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すみれ幼稚園

オリジナルキャラクター

“すみれちゃん”です！

ようこそ すみれ幼稚園においでくださいました♪

すみれ幼稚園に関心をお寄せくださってありがとうございます。お子様のお生まれになったあの喜び

の時から、早くも「幼稚園入園」のことをお考えになる時期がきました。

＊ 幼稚園ってなあに？

それぞれの家庭で愛情いっぱいに育てられた子どもたちは、２歳を

過ぎる頃から次第に興味が外へ向き、友達を求めるようになります。

家の中から外へ出て、公園や近所でいろいろなものを見聞きし、身

近な人たちと接して、子どもたちの世界はどんどん広がっていきます。

＊ 幼稚園ってどんなところ？

幼稚園は子どもたちの活動意欲や好奇心を受け止め、子どもたちにふさわしい環境を用意して、た

くさんの友達や先生と充実した園生活をさせ、心身の成長発達を支えていくところです。

すみれ幼稚園では、確かな教育理念の下、広い敷地・充実した設備の中で、明るく元気いっぱいの

先生が、子どもたちと楽しく遊び、一人一人を大切に、愛情をもって接し、きちんとしつけ、しっかりと育

てていきます。

そのような園生活の中で、子どもたちは豊かな経験を積み、何事にも自ら積極的に取り組む姿勢を

身に付けていきます。
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すみれ幼稚園は、学校法人実践学園（現・志學館学園）が、鹿児島女
子短期大学附属の三つめの幼稚園として、昭和６１年に開園し、卒園生
は2,800名を超えます。

開設以来、国の指定する教員養成機関である鹿児島女子短期大学の
附属幼稚園として、幼児教育の基本に忠実な保育を行い、鹿児島女子
短期大学の教育実習生の指導を行っています。
今日では、約2,000名を超える学生が、すみれ幼稚園で実習を行い、

県内外の小学校や幼稚園、保育所、施設等で活躍しています。

園内には、畑・田んぼがあり、子どもたち自身が稲や苺、ミニトマト等を育て、収穫しています。
また、四季折々の草花に加え、梅・びわ・桜の木や、幼稚園に隣接する「ブルーベリーロード」と呼
ばれる緑地帯等、季節に応じた自然や生き物にふれることができます。

皇徳寺団地は、｢人間尊重の町｣皇徳寺ニュータウンとして昭和５５年から造成が始まり、自然を
ふんだんに盛り込んだ魅力ある団地として完成しました。
開発されて40数年、町名が皇徳寺台となり、人口１万１千人を超える大型団地となりました。

すみれ幼稚園は、団地の西部に位置し、幼稚園に沿って東西にブルーベリーロード（緑地帯：遊
歩道）が２ｋｍにわたって団地を結び、子どもたちは四季折々の自然に浸りながらこの道を元気よく
通園しています。

園 の あ ら ま し

すみれ幼稚園は，こんなところにあります



★ ユニークな発想 ★ 自由な表現 ★ 友達との創意工夫

意　欲
「考える、工夫する、試してみる」

一人一人の心に寄り添い、その子なりの思いや願い、小さな変容をしっかりと受け止め、子ども

たちが先生との信頼関係の下で自信をもち、安定した気持ちで生活し、基本的な生活習慣を身

に付けられるようにします。

あいさつ 所持品の始末

明るく、伸び伸びとした雰囲気の中で、子どもたちが自分からいろいろな活動に喜んで取り組み、

「～をしたい」という意欲を十分に満足させ、熱中して活動するなど、幼児期に必要な「自分で考

え、工夫し、試してみる」ことのできる幼児主体の生活を大切にします。

－３－

トイレ・衣服の着脱 片付け 食 事

魚釣りごっこ 焼きそば屋さんごっこ ゲームセンターごっこ お寿司屋さんごっこ

一人一人の個性を伸ばして、豊かな心情や主体性、創造性を育て、心身共に健全で有為

な人間の基礎を培います。

★ 役割をもち、目的をもって活動する喜び
が、子どもたちの主体性を育てます。

※ パトロール隊の活動は、年長組が中心とな
り、遊具の準備・片付けや砂場のネット張り・片
付け、野菜や花の水かけ、飼育物の世話など、
係活動の一環として自主的に取り組んでいます。

