
☆毎月の保育案はホームページでも見ることができます

＜アドレス＞　http://www5a.biglobe.ne.jp/~h-asahi/

３日 （月） 節分（豆まき）

「ニドコース」
　＜生後８週～
　　　１才半迄の親子コース＞

　前半１０：００～１１：３０
　後半１３：００～１４：３０

「マザーズコース」
　＜母親の準備教育コース＞
　・お話しと教材作りと
　　　　　　　分かち合い
　　　（１２：４０～１４：００）

７日 （金）

生活発表会前日準備
午前保育

★特別有料預かり保育
（無料預かり保育はありません）

１０日 （月） 代休
★有料預かり保育があります

１１日 （祝・火） 建国記念の日（祝日）

１２日 （水） 生活発表会衣装返却日

１３日 （木）

２才児教室
ティンクル・スター
　令和２年度入室説明会

　　　（１０：００～１１：００）

・代休有料預かり保育があります。
ご希望の方は、１月１４日配布のお手紙で１月３１日（金）までにお申し込み下さい。

◆２才児教室「ティンクル・スター」説明会と見学会があります。（１０：００～１１：００）
「ティンクル・スター」は、モンテッソリー教育法による２才児教室です。言語活動、日常生活訓練、美術、音楽などの
活動を自分で選んでします。子ども達のクッキングでは、調理をしてみんなでおやつとしていただきます。
ティンクルスターの子ども達は、ティンクルスターが大好きです。皆様もぜひ見学にいらして下さい。

月曜日と水曜日のコースと火曜日と金曜日のコースがあります（月６～７回）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜園の大きな行事にも特別参加します＞

期間：５月～３月（８月はお休み）
　　　　　前半８：５５～１０：３５　　後半１０：４５～１２：２５　　　各時間とも定員１０～１５名前後です。
対象年令：１才半から満３才になるまで
担当：モンテッソーリ教師３名
　　　　　　　月に１回、子どもの見方・育て方について保護者と学園長との交流会があります
費用：月額８５００円、在園弟妹児は７５００円（８月は徴収しません）
　　　　　　　　　　教材費・用品代・おやつ代などは一切徴収しません。

詳細は、電話（２５４－２１５３）またはFAX（２５４－６２３１）にお問い合わせ下さい。

・２月８日家庭連絡をご参照下さい。

６日 （木）

８日 （土）

あさひ幼稚園　　　　　　２０１９年度   ２月保育案

・母親の準備教育のコース
　お話し・テーマ
【子どもの世話をすることの意味】
【一年間のまとめ】
　
　教材作り：ランチョンマット
　材料費：６００円
（新規申し込みの方のみ徴収させていただき
ます）

   モンテッソーリ教育法の
　　　　　＜ニドコース・マザーズコース＞　毎月１回
見学もできます　　受付は随時しています　　詳細はお尋ね下さい
 
☆ニドコース＜０才～１才半までの親子コース＞
二ドコースでは、生後２カ月から１才半ぐらいまでの月齢も様々な赤ちゃんが親子で一
緒に過ごします。子ども同士家庭では得られないような刺激があるようです。子育ての
悩みや相談事を分かち合ったり、効果があった取り組みなど情報交換が和気あいあい
と行われています。質問にもお答えしています。
＜費用：１０００円　（お菓子と飲み物代含む）＞

☆マザーズコース　＜母親の準備教育コース＞
マザーズコースは、妊娠中の方はもちろん妊娠されてない方も大歓迎です。胎児～赤
ちゃんの心と体の発達や出産・子育ての事についてお話しを聞きにいらっしゃいませ
んか！安心して出産に臨めるように、またこれからの長い子育てにも充分に役立てて
いただけるものです。また、希望の方にはトッポンチーノ（赤ちゃんのふとん）や赤ちゃ
ん用の教材作りをしていただきます。
＜費用：５００円（お菓子と飲み物代含）と教材を作られる方は材料費実費）
        ただし、特別講座の時は費用１０００円＞

＊お問い合わせ・お申し込み
　　　　　　☎２５４－２１５３  又は　FAX２５４－６２３１

・今までの練習の成果を思
う存分発揮できるよう援助
し、満足感・達成感が味わ
えるように留意する

・節分の由来を聞き豆ま
きをする

・日本の伝統行事「節分」
について、わかりやすく話
し、豆まきのよい体験がで
きるよう導く

幼児の活動 指導上の留意点

月目標
◇寒さに負けない元気な強い子になる。
◇生活発表会を通して１年の “成長のあゆみ” を発表する。

◇寒くても戸外で元気よく遊ぶ習慣を身につけさせ、丈夫な身
体をつくるように、また、風邪をひかないように手洗いやうがい
をして健康管理に気を配るように導く

ねらい

生活歴

・０才～１才半までの親子のコース
　　親子での活動とお話し
  　　   テーマ【子どもの敏感期】

・生活発表会では、皆で
心を合わせて、合奏・合
唱をする。また、発表・
演技については進んで
参加し、表現活動をす
る。お友達の合奏や合
唱・発表・演技について
は静かに観たり聴いた
りする

