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平成２８年８月２3日 ９月 園 だ よ り 函館短期大学付属幼稚園

吹く風に心地よい秋を感じるようになってきました。
これからの季節は子ども達にとって、意欲的な活動ができる実りの時期です。
友達との関わりを深めながら、心と身体がより大きく成長できるよう見守っていきたいと思います。
《９月のねらい》
全体のねらい… 「身体を十分に動かし戸外でのびのび遊ぶ」

｢登山遠足を通して自然の美しさに触れ、最後まで頑張る力を育てる｣
○ひ よ こ 「教師や友達と一緒に好きな遊びを楽しむ」
○３ 歳 児 「身近な動植物に触れ、優しい気持ちを持つ」
○４ 歳 児 「友達と一緒に、いろいろな活動に楽しんで取り組む」
○５ 歳 児 「遊びや運動を工夫し、友達と協力して遊ぶ」

日 行 事 摘 要

◆函館山登山 ○学園バス３台で函館山登山です。（２合目から登ります）
１日（木） (２時降園でお迎え) ○リュックにお弁当、水筒、百円程度のおやつをご用意下さい。

（蜂の対策としてジュースは入れないように）
服装は白っぽい物、背中には汗取りタオルを入れて下さい。
名札も忘れずにお願いします。靴は履き慣れたものを。
*悪天候の場合は、バスで山頂まで登ります。

◆体育あそび ○年中・ももは「とび箱」、ひよこは「仲良しあそび」です。
（年中・もも・ひよこ） （たんぽぽ9:30～、もも10:０5～、ひよこ10:25～

２日（金） すみれ10:4５～）ひよこさんは、初めての体育あそびです。
マナーを守って、ご自由に参観してください。

◆避 難 訓 練 ○９月１日の「防災の日」にちなみ、隣の調理製菓専門学校と
（地震・津波） 一緒に地震・津波の避難訓練を実施します。（13:00～13:30頃）

３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)

５日（月） ◆英語あそび ○年長さんの英語遊び。岡本先生と楽しく遊びましょう。

◆看護の学生実習 ○函館看護専門学校の学生が実習に入ります。（最終 9/9まで）

◆英語あそび ○年中さんの英語遊び。小林先生と一緒に遊びましょう。
６日（火）

◆交通安全教室 ○交通安全指導員のお姉さんから、交通安全について３回目の
（こぐまクラブ） 指導を受けます。（訓練指導を通して、安全な行動を身につけます）

８日（木） ◆水 泳 教 室⑫ ○1グループ 9:25出発 (さくら・もも・ひよこ・たんぽぽ)
（お弁当） 2グループ 10:10出発 (すみれ・ふじ・うめ)

９時までに登園してください。

９日（金） ◆体育あそび ○年長とさくらの体育あそびです。「エスボー」
（年長・さくら） （ふじ 9:30～、さくら 10:15～、うめ 10:40～）

◆子育てサポート ○小岩先生との育児相談です。今月は、9/9(金)と9/16(金)になります。

１０日（土） ◆第２土曜日 ○１０日は第２土曜日、１１日は日曜日で連休になります。
１１日（日） ◆日 曜 日 ケガのないよう気を付けてお過ごし下さい。
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◆英語あそび ○日頃の英語遊びの様子を自由に参観下さい。
（全体参観日） ふじ 10:00～10:30、うめ 10:30～11:00（各教室）

１２日（月） さくら・もも・ひよこ合同 10:00～10:20（もも室）
すみれ・たんぽぽ合同 10:30～11:00（ホール）

◆保 育 実 習 ○函館短期大学の学生７名が保育実習に入ります。（10/4(火)まで）

１３日（火） ◆科学あそび⑤ ○年長さんの科学遊びです。園長先生と楽しく遊びましょう。

１4日（水） ◆子育て支援 ○「おいしいフルーツ」スタンプぺったんこ。お母さんと一緒に
（１時降園） つぼみちゃん⑪ 園庭遊びも楽しみましょう。

１５日（木） ◆水 泳 教 室⑬ ○1グループ 9:25出発 (さくら・もも・ひよこ・たんぽぽ)
（お弁当） 2グループ 10:10出発 (すみれ・ふじ・うめ)