★ 子どもたちは日常生
活の何気ない気付き
から、遊びを創造して
いく力を発揮します。

★ 友達と一緒に遊ぶ楽し
さを味わいながら、社会生
活のルールを学び心も身
体もたくましく成長していき
ます。

パトロール隊（係活動）
砂場のネット張り・片付け、野菜や花の水かけ

いろいろな模倣遊び
（お店屋さんごっこ） 砂場遊び・どろんこ遊び

「～したい！」 「～やってみよう！」

基 本 的 生 活 習 慣

教育方針・教育内容



いろいろな友だちとのかかわりを通して、共感する喜びを味わい、お互いを尊重すること、助け

合うことの大切さを感じ取れるように導いていきます。

クラス全体で
話し合ったり・・・

自分たちで話
し合ったりしな
がら計画を立て

アイディアを出し
合いながら必要
な物を作ったり、

力を合わせて
準備をしたりし
て、

みんなで最後
まで一緒に
がんばります。

相手を思いやる気持ち
・助け合うことの大切さ

自分たちのアイディア
を実現していく楽しさ

様々な集団活動を通して、一体感を味わい、
友達とのかかわりを広げ、仲間意識を深めて
いきます。

自主性や自覚

お互いの意見
の尊重・共感

社会生活のルール
の理解・体得

すみれ幼稚園では、幼児期から外国人と接することにより、世界中にはいろいろな人
種の人々が住み、様々な文化が存在することを知り、外国人や異文化に対する理解や
興味をもたせたいと、平成９年度から「世界はともだち」という国際交流の活動を行って
きました。
平成２０年度からは、専任の外国人講師による「英語であそぼう」に楽しく取り組んで

います。英語を話すだけでなく、外国人に慣れ親しみ外国語に対する感覚や表現する
力を養います。数あそびやゲームを楽しむ中で、子どもたちは自然に英語を身に付けて
いきます。年長組と年中組を対象に、月２回保育時間内に行っています。

外国人講師による『英語であそぼう』に楽しく取り組んでいます。

－４－

たくさんの物語に触れ、空想の世界を膨らませ、心豊かに育ちます。

後援会サークル「絵本の会・ころころ」による行事での公演・誕生会等での教師の出し物による人形劇
や「劇団ぱれっと」の公演などなど･･･子どもたちが物語に触れる機会がたくさん！

誕 生 会
（同じ誕生月の友達と）

発表会（クラスの友達と）

運 動 会
（同じクラスの友達と）



すみれ文庫は、ログハウス風のおしゃれな外観の文庫室です。
広々とした室内には、選りすぐりのたくさんの絵本が並び、親子の
憩いの場にもなっています。毎週水曜日を「すみれ文庫の日」と
名付けて、希望する保護者と園児に貸し出しをしたり、教師が読
み聞かせをしたりして、読書活動の充実に努めています。また、
月や行事、季節などに応じて、教師がすみれ文庫で絵本を選び
保育活動の中で生かしたり、子どもたちが普段の生活の中でも
興味をもち、自由に手に取り、読むことができるように工夫したり
しています。「一日一話」を大切にして降園時などにクラスで読み
聞かせを行い、様々な絵本にふれる機会を多くもてるよう心がけ
ています。

ログハウス風
のおしゃれな
外観

清潔で
明るい
室内

幼児期に必要なさまざまな体験活動を大切にします。

園外保育を通して、友達との共通の体験を喜び、公共の場でのルール等を学んでいきます。また、季節に応じて
その場所ならではの経験をしたり、みんなで体験したことをその後の行事や保育活動に生かしたりしています。

園外保育では、こんなところに出掛けています。
・平川動物公園 ・ふれあいスポーツランド ・メルヘン館 ・石橋記念公園 ・慈眼寺公園
・水族館 ・鹿児島文化工芸村 ・フェリー乗船 ・市立科学館 ・県立博物館
・市立科学館 ・イオンモール鹿児島 ・いもほり遠足

