いします。 

その他 

○5 月から登降園システムがコドモンに移行します。別紙にて登録手順をご説明しますのでご承知おきください。

4月中はキッズリーの運用はします。オクレンジャー配信は本日で終了し、一本化します。 

○幼稚部新しいお友達紹介～よろしくお願いします。保育部のお友だちは保育部だよりでお知らせします。 

※さくら組に                 ※ひまわり組に 

≪川口しゅうや君≫ ≪林えいた君≫が     ≪勝田ひかりさん≫ ≪宮岡とうや君≫が 

仲間入りします。お友だちになって、なかよく楽しく遊びましょう。                  

                

    

 

 

 

                                                                                     


