
５ 月 園 だ よ り 
 

 まだまだ寒い日が続いておりますが、園庭では鯉のぼりが元気に泳いでいます。早速、「こいのぼり」の

曲に合わせて、みんなの楽しい遊戯が始まりました。入園してからもうすぐ２週間が経ち、園生活にも少し

ずつ慣れてきた子ども達、好きな遊びを見つけて自分から遊ぶ姿が見られるようになってきました。 

 ５月は大変過ごしやすい季節です。戸外で自然と触れ合いながら元気いっぱい遊びましょう。 

 

 
  ○ひ よ こ  「園生活に慣れ安心して過ごす」「好きな遊びを先生と一緒に楽しむ」 
  ○３ 歳 児  「好きな遊びを見つけ、先生や友達と関わりを持って楽しく遊ぶ」 
  ○４ 歳 児  「遊びのルールを守り、友達と一緒にのびのびと楽しく遊ぶ」 
  ○５ 歳 児  「園生活のきまりを守りながら活発に遊び、友達関係を広げる」 

 

日 行  事 摘            要 

 月 初 め 

◆出席カードの 

お返し 

〇出席カードを月末にお預かりします。出欠席の日数などを記入し 

 月初めにお返しします。確認して保護者印を押してください。 

◆保育時間延長 

〇５月１日（火）より普通保育になります。通常は、木曜日がお弁当、 

 月、火、金曜日は給食を食べて２時降園になります。 

 水曜日は給食を食べて、１時降園になります。 

（行事により変更することもありますので、園だよりをご確認下さい。） 

１日（火） 

◆英語あそび（年中） ○年中さんは小林先生と一緒に英語あそびをします。 

◆避 難 訓 練 〇避難訓練（火災）を実施します。 

２日（水） 

◆園 外 保 育 

 （五稜郭公園） 

○五稜郭公園まで往復歩きます。（年中・年長） 

 ひよこ組は往復バスで行きます。年少は行きが歩き、帰りはバスに乗

って幼稚園に戻ります。 

お弁当にはおにぎりやサンドイッチなど食べやすいものにしてくだ

さい。（おかずも少なめに）水筒もご用意ください。（中は水かお茶。） 

〇降園時は疲れますので２時にお迎えをお願いします。 

３日（木） 

４日（金） 

５日（土） 

６日（日） 

◆憲法記念日 

◆みどりの日 

◆こどもの日 

◆日 曜 日 

○憲法記念日、みどりの日、こどもの日、日曜日と 

３日（木）～６日（日）まで４連休になります。 

事故などに気をつけて楽しくお過ごしください。 

７日（月） 

◆アート英語 

  （年長・年中） 

○年長・年中さんがガルシア先生と一緒に英語の歌や絵を描いて楽しく

遊びます。自由に参観してください。 

 （１０時～１０時３０分頃まで幼稚園のホールで行います。） 

◆誕生会打ち合わせ 
〇４月・５月生まれのお母さんは、１３時から「ひまわり室」で 

誕生会の打ち合わせをします。（メニューはカレーライス、果物 他） 

８日（火） 
◆リズムあそび 

  （ひのき屋） 

○函館はもちろん海外でも活躍中のトラベリングバンド「ひのき屋」と

のリズム遊びです。全園児で一緒に楽しみましょう。 

 （１０時から幼稚園のホールで行います。自由に参観して下さい。） 

  ９日（水） 

 （１時降園） 

◆誕 生 会 

  （４月・５月） 

〇４月と５月の誕生会を１０時からホールで行います。会食ですので 

 お箸セット・おしぼりを忘れずにご用意ください。 

 お母さん方の催し物は「おおきなかぶ」です。お楽しみに！ 

平成３０年 ４月１７日 

日 

函館短期大学付属幼稚園 

《５月のねらい》 



１０日（木） 

 

 

 

 

 

 