－５－

親子の
憩いの場

園に隣接しているブルーベリーロードでは、散歩をしたり、お
弁当やおやつを食べたり、体力づくりの一環として「わっしょい
走ろう」に取り組んだりして季節の変化を感じながら自然や小
動物にふれ、楽しんでいます。地域の人たちとの交流も含め、
子どもたちにとってとても親しみのある場所となっています。

ブルーベリーロード

わっしょい走ろうブルーベリーロード

でのおやつ

水族館 ふれあい

スポーツランド
フェリー乗船 慈眼寺公園 文化工芸村



５月・・・・・・・・・・苺摘み・梅ちぎり・ミニトマトの苗植え
６月・・・・・・・・・・田植え・ツマグロヒョウモンチョウの飼育

びわの収穫
７月・・・・・・・・・・ミニトマトの収穫・梅しそ漬け・七夕

８月・・・・・・・・・・梅干干し
９月・・・・・・・・・・十五夜（つな引き大会）

１０月・・・・・・・・・・稲刈り・脱穀・うめぼしおにぎりパーティー

１１月～３月・・・・・イチゴの苗植え

２月・・・・・・・・・・園内豆まき
３月・・・・・・・・・・ひなまつり

すみれ幼稚園には、四季折々の草花がたくさん！
そこに集まってくるちょうちょ、バッタ等は子どもたち
にとっては友達みたいなもの。また、クラスで飼育する
カブトムシやチョウの幼虫の世話も意欲的に行います。
子どもたちは周囲の様々な生き物に好奇や探求の目
を向け、生命の不思議さに驚いたり、その変化を発見
し、喜んだりしながら生命の神秘や大切さを感じている
ようです。

年間の行事の中には七夕、十五夜、豆まき、ひなまつり
等伝統行事と呼ばれるものがあります。十五夜では子ども
たちといっしょにだんごづくりをし、園内豆まきでは教師によ
る「豆まきの由来」を題材にした劇を観劇します。このように
子どもたちは楽しみながら、由来を知り、日本の歴史、伝統、
文化にふれていきます。伝統行事を次世代に受け継いで

いくためにも子どものうちからその大切さを伝え、理解させて
いくことが重要であると考えます。

園内の自然環境を生かし、一年を通して様々な
取組

十五夜綱引き大会

園内豆まき

－６－

すみれ幼稚園は、

を大切にします。
豊かな感性・知識

伝統行事の継承

食への関心・意欲

草花や小動物とのふれあい

伝統行事の大切さを伝える

七夕

ひなまつり

梅の花

運動場の畑

生命の神秘・大切さ

ミニトマ

トの苗植

ツマグロヒョウモン

チョウの飼育ケース
さなぎからチョウに変身！

チョウチョさん

かわいいね♪
蜜を吸っているね☆

園内での自然体験と伝承行事



技術の進展により、生活がどんどん便利になっていく
現代において、子どもたちを取り巻く社会環境はとても厳

しく、実体験が乏しくなってきています。そこで、すみれ
幼稚園では生活体験の中で自然とかかわり、豊かな感
性、知識を育んでいこうと、年長組を中心に、園庭の中

につくった田んぼで「米づくり」を行っています。子どもたち
は米づくりを行う過程で疑問に直面し「どうしてだろう？」
と考え、「○○になってるよ！」と発見し驚き、目の前で起

きている問題に時には「大丈夫かな～？」と心配し、「大き
くなってね。」と願い、やっと収穫し食べられる時には「やっ

たー！」「おいしいね！」と喜び大きな感動を味わいます。
この子どもたちに芽生えた感受性によって感性が豊かに
なり、考えることによって新しい知識を獲得していきます。