・２月７日の預かり保育について
職員は南区民文化センターで生活発表会前日準備を行います。そのため、お仕事・保護者の方やご家族のご病気
など特別な事情の方のみに限らせていただきます。担当は、預かり保育の先生です。

１月１４日配付の申込書に理由を書いてお申込み下さい。締切りは１月３１日（金）です。

生活発表会

南区民文化センター
　　　２階ホールにて
　　（９：２０開場　９：４５開演）

※当日は、出発前に持ち物の
再確認をお願いします

※生活発表会一部負担金は、生活発表会終了後計算して費用をお知らせします。期日までに納入して下さい。



１４日 （金）
大河小１年生との交流会
　　　　（Ａグループ）

１７日 （月）

１８日 （火）

１８日 （火）

「あさひの会」
＜子ども達の未来を考える会＞

★テーマ
「就学前の心構え」
大河小学校校長　久保幸男先生
　　　　　（１０：３０～１１：１５）

＊教具説明【文化】
　　　　（１１：１５～１１：４５）

Ａグループ保育内英会話

第2回
「モンテソーリ教育と
　　　　　　　　　　認知症」
　　　（講演と座談会）

野菜切り

「あさひキッズ」
＜歩けるようになったお子様

　　　　　～就園前のお子様＞

　　　　１０：３０～１１：３０

２１日 （金）

お誕生会
（２月・３月生まれ・

　　３学期入園のＤグループ）

お楽しみ会
（保護者の会役員さんによる
　　　お楽しみ会があります）

「子育て相談日」
　　　（８：３０～９：００）

「園庭開放日」
　　（９：００～１２：００）
 ※おやつやお茶は持参されてもかまい
ません

「お話し会」
　①１０：００～②１０：３０～

２５日 （火）
Ｂグループ参観日
　　（１０：１５～１１：４５）

２７日 （木）
Ｃ・Ｄグループ参観日
　　（１０：１５～１１：４５）

「子育て相談日」
　　　（８：３０～９：００）

「園庭開放日」
　　（９：００～１２：００）
 ※おやつやお茶は持参されてもかまい
ません

楽しい｢リトミック｣
①１０：００～②１０：４０～

２２日 （土）

２９日 （土）

・１年間の歩みを振り返
る。
・お母さん方、先生方、クラ
スのお友達に１年間の感
謝の気持ちをお互いに心
を込めて表せるよう配慮す
る。

・在園、卒園に関係なく子育てや心配ごとの相談の時間を設けております。時間は８：３０～９：００です。（担当：学園長）

・２月２２日（土）は園庭開放日です。９時～１２時まで幼稚園を開放しますので、お家の人と園に遊びに来て下さい。
保育室は開放しておりませんがご覧になりたい方はお申し出下さい。

・未就園児さん、在園児さん、小学校の卒園児さん、在園児さんのお兄さん・お姉さん達、どうぞみんなで遊びに来
て下さい。安全な遊び場での親子の遊び、おじいちゃん・おばあちゃん・友達との交流の場となるように願っていま
す。
　
・園の職員もいますので、けがとか困ったことがあれば何なりと遠慮をされずに声をかけて下さい。

・「モンテッソーリ教育と認知症」についての２回目の講演会と出席された方々との座談会です。
　　　　　　　　　時間　１０：００～１１：３０

１９日 （水）

生活歴

【３月の予定】

・１０：００～１０：３０と１０：３０～１１：００　お話し会とわらべ歌が講師の先生により行われます。
こちらへの参加もどうぞ。（無料）
　  　講師：「広島わらべうたセンター　空色のたね」　河野ルミ子先生　　吉本瑞枝先生

講演会　★テーマ【就学前の心構え】　　　　時間　１０：３０～　１１：１５　　（質疑応答も含む）

・広島市立大河小学校校長　久保幸男先生にお越しいただき「小学校入学に向けて知っておきたいこと」について
お話しをしていただきます。小学校のことを知るよい機会ですので、ぜひご参加下さい（Ａグループ以外の方もどうぞ）
なお、託児はありませんがお子様連れでどうぞ。

★教具説明【文化】を行います。（時間　１１：１５～１１：４５）
　　　　　講師：あさひ幼稚園　理事長　村上　浩　先生
　　　　　　　　　　（３～６才国際モンテッソーリ教師)
                   　 (平成２１年度国際モンテッソーリ教師エレメンタリー（小学生）コース修了）

・２月２９日（土）は園庭開放日です。９時～１２時まで幼稚園を開放しますので、お家の人と園に遊びに来て下さい。
保育室は開放しておりませんがご覧になりたい方はお申し出下さい。

