
日 時      ６月 ４日(火)～６月７日(金) 

時 間      １０時～１２時３０分頃 

日 時 参 観 学年 お弁当のクラス 

６月 ４日(火)  赤 １・２組 桃組 と 青組 

   ５日(水)  桃 １・２組 赤組 と 青組 

   ６日(木)  青 １・２組 赤組 と 桃組 

   ７日(金)  ひよこ組 全員給食 

＊お手数をおかけいたしますが、参観日以外の学年はお弁当となり

ます。よろしくお願い致します。 
＊２号認定の方も参観日以外は、お弁当となります。 
＊７日(金)は、全学年いつも通りカレーがでます。ごはんを持って

きてください。 
＊保護者の方にも子どもと同じ給食をお出しいたします。 

ご自身のごはんをお持ちください。  
＊ごはん ＊コップ ＊おはし ＊うわばき  

保育参観 と 試食会 

 
 

 １日(水) 即位の日 

 ２日(木) 国民の休日 

 ３日(金) 憲法記念日 

 ４日(土) みどりの日 

 ５日(日) 子どもの日 

 ６日(月) 振替休日 

１８日(土) 親子遠足 

２１日(火) ２２日(水) 

      健康科学大より実習 

２４日(金) 防災訓練 

３０日(木) 内科検診  

    ６月予定 

１日(日) サッカー大会(年長児) 

４日(火) 保育参観と試食会 赤組 

５日(水) 保育参観と試食会 桃組 

６日(木) 保育参観と試食会 青組 

７日(金) 保育参観と試食会ひよこ 

１０日(月) 衣替え  夏服 

１３日(木) 歯牙検診 

２１日(金)  なかよしＤａｙ 

２２日(土) 『親子で作って遊ぼう』 

     ９時３０分 ～ １１時 

        

 
 

ひまわり号 

３歳児： ・生活の流れやリズムが徐々にわかり、安心して過ごす。 

・保育者や友達との関わりを楽しみながら、一緒に遊ぶ。 

      ・先生に支えられながら、自分なりに身の回りの事をしようとする。 

      ・春の草花や虫などに興味を持ち自然に親しむ。 

４歳児： ・先生や友達と触れ合い遊びながら、幼稚園生活を楽しむ。 

      ・春の自然に触れ、戸外で過ごす心地よさを友達と一諸に共有する。 

      ・生活の流れや決まりが分かり、進んで身の回りの事をしようとする。 

５歳児： ・一日の流れを理解し行動する。 

      ・季節を楽しむ中で、植物や生き物への興味関心を広げる。 

      ・友達と一緒に元気いっぱい体を動かし好きな遊びを楽しむ。 

      ・年長ならではの活動に、意欲的に参加して楽しむ。 

 『早寝・早起き・朝ごはん』   

 心地よい５月の風に誘われて、ますます幼稚園での楽しい生活・活動が広が

ってきます。園庭では木々の新緑が周りの景色を色鮮やかに変えるこの季節、 

子ども達はアリやダンゴ虫を夢中になって捕まえたり、先生と一緒に鬼ごっこや

サッカーを汗だくになって楽しむなど、自然の中で元気いっぱい遊びながら

日々の生活が健康な 体・心・脳(学びへの力) を作り上げ、意欲的な子ども

へと成長していきます。 

 そんな子ども達に大切な生活リズムが 『早寝・早起き・朝ごはん』 

５歳までの生活リズムは、脳の発達や性格に大きな影響があると言われていま

す。連休後の生活リズムをしっかりと見直し、 元気いっぱい幼稚園生活を楽し

みましょう。 

 

  

 

保護者の持ち物 

＊園児はいつも通りの幼稚園となります。いつもと同じ持ち物で登園してください。

子ども達は午後もそのまま幼稚園があります。 赤組・ひよこ組などお母さんと

一緒に帰りたい場合もあると思います。お母さんの判断にお任せいたします。 

 心地よい春のひと時を、昭和記念公園で過ごし

ます。車内や公園でのクラス活動もお楽しみに！

詳しくは別紙をご覧ください。 

    内科検診があります 
小児科医 ： 武井クリニック 武井先生 
 特別ご相談のある方は、ご連絡下さい。 

ね
ら
い
と
活
動 

クラス役員のお願い 

 先日は、総会ご出席ありがとうございました。

いよいよ今年度『父母と先生の会』の活動が始

まります。 役員の皆様には、毎年花火大会や

運動会など子ども達の行事に大きなお力をい

ただき、大変感謝いたしております。  

お忙しいとは思いますが、今年もクラス役員

さんをお願い致したいと思います。一緒に参加

していただける方は、５月１５日(水)までにクラ

ス担任までお知らせください。よろしくお願い致

します。    おまちしてまーす 

 役員会は 

年５回位(１９時半～２０時半) 