実体験により育まれた豊かな感性、獲得した知識は着実
に子どもたちの中に根付き、様々な場面で発揮されます。

食べることは、生きていく上での基本となることであり、
すなわち食べること＝命へのつながりです。しかし、この

飽食の時代、食べたいものをすぐ食べることができるよう
になった反面、生産者の顔が見えず様々な問題が起き
ているのが現状です。そのような中、すみれ幼稚園では、

米作りを終えた田んぼを畑にして、様々な果物や野菜を

子どもたちと一緒に育て、収穫していただきます。また、

園内にある様々な果樹の変化を見て果実のなる時期と

その名前や味を知っていくのです。

このように長い期間をかけて植物が「育つ」ということ、

自分たちの口に入るまでにはいくつもの過程があること

を知り、身を持って体験することで「食の大切さ」を感じ

ていきます。また、自分たちが育てたものを食べる喜び、

楽しさは食への意欲を育んでいきます。

田植え

うめぼし

おにぎり

パーティー

脱穀

苺摘み

芋ほり遠足

梅の天日干し

－７－

豊かな感性と知識を養う実体験を

食への関心・意欲を育む環境

稲が実りました！

稲刈り

梅しそ漬け

梅ちぎり

あいがも



　
　すみれ幼稚園では、文部科学省から示された「幼稚園教育要領」に沿って作成された教育課程を基に、子ども
たちの発達の段階に合わせ、幼児期に必要な経験や活動を盛り込んだ指導計画を立てています。

先生や友達と朝のあいさつを交わし、持ち物の始末をします。「自分で
してみよう。」という気持ちを大切にしながら、自分の力で生活していく
ことができるように、年齢に合わせた援助をしています。

自分なりの発想や思いを生かし、先生や友達とかかわりながら楽しく遊
びます。自発性を重視した環境を整え、継続・集中して遊べるように、
子どもたちの遊びの様子に応じた時間配分をしています。

教育課程・指導計画を基に集団生活の中で様々な活動に取り組みます。
● 季節にちなんで ● 行事に関連して
● 自然事象とのかかわり ● 社会事象とのかかわり
● 安全・運動に関して ● 英語であそぼう（年長・年中）
● 興味・関心に沿って（遊具・器具・道具・素材などの特性を生かしてなど）

一日を振り返り、翌日の遊びについて話し合ったり、毎日絵本や紙芝
居、季節や行事にちなんだ歌を歌ったりします。満足感や期待をもっ
て落ち着いて降園できるようにしています。







お母さんの愛情いっぱい！食べる子どもたちの幸せ
そうな笑顔♪子どもたちは、お母さんの愛情のこもっ
た手作りのお弁当が大好きです。子どもたちの体だ
けでなく、心を育てるお弁当を大切に考えています。

友達と一緒に食べることで、好き嫌いが直ったり、
色々な味や食べ物になじんだりしていきます。
週に4日、みんなで同じものを食べる楽しさを味
わいます。アレルギー体質のお子さんにもできる
かぎり対応しています。

おべんとう、
おいしいよ

きゅうしょく
おいしいねみんなで

たべると
おいしい

（火曜日）
（月曜日・水曜日
木曜日・金曜日）

－８－

おかあさん、おいしい

おべんとうつくってくれ

てありがとう！

すみれ幼稚園の一日



※　写真の行事は、青色で示してあります。

・始業式
・入園式
・新入園児お迎えの会
・クラス会
・役員会
・後援会総会
・身体測定
・園外保育

・交通安全教室
・親子遠足
・園外保育
・内科・歯科検診
・身体測定
・避難訓練

・学園慰霊祭

・園外保育
・保護者参観

・プール・水遊び

・田植え
・避難訓練
・後援会バザー

・プール・水遊び
・園内七夕
・園外保育
・防犯教室
・夏の集い
・終業式

・夏休み
・夏季保育
（体験入園）

・始業式
・身体測定
・園外保育
・役員会
・クラス会
・十五夜、つな引き
大会

・運動会

・いもほり遠足

・稲刈り

・脱穀
・入園説明会

・園外保育

・入園願書受付
・教育実習
・園外保育

・うめぼしおにぎりパー

ティー

・お店屋さんごっこ

・教育実習
・園外保育
・避難訓練
・クラス会
・園内クリスマス
・終業式

・始業式
・避難訓練
・園外保育
・役員会
・クラス会
・身体測定

・豆まき
・発表会
・園外保育

・お別れ遠足（親子）
・クラス会
・お別れ会
・卒園式
・修了式
・役員会
・一日入園

・個人面談

－９－

年 間 行 事



　