◆水 泳 教 室 ① 

   （お弁当） 

〇１グループ  ９:２５出発（ひよこ・さくら・もも・たんぽぽ） 

 ２グループ １０:１０出発（すみれ・ふじ・うめ） 

〇体操着の中に水着を着て９時までに登園してください。 

 （欠席の連絡も９時までにお願いします。） 

 ①下着の替え（パンツ）、タオル、靴袋などをご用意ください。 

 ②水泳欠席の園児は園で静かに遊びお友達の帰りを待ちます。 

 ③参観は自由ですが、会場ではマナーを守っての参観にご協力 

  ください。ご希望の方は園から出るバスに乗車できます。 

１１日（金） 
◆体育あそび 

 （年長・さくら） 

〇年長は「マット」、さくらは「仲良しあそび」です。自由に参観下さい。 

 （ふじ９:３０～ さくら１０:１５～ うめ１０:４０～） 

１２日（土） ◆第２土曜日 〇第２土曜日なので幼稚園はお休みです。 

１４日（月） ◆科学あそび（年長） 
〇年長さんが園長先生と科学あそびをします。 

詳細は別紙でお知らせします。お楽しみに！ 

１５日（火） ◆普 通 保 育 〇給食を食べて、２時降園、送ります。 

１６日（水） ◆子育て支援 

つぼみちゃん① 

〇なかよしクラブ「つぼみちゃん」満２歳前後のお子さんがお母さんと 

 一緒に幼稚園で遊びます。（年間２４回の予定） 

 １回目は「発会式」になります。申し込みも随時受付しています。 

◆１時降園 〇給食を食べて１時降園、歩いて帰ります。 

１７日（木） 
◆水 泳 教 室② 

   （お弁当） 

〇２回目の水泳教室、水着を着て９時までに登園してください。 

 （欠席の連絡も９時までにお願いします。） 

１８日（金） ◆親 子 遠 足 
〇今年は「競馬場」へ行きます。詳細は後日お知らせします。 

 ＊雨天の場合は５月２２日（火）に延期となります。 

１９日（土） ◆自主登園日 
〇自由に遊びに来て下さい。１１時３０分までにお迎えをお願いします。 

 午後からの預かり保育は４時３０分まで行っています。 

２１日（月） ◆英語あそび 〇年長さんは岡本先生と一緒に英語あそびをします。 

２２日（火） ◆普 通 保 育 〇給食を食べて、２時降園、送ります。（親子遠足延期予備日です。） 

２３日（水） 

（１時降園） 

◆子育て支援 

 つぼみちゃん② 

〇今月２回目のつぼみちゃんは「お花畑でこんにちは」がテーマです。 

 小さいお友達を温かく見守ってください。 

２４日（木） 
◆水 泳 教 室③ 

   （お弁当） 

〇９時までに登園してください。 

 ３回目の水泳教室、少しずつ水に慣れてきましたね。 

２５日（金） 
◆体育あそび 

（年中・もも） 

〇年中・ももの体育あそびは「仲良しあそび」です。自由に参観下さい。 

 （すみれ９:３０～ もも１０:０５～ たんぽぽ１０:３０～） 

２６日（土） ◆第４土曜日 〇第４土曜日なのでお休みです。（先生方の研修日） 

２８日（月） ◆科学あそび（年中） 〇園長先生と一緒に遊びます。お楽しみに！ 

２９日（火） 
◆交通安全指導 

 （こぐまクラブ） 

〇交通安全指導員のお姉さんから、年間６回の予定で交通安全に 

 ついての指導を受けます。発会式後、安全な横断の仕方や命の大切さ

について学びます。（１２時５０分～１３時２０分頃） 

３０日（水） 

（１時降園） 

◆子育て支援 

つぼみちゃん③ 

〇３回目のつぼみちゃんは「作って遊ぼう」がテーマです。 

 園庭も開放していますので、みんなで遊びましょう！ 

３１日（木） 
◆水 泳 教 室④ 

（お弁当） 
〇９時までに登園です。（欠席の連絡も９時までにお願いします。） 



 

  

 《ひよこ》  木下 りお（３） 泉 みゆ（１６） 泉 ゆい（１６） 

 《さくら》  橋本 さきこ（２２） 

 《も も》  松木 まや（２） 寺島 りお（１２） 及川 みおう（１４） 

 《すみれ》  いません 

 《たんぽぽ》 堀田 あきと（３） 寺田 うらら（１９） 田中 てっぺい（２６） 

《ふ じ》  山下 ゆめ（１１） 

《う め》  いません                        計 １１ 名 

  

５月給食こんだてひょう 

５月  １日（火）  ふりかけご飯・玉ねぎと人参のみそ汁・から揚げチキン 

 玉子焼き・蒸しシューマイ・ナムル・フルーツ 

 ５月  ７日（月）  食パン・ミネストローネ・ハンバーグ 

 スパゲティソテー・ゆで野菜・フルーツ 

５月  ８日（火）  ご飯・八杯汁・ミートボールと野菜の中華炒め 

白身魚のフライ・ひじき炒め煮・フルーツ 

５月 １１日（金）  スパゲティミートソース・野菜スープ 

 照り焼きチキン・ちくわの磯辺揚げ・枝豆・フルーツ 

５月 １４日（月）  親子丼・お吸物・ポテトサラダ・白菜のゆかり和え・フルーツ 

５月 １５日（火） ごま塩ご飯・大根と油揚げのみそ汁・揚げ餃子 

鮭の塩焼き・キャベツともやしのおひたし・切り干し大根炒め煮・フルーツ 

５月 １６日（水）  五目うどん・イカリング・さつまいもの天ぷら・枝豆・フルーツ 

５月 ２１日（月）  食パン・ジャム・牛乳・ミートオムレツ・エビフライ 

 キャベツときゅうりのサラダ・フルーツ 

５月 ２２日（火） 和風スパゲティ・かき玉スープ・マカロニサラダ 

フランクフルト・チーズフリッター・フルーツ 

５月 ２３日（水） わかめご飯・春雨スープ・春巻き・大学芋・ナムル・フルーツ 

５月 ２５日（金） ポークカレー・チキンカツ・ドレッシングサラダ・乳飲料・１口ゼリー 

５月 ２８日（月） 山菜ソーメン・野菜コロッケ・玉子焼き・酢の物・フルーツ 

５月 ２９日（火） 五目炊き込みご飯・みそ汁（わかめ、麩）・白身魚フライ 

大根と豚肉の煮物・キャベツとコーンのサラダ・フルーツ 

５月 ３０日（水） スリットパン・ワンタンスープ・コーンクリームコロッケ 

ブロッコリーとカリフラワーのサラダ・ウインナー・フルーツ 

 

５月誕生のお友だち 

 

 

 

のお友だち 