９時までに登園してください。

１６日（金） ◆給食試食会 ① ○年少・ひよこ・新入園児のお母さんで申し込みをされた方は、
忘れずにご参加ください。（11:20～12:00まで）

１７日（土） ◆父母参観日 ○日頃のお子様の成長の様子を、ご自由に参観してください。
後日、お手紙を配布します。（午前保育11:30降園になります）

１８日（日） ◆日 曜 日 ○１９日は野又学園創立記念日になります。
１９日（月） ◆敬老の日 日曜日、月曜日と２連休になります。

創立記念日 家族で楽しい休日をお過ごし下さい。

２０日（火） ◆衣 替 え ○ブレザー、冬帽子を着用です。遊び着を持たせてください。

◆誕生会 ○8月・9月生まれのお子さんのお母さんは、誕生会の打ち合わせ
打ち合わせ をします。（13時からひまわり室にて）メニューはカレー、枝豆、りんごです。

◆給食試食会 ② ○申し込まれた方は、忘れずにご参加ください。（11:20～12:00まで）

2１日（水） ◆誕 生 会 ○８月・９月の誕生会を１０時から遊戯室で行います。
（１時降園） （８月・９月生まれ） 会食ですので、お箸セット、おしぼりを忘れずにご用意下さい。

お母さん方の催し物は「おおきなかぶ」です。お楽しみに！

2２日（木） ◆秋分の日 ○「秋分の日」のため幼稚園はお休みです。

2３日（金） ◆幼稚園の ○幼稚園で創立５０周年のお祝いをします。詳細は後日お手紙を
誕 生 会 配布します。

2４日（土） ◆第４土曜日 ○第４土曜日なので幼稚園はお休みです。

2６日（月） ◆ランチ ○食育の一貫として昨年度に続き「ランチバイキング」を開催し
バイキング ます。有名なシェフが来園し、子ども達に本物の味覚を！

と腕をふるってくださいます。後日、詳しくお知らせします。

2８日（水） ◆子育て支援 ○「風と仲良し」トンボやヘリコプターを作ります。
つぼみちゃん⑫ 園庭も解放しています。たくさん遊びましょう。

2９日（木） ◆水 泳 教 室⑭ ○1グループ 9:25出発 (さくら・もも・ひよこ・たんぽぽ)
（最 終） 2グループ 10:10出発 (すみれ・ふじ・うめ)

○今年度、最後の水泳教室です。みんなで参加できるといいですね。

３０日（金） ◆体育あそび ○年中・ももの体育あそびです。「エスボー」
（年中・もも） （すみれ 9:30～、もも 10:05～、たんぽぽ 10:30～）
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９月誕生のお友だち

《ひよこ》 星 だいと（２） 柏谷 とうご（６）
《さくら》 山本 あつし（１５）
《も も》 いません
《すみれ》 山下 りく（１１） 矢澤 いちか（２２）
《たんぽぽ》 いません
《ふ じ》 野村 こと（１４）
《う め》 岩﨑 らんまる（７） 中村 みう（２２） 計 8名

９月給食こんだてひょう

９月 ２日（金） 肉うどん・マカロニサラダ
春巻き・おひたし・フルーツ

９月 ５日（月） 食パン・ジャム・玉子とコーンのスープ
イカリング・エビフライ・パスタサラダ・野菜炒め・一口ゼリー

９月 ６日（火） ごま塩ご飯・みそ汁（わかめと麩）・ポテトフライ・バンサンスー
から揚げ（塩味）・にんじんとちくわとつきこんの含め煮・フルーツ

９月 ７日（水） カレーライス・ヒレカツ・ゆで玉子
グリーンサラダ・枝豆・フルーツ

９月 ９日（金） ご飯・みそ汁（油揚げ・青菜）・鯖のみそ煮
こんにゃくの煮合わせ・肉豆腐・ナムル・フルーツ

９月１２日（月） スリットパン・牛乳・エビカツ・チーズ
ブロッコリーサラダ・二色ソテー・煮玉子・一口ゼリー

９月１３日（火） ご飯・大根スープ・豚肉の生姜焼き
揚げ餃子・ボイルキャベツ・蒸しシューマイ・フルーツ

９月１４日（水） ふりかけご飯・豆腐と葱のみそ汁・カリフラワーブロッコリーマヨネーズ和え
スパゲティソテー（カレー風味）・チキンから揚げ煮・金平ごぼう・フルーツ

９月１６日（金） ひじきご飯・ソーメン汁・チキンナゲット・エビフライ
（試食会 ①） 玉子焼き・がんもの含め煮・おひたし・フルーツ

９月２０日（火） スパゲティミートソース・野菜スープ
（試食会 ②） 肉団子・ゆで玉子・チーズ・ヨーグルトサラダ

９月２３日（金） ご飯・玉ねぎと玉子のみそ汁・ハンバーグ・佃煮
いんげんソテー・ミックス豆・つきこん大豆のそぼろ煮・フルーツ

９月２７日（火） チキンライス・春雨スープ・ナムル
コーンクリームコロッケ・ウインナー・フルーツ

９月２８日（水） 五目うどん・ミートコロッケ
レタス・トマト・きゅうりドレッシング漬け・フルーツ

９月３０日（金） ごま塩ご飯・八杯汁・白身魚のフライ
ごま和え・ごぼう天煮・さつまいもの天ぷら・フルーツ
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