15日（木） 16日（木）

9日（日） 1日（水）

19日（水） 3日（金）

時間

１１月

＊　上記のほか、園行事に参加もできます。
＊　園外保育（親子遠足）や活動内容によっては多少の時間の変更があります。（事前にお知らせいたします。）

　＊　お母様方もお友達ができ、育児の悩みなど語り合う場が自然な雰囲気の中でできます。
　＊　お子さんは様々な楽しい遊びの中で、言葉を覚えたり、好奇心をもって物事に取り組んだりするようになり、お友達と仲良く
　   　する態度が芽生えます。
　＊　七夕や十五夜、運動会など園内行事への参加もありますので、園の雰囲気や園児の様子もご覧いただけます。

１０月

　　　１０：００～１２：００

２月

3月

７月６日(水)中止、８月２日（火）中止

親子45組程度（2歳児40組、1歳児5組）

16日（木）

①はじめましてこんにちは
　（ふれあい遊び）中止

1月

１２月

⑤リトミック遊びをしよう♪7日（水） ３日（金）

24日（月） ⑧親子体操

＊　園行事の関係や都合により、期日や内容を変更することがあります。ご了承ください。

　　すみれ幼稚園では、未就園のお子さまを対象に園庭開放と文庫開放を実施しております。親子で一緒に遊具で遊んだり、

　　すみれ幼稚園では、未就園児のお子さまとその保護者を対象に令和３年度もさくらんぼクラブの活動を実施し、多くの方々に
　参加いただいています。親子で手をつないでいるほほえましい雰囲気から『さくらんぼクラブ』と親しみやすい呼び名にしております。

８月

９月

2日（木）

2日（火）

月

   ◆・・・見学自由（予定）

※　保険料・教材費・バス代（園外活動・・・遠足）などを含みます。

※　途中で脱会されても、参加費等はお返しできませんのでご了承ください。

対象
(Ｒ３年度）

15日（木） ◆ 園内クリスマス

21日（月）
６月

　＊　園の職員や専任の講師（幼児教育や育児経験者）の援助により、集団の中で多くのお子さん同士一緒に楽しく遊びます。

期日
（令和4年度）

１学期

２学期 ９月７日（水）中止、１１月２１日（月）予定

　築山を探検してみたり、普段遊んでいる公園とはまた一味違う雰囲気の中で、お子さまと楽しくお過ごしください。

　　また、同時にすみれ文庫も開放します。すみれ文庫は、ログハウス風の文庫室で選りすぐりの絵本をたくさんご用意しており

　ます。この機会にぜひ！すみれ幼稚園にお越しください。

内　　容

⑫作って遊ぼう

⑬さよならパーティー

◆ 園内お別れ会

⑥十五夜の活動をしよう

⑪わらべ歌、絵本の読み聞かせ

◆ 園内豆まき

内　　容日・曜

◆ 第３７回運動会

⑦いもほり遠足

25日（水）④先生たちと遊ぼう

13日（火） ⑩クリスマスパーティーをしよう

　　※当日は直接園にお越しいただき窓口で受付をお願いします。なお、お車は運動場にご駐車いただけますのでお気軽にお越しください。

７月 ③七夕飾りをつくろう

実施期日 令和４年６月～令和５年３月

実施日・時間 月１～２回　年１３回程度　１０：３０～１１：３０（約１時間の予定）

参加費 3,000円

日・曜

未就園児（Ｈ29．4．2～Ｒ３．4．1生)
※　詳細についてはお訊ねください

定員

月

⑨お店屋さんごっこをしよう

６日（水）

②作って遊ぼう（新聞紙遊び）

令和４年度 実施計画

－１０－

さくらんぼクラブ

さくらんぼ（未就園児）クラブ

園庭・文庫開放



　

サッカー クロス体操

活動日時
場所

　