・未就園児さん、在園児さん、小学校の卒園児さん、在園児さんのお兄さん・お姉さん達、どうぞみんなで遊びに来
て下さい。安全な遊び場での親子の遊び、おじいちゃん・おばあちゃん・友達との交流の場となるように願っていま
す。
　
・園の職員もいますので、けがとか困ったことがあれば何なりと遠慮をされずに声をかけて下さい。

・在園、卒園に関係なく子育てや心配ごとの相談の時間を設けております。時間は８：３０～９：００です。（担当：学園長）

・Ａグループの子ども達と大河小学校１年生の子ども達が大河小学校にて幼小連携の交流会を行ないます。
Ａグループさんは、体育館での活動もありますので、コートを着て登園して下さい。
インフルエンザ流行の時季のため、マスクをかけるか持参するかして登園してください。

・未就園児さん親子で一緒に楽しく音を感じて、表現する時間にしていただけたらと思います。
　　　　　　時間　：①１０：００～１０：３０　　　②１０：４０～１１：１０　　　　＜費用：無料＞
　　　　　　　リトミック研究センター認定講師:石山直子先生・天津有里先生.

※自由作業作品提出日
・２月１７日・１８日は、子ども達が１年間がんばった自由作業作品の提出日です。
詳細は、別紙にてお知らせします。

・今年度、最後の年齢
別の活動を見ていただ
きます

・今年度最後のお誕生
会を皆で祝い感謝し、お
楽しみ会を楽しむ

２０日 （木）

指導上の留意点

・お誕生会の野菜切りを
する

・野菜切りをし、調理されたものを先生とお友達と一緒に楽しく食べることで食育に関心を
持たせる。・野菜切りでは、目と手の協応性を育てる

・Ａグループを対象に１カ月に１回シュラブ・リオ先生による保育内英会話があります。

幼児の活動

・未就園児さんやティンクルさん、ニドさんを対象とした「あさひキッズ」があります。内容は、親子体操・ボール遊び・
製作です。あさひ幼稚園児の弟さん、妹さん、またお知り合いのお友達に気軽に遊びに来ていただくようお話しをし
てあげて下さい。　　　（　時間：１０：３０～１１：３０　　費用：無料　）



　　　　　　　　　　　Ａグループ保育内英会話　

　  　　１９日（木）　　在園児修了式（Ｂ・Ｃ・Ｄグループのみ出席）

　　  　１８日（水）　　卒園式（Ａグループのみ出席）

　　 　１６日（月）　 ティンクルスター月曜・水曜日クラス修了式３月　３日（火）　　Aグループ参観日 （１０：１５～１１：４５）　　ひなまつり

　　　　　　　　　　　　　　　★預かり保育はありません

　　　　　　　　　　　   午前保育　　★特別有料預かり保育

 　     １７日（火） 　お別れ会　　　　　 午前保育（卒園式準備のため）

 　　１３日（金）　　卒園式合同練習

　　　　　　　　　　　　 ティンクルスター火曜・金曜日クラス修了式

　　　　２3日（月） 　　新入園児導入保育１回目

 　　　４日（水）　　令和２年度新入園児保護者説明会（９：１５～１０：３０の予定）　

 　　　９日（月）　　お別れ遠足予備日の予定　

 　　１２日（木）　　あさひキッズ（未就園児さん対象）　　１０：３０～１１：３０

　　　　２３日（月）　　春休み有料預かり保育（土・日はお休みです）
　　　～３０日（月）　　☆３０日（月）は１２時まで
　　　　　　　　　　　　　☆３１日（火）・4月1日（水）は年度末・年度初めで
　　　　　　　　　　　　　　お休みです
　　　　　　　　　　　　　　４月２日から１０日まで春休み有料預かり保育があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（土・日曜日と４月９日はお休みです）

　　 　６日（金）　  安佐動物公園お別れ遠足（詳細は後日お知らせ致します）

 　  １６日（月）　  卒園式予行演習（全園児）

　　 　５日（木）　　ニドコース（０才～１才半までの親子コース）  と
　　　　　　　　　　　　　　マザーズコース（母親の準備教育コース）　の　合同特別講座
　　　　　　　　　　　　　「ベビーサイン」　　　１０：００～１１：３０

　　　　　　　　　  　※降園は、通常より３０分遅れ　　　★特別有料預かり保育

☆２月のティンクル・スター（２才児教室）は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※教室の見学を希望される方は、お申し出下さい。
　　　　　　　　　＊月曜・水曜日コース　　　３日（月）・５日（水）・８日（土）生活発表会・１２日（水）・１７日（月）・１９日(水）・２６日（水）・２７日（木）　です。
　　　　　　　　　＊火曜・金曜日コース　　　４日（火）・７日（金）・８日（土）生活発表会・１４日（金）・１８日（火）・２１日（金）・２５日（火）・２８日（金）　です。

お　知　ら　せ

☆２月のエレメンタリー教室（卒園児教室）は、６日（木）・１３日（木）・２０日（木）・２７日(木）です。