を予定しています。お父さんも大歓迎です。 



０才児： ・新しい環境の中で体調に注意しながら、欲求や甘えたい気持ちを十

分に満たし、楽しく過ごす。 

１才児： ・保育者と一緒に過ごす中で、信頼関係を築いていく。 

     ・お外やお部屋の探索行動を楽しむ。 

      ・散歩や戸外遊びを楽しみながら、春の自然に親しむ。 

２歳児： ・保育者に気持ちを受け止められながら安心して過ごす。 

      ・自分の思いを言葉や行動で表す。 

      ・春の心地よさを感じながら戸外遊びを楽しむ。 

 『早寝・早起き・朝ごはん』   

 心地よい５月の風に誘われて、ますます幼稚園での楽しい生活・活動が広が

ってきます。園庭では木々の新緑が周りの景色を色鮮やかに変えるこの季節、 

子ども達はアリやダンゴ虫を夢中になって捕まえたり、先生と一緒に鬼ごっこや

サッカーを汗だくになって楽しむなど、自然の中で元気いっぱい遊びながら

日々の生活が健康な 体・心・脳(学びへの力) を作り上げ、意欲的な子ども

へと成長していきます。 

 そんな子ども達に大切な生活リズムが 『早寝・早起き・朝ごはん』 

５歳までの生活リズムは、脳の発達や性格に大きな影響があると言われていま

す。連休後の生活リズムをしっかりと見直し、 元気いっぱい幼稚園生活を楽し

みましょう。 

 

  

 

 

日 時      ６月 ４日(火)～６月７日(金) 

時 間      １０時～１２時３０分頃 

日 時 参 観 学年 お弁当のクラス 

６月 ４日(火)  赤 １・２組 桃組 と 青組 

   ５日(水)  桃 １・２組 赤組 と 青組 

   ６日(木)  青 １・２組 赤組 と 桃組 

   ７日(金)  ひよこ組 全員給食 

＊お手数をおかけいたしますが、参観日以外の学年はお弁当となり

ます。よろしくお願い致します。 
＊２号認定の方も参観日以外は、お弁当となります。 
＊７日(金)は、全学年いつも通りカレーがでます。ごはんを持って

きてください。 
＊保護者の方にも子どもと同じ給食をお出しいたします。 

ご自身のごはんをお持ちください。  
＊ごはん ＊コップ ＊おはし ＊うわばき  

保育参観 と 試食会 

 心地よい春のひと時を、昭和記念公園で過ごし

ます。車内や公園でのクラス活動も 

お楽しみに！詳しくは別紙をご覧ください。 

ナーサリー 

 
 

 １日(水) 即位の日 

 ２日(木) 国民の休日 

 ３日(金) 憲法記念日 

 ４日(土) みどりの日 

 ５日(日) 子どもの日 

 ６日(月) 振替休日 

１８日(土) 親子遠足 

２１日(火) ２２日(水) 

      健康科学大より実習 

２４日(金) 防災訓練 

３０日(木) 内科検診  

    ６月予定 

１日(日) サッカー大会(年長児) 

４日(火) 保育参観と試食会 赤組 

５日(水) 保育参観と試食会 桃組 

６日(木) 保育参観と試食会 青組 

７日(金) 保育参観と試食会ひよこ 

１０日(月) 衣替え  夏服 

１３日(木) 歯牙検診 

２１日(金)  なかよしＤａｙ 

２２日(土) 『親子で作って遊ぼう』 

     ９時３０分 ～ １１時 

 
 

ひまわり号 

＊園児はいつも通りの幼稚園となります。いつもと同じ持ち物で登園してください。子ども達は午後もそのまま

幼稚園があります。 ひよこ組などお母さんと一緒に帰りたい場合もあると思います。お母さんの判断にお任

せいたしますが、引き続き保育を希望される方は子どもがなるべく泣かないように考えますので、先に担任

に伝えておいてください。 

      内科検診があります 
小児科医 ： 武井クリニック 武井先生 
 特別ご相談のある方は、ご連絡下さい。 

ね
ら
い
と
活
動 

ひよこ参加 

１才児と２才児は行事が異なります。 

こっこクラスは、参観・試食会・遠足など参加しません。 
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