　保護者の就業状況を考慮して、園の正規の保育時間終了後、保護者の依頼によってお子さまのお預かりをいたします。
　子どもたちは異年齢児とかかわりあいながら、楽しく遊んでいます。安全に遊べるように専任の先生がお世話をします。

長期休業前に申込書提出
バスキャッチで申し込み

対象 すみれ幼稚園園児のうち希望する方
対象

すみれ幼稚園園児のうち希望する方
(定員２０名）

料金 ４００円／１日 料金 ７００円／１日

内容
専任の職員の指導による室内、戸外
遊び・おやつ・読み聞かせなど

専任の職員の指導による室内・戸外
遊び・昼食（弁当持参）・昼寝・園外
保育（※夏季休業中のみ）

内容

実施日

申し込み バスキャッチで申し込み 申し込み

実施日

指導者

毎週水曜日（週１回）
　年間42回

原則として幼稚園保育日 実施日
夏休み・冬休み・春休み

（お盆・年末年始など以外の平日）

時間 ７：１５～８：３０・保育終了後～１９：００ 時間 ７：１５～１９：００

毎週木曜日　　１４：１５～１５：３０（月４回）

※詳細については、太陽スポーツクラブから案内があります。 　※詳細については、園におたずねください。

すみれ幼稚園リズム室

3,000円/月
※初回のみ入会金・保険料含め

１.000円

太陽スポーツクラブのコーチ
専任の講師（萩原香織先生）

毎週月曜日（月４回）

指導者

会費
費用5,775円/月

（入会金3,850円）
5,775円/月

（入会金3,850円）

平日のお預かり 長期休業中のお預かり

－１１－

すみれ幼稚園ではバスキャッチシステムを導入しております♪♪

バスキャッチシステムとは・・・・

①園からのお知らせが直接携帯電話にメール配信されます。

②欠席・遅刻の連絡や送迎バス不要の連絡も携帯サイトから簡単登録できます。

③バスの到着時刻を『到着案内メール』でお知らせします。

以上のシステムを保護者の皆様にご利用していただいております。

お 預 か り

課 外 活 動

バスキャッチシステム



※　さくらんぼクラブ（未就園児クラブ）や園庭・文庫開放も実施しております

　　ので、ご参加いただき、園の雰囲気をご体験ください。詳しくは、さく

　　らんぼクラブ（未就園児クラブ）、園庭・文庫開放のページをご覧ください。

　※　２歳児入園の希望がありましたら、ご相談ください。

園見学

２歳児（４年保育） 令和 ２年４月２日 ～令和 ３年４月１日生

募　　　集　　　対　　　象

５歳児（１年保育）

４歳児（２年保育）

３歳児（３年保育） 平成３１年４月２日～令和 ２年４月１日生

個別見学を随時受付けておりますので、
お問い合わせください。

平成２９年４月２日～平成３０年４月１日生

平成３０年４月２日～平成３１年４月１日生

入園説明会 日時 ： 令和４年１０月１７日（月） １０：３０～

場所 ： すみれ幼稚園リズム室

※ 説明会当日ご都合のつかない方はいつでも園にお越しください。

園長・主任がご説明いたします。

入園願書受付 日時 ： 令和４年１１月１日（火） ９：００～

場所 ： すみれ幼稚園リズム室

※入園願書に必要事項を記入し、入園手数料２,０００円を添えてお出しください。

願書受付後、

入園面接 ・ 入園手続 ・ 制服採寸、注文 となります。

※入園料〔50,000円〕は、特別な事情（転勤・転居等）で入園できない場合のみ

お返しいたします。

一日入園 未 定 ※ 詳しくは、願書受付の際に「ご案内」を差し上げます。

入園式 令和 ５年 ４月 ※ 詳しくは、一日入園の際に「ご案内」を差し上げます。

-１２-

入 園 の ご 案 内



約９,０００円
（入園後４月納入）

約２０,０００円
（２月下旬納品・納入）

★　後援会費
　※兄弟姉妹が同時在園の場合、長子については

　　後援会費の２分の１を減額いたします。 ※　月額　（新1号・新2号…７，３８０円）

　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　（２歳児…３３，０８０円）

								

