
９ 月 園 だ よ り 
 

  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。 

  

 
 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 「先生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 

  ２日（月） ◆英語あそび ○年長の英語あそびです。ガルシア先生と一緒に遊びましょう！ 

  ３日（火）  ◆英語あそび 〇年中の英語あそびです。小林先生と一緒に遊びましょう！ 

 ４日（水） ◆１ 時 降 園 ○給食を食べて、１時降園になります。 

 ５日（木） ◆水 泳 教 室⑫ 

○1グループ    9:25 出発 （たんぽぽ・さくら・もも・ひよこ） 

  2グループ   10:10出発 （すみれ・ふじ・うめ） 

 ＊体操着と水着を着用して、９時までに登園してください。 

 ６日（金） 
◆体育あそび 

 （年長・さくら） 

〇年長・さくらの体育あそびは「エスボー」です。 

 ふ じ  ９:３０～１０:１０  う め １０:１５～１０:５５ 

 さくら １１:００～１１:２０  自由に参観してください。 

 ７日（土） ◆父母参観日 
○日頃のお子さまの成長の様子を、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。） 

 ９日（月） 

◆英語あそび 

（全体参観日） 

○日頃の英語あそびの様子を自由に参観してください。 

 ふじ 10:00～10:30  うめ 10:30～11:00 （各クラス） 

 さくら・もも合同 10:00～10:20 （もも室） 

 ひよこ  10:30～10:45 （ひよこ室） 

 すみれ・たんぽぽ合同   10:50～11:20 （ホール） 

１１日（水） 

（１時降園） 

◆誕 生 会 

（８月・９月生まれ） 

〇８月・９月の誕生会を 10時から遊戯室で行います。 

 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「ブレーメンの音楽隊」です。お楽しみに！ 

１２日（木） 

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

◆水 泳 教 室⑬ 
○1グループ    9:25 出発 （たんぽぽ・さくら・もも・ひよこ） 

  2グループ   10:10出発  （すみれ・ふじ・うめ） 

令和元年８月２６日 函館短期大学付属幼稚園 

《９月のねらい》 



１３日（金） 
◆体育あそび 

（年中・もも・ひよこ） 

〇年中・ももは「とび箱」、ひよこは「なかよしあそび」です。 

 ひよこさんは初めての体育あそびです。自由に参観してください。 

 たんぽぽ  ９:３０～１０:００  すみれ １０:０５～１０:３５ 

 ひ よ こ １０:４０～１１:００  も も １１:０５～１１:２５ 

１４日（土） 

１５日（日） 

１６日（月） 

◆第２土曜日 

◆日曜日 

◆敬老の日 

〇幼稚園は３日間お休みになります。楽しいお休みを過ごして下さい。 

１７日（火） 
◆函館山登山遠足 

（２時降園お迎え） 

〇学園バス３台で函館山登山します。（子ども達は２合目から登ります。） 

 詳細は後日手紙を配布します。ご覧下さい。 

 ＊雨天の場合はバスで函館山へ登り、展望台などを見学します。 

１８日（水） ◆１ 時 降 園 ○給食を食べて、１時降園になります。 

１９日（木） ◆創立記念日 ○１９日は野又学園創立記念日になりますので幼稚園はお休みです。 

２１日（土） ◆自主登園日 
〇自主登園日ですので自由に遊びにきてください。 

 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） 

２２日（日） 

２３日（月） 

◆日曜日 

◆秋分の日 
○幼稚園は２日間お休みになります。 

２４日（火） ◆こぐまクラブ 
〇交通安全指導員のお姉さんから３回目の交通安全についての指導を 

 受けます。正しい歩行・信号の意味と見方について学びます。 

２５日（水） 

◆子育て支援 

つぼみちゃん⑪ 

〇「踊って遊ぼう」をテーマに親子でフォークダンスを踊ります。 

 裏庭も開放していますので、親子で楽しく遊びましょう！ 

◆１ 時 降 園 〇給食を食べて、１時降園になります。 

２６日（木） ◆水 泳 教 室⑭ 
○1グループ    9:25 出発 （たんぽぽ・さくら・もも・ひよこ） 

  2グループ   10:10出発 （すみれ・ふじ・うめ） 

２７日（金） 
◆体育あそび 

（年長・さくら） 

○年長の体育あそびは「サッカー」、さくらは「ボール」です。 

 天気が良ければ園庭で実施します。雨天時はホールです。 

  う め  9:30～10:10   ふ じ 10:15～10:55 

さくら  11:00～11:20 

２８日（土） ◆第４土曜日 ○第４土曜日なのでお休みです。（職員の研修日） 

３０日（月） ◆普 通 保 育 〇給食を食べて、２時降園です。 

 

●お知らせ● 

＊今月からの誕生会の打ち合わせについて 

 誕生会の前に催し物の台本と誕生会の内容が記入されている手紙を配布します。 

事前の打ち合わせはせずに催し物の役決めなどは、当日の朝に話し合って決めたいと思います。 

 

＊給食献立表について 

 １０月から給食の業者が変更になります。来月の園だよりからは献立表が別紙で配布になります。 

 



 

  

 《ひよこ》  くにまつ つかさ（１０） 

 《さくら》  まつなが りゆ（２７） 

 《も も》  こじま はる（３） みよし あおい（８） せんば はる（２０） 

 《すみれ》  みずしま かえで（１５） 

 《たんぽぽ》 いません 

 《ふ じ》  ほし だいと（２） さいとう りあ（１５） 

《う め》  かしわや とうご（６）                計 ９ 名 

 

９月給食こんだてひょう 

 ９月 ２日（月）  ごま塩ご飯・豆腐と大根菜のみそ汁・ししゃもフライ 

 五目炒め煮・のり和え・フルーツ 

 ９月 ３日（火）  ひじきスパゲッティ・わかめスープ・ウインナー 

 マカロニサラダ・一口ゼリー・フルーツ 

 ９月 ４日（水）  食パン・いちごジャム・イタリアンスープ・チキンソテー 

ホワイトスパゲティ・ブロッコリーサラダ・フルーツ 

 ９月 ６日（金）  納豆ご飯・どさんこ汁・白身魚のフライ 

 蒸しシューマイ・もやしとおかか和え・フルーツ 

 ９月 ９日（月）  味付けのりご飯・わかめと麩のみそ汁・チキン南蛮 

 大根の鶏そぼろ煮・ナムル・フルーツ 

９月１０日（火）  ご飯・豆腐かにかま玉子スープ・豚肉の生姜焼き 

ポテトフライ・ミニトマト・おひたしおかか和え・フルーツ 

 ９月１３日（金）  食パン・チョコレートクリーム・ワンタンスープ 

塩から揚げ・ドレッシングサラダ・フルーツ 

 ９月１８日（水）  スリットパン・ポタージュスープ 

甘辛チキン・ボイルキャベツ・ウインナー・フルーツ 

 ９月２０日（金）  五目炊き込みご飯・お吸い物・メンチカツ 

鶏ひき肉とひじきの炒め煮・浅漬け・フルーツ 

 ９月２４日（火）  山菜ソーメン・ささみとチーズサンドフライ 

 ちくわの磯部揚げ・枝豆・フルーツ 

 ９月２５日（水）  ふりかけご飯・なめこのみそ汁 

 フライドチキン・ほうれん草とコーンのソテー・フルーツ 

 ９月２７日（金）  カレーライス・チキンカツ・コールスローサラダ・白玉フルーツポンチ 

 ９月３０日（月）  塩ラーメン・揚げ餃子・野菜コロッケ・ブロッコリーサラダ・フルーツ 

 

９月誕生のお友だち 


