
- 1 -

平成２８年９月２３日 １０月 園 だ よ り 函館短期大学付属幼稚園

コスモスの花がきれいに咲き、園庭の柏の木からどんぐりが落ち始めました。
自然と触れ合って遊ぶ楽しさや心地よさを味わうには最適な季節です。今月は、りんご遠足やハロウィン
など、「秋」を感じながら豊かな体験ができる活動を十分に楽しんでほしいと考えています。

《 １０月の ねらい 》
全 体……秋の自然に関心を持ち、いろいろな遊びを楽しむ

○ひ よ こ 「体を使って、先生や友達とのびのび遊ぶ」
○３ 歳 児 「自然に親しみ、木の葉や木の実を使って友達と一緒に楽しく遊ぶ」
○４ 歳 児 「季節の変化に気づき、興味を持って遊びに取り入れる」
○５ 歳 児 「身近な自然現象に興味・関心を持ち、季節の変化や美しさに気づく」

「稲の生育を観察しながら収穫を楽しみに待つ」

日 行 事 摘 要

１日（土） ◆自主登園日 ○自主登園日ですので自由に遊びに来てください。
11時30分にお迎えをお願いします。(預かり保育は4時30分まで)

３日（月） ◆英語あそび ○年長は岡本先生と、年中・年少・ひよこは、小林先生と一緒に
（全 体） 遊びます。歌って踊って楽しく遊びましょう。

４日（火） ◆りんご園遠足 ○七飯の「山内果樹園」にバス３台でいきます。
（２時降園でお迎え） 今年は台風の影響でりんごが少ないそうですが、

お土産も持ち帰りますので、美味しいりんごをお楽しみに！
リュックにお弁当、水筒、敷物をご用意ください。
帰りは、七飯の「あかまつ公園」でお弁当を食べて帰ってきます。
詳細は後日お知らせします。２時降園でお迎えです。

５日（水） ◆人形劇観覧 ○「忍たま乱太郎キャラクターショー」観覧のため、年長さんが
（年長） 市民会館へ出かけます。後日、詳しいお手紙を配布します。

（お弁当、２時降園） 観覧の都合上、全園児、お弁当持参、２時降園になります。

６日（木） ◆普 通 保 育 ○５日（水）の振り替えで給食になります。２時降園で送ります。

７日（金） ◆平成２９年度 ○平成２９年度入園希望の方を対象に、１０時から「入園体験説明
会」を開催します。当園の様子を少しでもご理解いただけるよう、

入園体験説明会 説明後に在園児と一緒に遊んだり、園内を自由に見学していただ
①回目 く予定です。

８日（土）◆第２土曜日 ○８日は第２土曜日、先生方は「北私幼道南ブロック研究大会」に
９日（日） ◆日 曜 日 参加します。９日は日曜日、１０日は体育の日と３連休です。

１０日（月） ◆体 育 の 日 事故やけがのないように楽しく過ごしてください。

１１日（火） ◆身 体 測 定 ○身長と体重を計ります。どれだけ大きくなったかな？

◆交通安全教室 ○交通安全の指導員のお姉さんから交通安全について４回目の指導
（こぐまクラブ） を受けます。「乗り物ときまり」

１２日（水） ◆競輪場で遊ぼう ○全園児で「函館競輪場」に遊びに行きます。
（１時降園） 詳細は後日お知らせします。

◆子育て支援 ○「踊って遊ぼう」お母さんと一緒にフォークダンス、園庭も開放
つぼみちゃん⑬ しますので、たくさん遊んでください。
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１３日（木） ◆読み聞かせ① ○第１回目の読み聞かせは、絵本読みのグループ「きらきら星」
の方が楽しいお話を聞かせてくれます。お楽しみに！

１４日（金） ◆体育あそび ○年長、さくらの体育あそびです。
（年長・さくら） （ふじ 9:30～、さくら 10:15～、うめ 10:40～）

年長「サッカー」さくら「ボール」の予定です。

１５日（土） ◆自主登園日 ○自主登園日ですので自由に遊びに来てください。
11時30分にお迎えをお願いします。(預かり保育は4時30分まで)