５,０００円

後援会費 ７００円

絵本代
３７０～４１０円

（年次によって異なります）

その他
保育用品 教材費 １,３００円

制服など 給食代
（おやつ代含む）

入園時納金 毎月の納入金等

入園手数料 ２,０００円 ２５,７００円

保育料
入園料 ５０,０００円（２・３歳児は免除） ※満3歳児から無償化の対象になります。

※バス代は無料です。
※遠足・園外保育のバス代も一切いただきません。
※３月下旬に利用のご希望をお聞きして運行計画を立て、入園式
の日に、時刻・バス停など、ご説明いたします。

※　毎月の納入金以外は、一切徴収して

　　いません。

※子どもたちの安全のために、スクールバスを４台運行しています。
※希望される方(基本は遠方の方・３歳児優先）は利用できます。
　　（希望の便や時刻にそえない場合があります。ご了承ください。）

-1３-

（令和４年度の経費を参考にしています。）

これが体操服。

かっこいいで

しょ？

そして夏服の

制服。白い帽子

がポイントよ！

制服の中間服に

は紺色のベレー

帽子がとってもお

似合いなの。

お気に入りのブレ

ザーはカバンと同

じ柄でとっても

かわいいの！私も

おそろいよ！！

拡大図

すみれちゃんの制服紹介！



　すみれ幼稚園後援会は、園児の保護者の方々で構成され、子どもたちのため、幼稚園のために日頃から様々な形
で援助してくださっています。また、趣味を生かしたサークル活動で親睦を深め、保護者も園生活を楽しんでいます。

研修会・一日研修視察・講演会

『子育て』はもちろんのこと、
『自分育て』に役立つ内容が盛りだくさん♪

県や市の私立幼稚園ＰＴＡ連合会の活動に参加し
たり、役員の方が、学園バスで研修視察に出かけたり
します。

子育てについて一緒に学んでみませんか！！

（令和４年度は中止）

絵本の会・ころころ

絵本大好き・幼な心を失わない仲間たち！

絵本の読み聞かせ・人形劇・ペープサート
など、楽しく元気に活動しています。園内七夕，
夏の集いなどの園の行事にも積極的に参加し、
子どもたちをたちまち絵本の世界へと引き込
んでいます。クラスの降園時間に園児への読
み聞かせをしてくださいます☆

－１４－

すみれ幼稚園では、温かい雰囲気の中で 一人一人をよく理解し、個性を尊重しながら、よりよい方向へ
伸ばす教育を展開していこうと日々努力しております。子どもたちが、みんな「ようちえんが楽しい！」「ようち
えん大好き！」と思うような幼稚園にしたいと心から願っております。お子様方のよりよい成長のためにも、
ご一緒に子育てをがんばりましょう。子どもとともに過ごす「今」という時を大事にして、精いっぱい楽しみまし
ょう。そして、大人の私たちもお互いに成長していきましょう。

すみれ幼稚園の教職員は、愛情いっぱい、情熱をもってお子様方をお預かりし、保護者の皆様と心を合
わせてお子様方をお育ていたします。
ご入園を心からお待ちしております。

バレーボールサークル

元気いっぱい！
パワフルなお母さま方ばかりです★

毎年開催される幼稚園ママバレーボール大会を
始め、様々な大会へ向け、初心者・経験者共に
和気あいあいと練習に励んでいます。また、バレー
以外でもおしゃべりなどでストレス解消している元
気で仲がいいのがモットーのサークルです！

後 援 会 活 動

バ ザ ー

趣味を生かしながらみんなでつくり上げる
まさに『手づくり』感あふれるバザー☆

毎年、６～７月に開催されているこのバザー
は、提供品、手作り品の販売、子ども向けゲー
ムコーナー、人形劇などなど、明るく、楽しく、和
やかな雰囲気の素敵なバザーです。子どもたち
だけでなく、地域の方々からもとても喜ばれてい
ます。 （令和４年度は中止）



－１５－

園内マップ



MEMO