１７日（月） ◆科学あそび ○年中の科学あそびです。（３回目）自由に見学ください。

１８日（火） ◆科学あそび ○年長の科学あそびです。（６回目）自由に見学ください。

１９日（水） ◆子育て支援 ○「ミニ運動会」親子でかけっこ・玉入れ・フォークダンスを
（１時降園） つぼみちゃん⑭ して遊びましょう。

２２日（土） ◆入園見学説明会 ○２回目の入園説明会です。
②回目 （10:00～幼稚園のホールで行います。）

◆第４土曜日 ○自主登園と預かりはお休みします。

２４日（月） ◆ハロウィン ○かぼちゃのお祭り「ハロウィン」です。歌を歌ったり、ゲーム
パーティー をして楽しく過ごします。先生方はどんなコスチュームで登場

（幼小交流会②） するでしょう。そしてみんなも大変身♪
「トリック・オア・トリート」でお菓子を頂きましょう。

○駒場小学校の一年生を招いて、一緒にハロウィンを楽しみます。

２５日（火） ◆お 抹 茶 会 ○年長さんが調理・製菓専門学校の和室を借りて、お茶の先生の
（年長） 指導の下、お抹茶をたてます。別紙にて詳細をお知らせします。

２６日（水） ◆子育て支援 ○「ハロウィン」をテーマに、かぼちゃの小物入れを作ります。
（１時降園） つぼみちゃん⑮ お天気の時は園庭でも遊びます。

2７日（木） ◆クッキー作り ○ＰＴＡ役員のお母さんご指導のもと、年中さんがクッキー作り
（年 中） に挑戦します。美味しいクッキーの出来上がりが楽しみですね。

2８日（金） ◆体育あそび ○年中・もも（短縄）・ひよこ（長縄）の体育あそびです。
（年中・もも・ひよこ） （すみれ 9:30～、もも 10:05～、ひよこ 10:25～、

たんぽぽ 10:45～）

◆深掘中学校 ○深掘中学校の学生が「職場体験学習」のため幼稚園を訪問し
インターシップ 園児と一緒に遊びます。

2９日（土） ◆自主登園日 ○自主登園日ですので自由に遊びに来てください。
11時30分にお迎えをお願いします。午後からの預かり保育は
「焼きいもの会」があるため、お休みです。

◆親子で楽しもう ○畑（なかよしファーム）の片づけ・園庭掃除（落ち葉拾い他）
「焼きいもの会」 の後、「親子で焼きいも会」で楽しみましょう。

ＰＴＡの方で、木を使った遊びも考えています
後日、詳しくご案内します。（13:00～15:30の予定）

＊１１月４日（金）は、年長児が「第６８回 北海道放送教育研究大会」に参加します。
当日は、幼稚園が会場となるため、年中・年少・ひよこ組をお休みとさせて頂きます。
また、この日は預かり保育もお休みさせて頂きます。
詳しい内容は後日、手紙を配布しますので、よろしくお願いいたします。
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１０月誕生のお友だち

《ひよこ》 いません
《さくら》 濱塚 にいな（２８）
《も も》 稲垣 ゆづき（２０） 江縁 ゆうのすけ（３１）
《すみれ》 山﨑 せりな（５）
《たんぽぽ》 堀 かえで（１９） 砂原 おうる（２１）
《ふ じ》 石田 おりあ（５） 齊藤 きいち（１７） 澤田 つむぎ（２０）

木村 すいな（２７） 佐藤 めいさ（２７）
《う め》 中井 はるた（１） 砂原 まあと（２５） 計 １３名

１０月給食こんだてひょう

１０月 ３日（月） 食パン・ミネストローネ・野菜コロッケ
ウインナーソテー・マカロニサラダ・フルーツ

１０月 ６日（木） ごま塩ご飯・豆腐とえのきのみそ汁・切り干し大根とじゃがいもの煮物
キャベツのソテー・いんげんのごま和え・メンチカツ・フルーツ

１０月 ７日（金） 玉子とじうどん・野菜かきあげ・ひじきサラダ・フルーツ

１０月１１日（火） ご飯・どさんこ汁・魚のつけ焼き
塩もみ野菜・煮豆・フルーツ

１０月１２日（水） スリットパン・野菜スープ・ハンバーグ
スパゲティソテー・ポテトサラダ・フルーツ

１０月１４日（金） ラーメン・のり和え・枝豆
揚げシューマイ・カップゼリー

１０月１７日（月） 味付けのりご飯・小松菜と油揚げのみそ汁
麻婆豆腐・春巻き・玉子焼き・ナムル・フルーツ

１０月１８日（火） ごま塩ご飯・わかめとねぎのみそ汁・白身魚のフライ
キャベツのソテー・肉団子野菜ソースかけ・フルーツ

１０月１９日（水） ハッシュドポーク・クリームコロッケ
ドレッシングサラダ・乳飲料・フルーツ

１０月２１日（金） きのことキャベツのパスタ・コンソメスープ・ハムカツ
チーズフリッター・ブロッコリーサラダ・フルーツ

１０月２４日（月） ツイストパン・白カブのスープ・大根サラダ
かぼちゃコロッケ・ゆで玉子・フルーツ

１０月２５日（火） くりご飯・ソーメン汁・
みそおでん・もやしナムル・フルーツ

１０月２６日（水） ご飯・わかめと麩のみそ汁
すき焼き・香味和え・フルーツ

１０月２８日（金） カレーうどん・イカリングフライ・
一口コロッケ・大根ときゅうりのサラダ・フルーツ

１０月３１日（月） ご飯・根菜のごま汁・ザンギ
キャベツの煮びたし・ブロッコリーサラダ・フルーツ



- 4 -


