
平成２９年度　和歌山市公立幼稚園 未就園児のつどい

幼稚園名 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
１0日(水） 28日（水） 11日(火） １９日(火） １４日（土） １日(水） １９日(火） １７日(水） 20日(火）

ようこそいらっしゃい
園庭で好きな遊びをしよう

つくってあそぼう
七夕かざりをつくろう

水遊びをしよう
※雨天の場合は「水遊びの
おもちゃを作ってあそぼう」

子育てひろばの方が来てく
れます
みんなであそぼう

かわいいおきゃくさま
未就園児の競技に参加しよ
う

つくってあそぼう
楽器をつくってあそぼう

子育てひろばの方が来てく
れます
みんなであそぼう

からだを動かして
あそぼう

子育てひろばの方が来てく
れます
みんなであそぼう

12日(金） ９日(金） １４日(金） １５日(金） ７日(土） １７日(金） ９日(土） １９日(金） ９日(金）

砂場で遊ぼう たのしく遊ぼう 水遊び みんなで遊ぼう 運動会☆時間は変わります からだを使って遊ぼう たのしい発表会☆時間は変
わります

作って遊ぼう 幼稚園体験

１８日(木） 14日(水） 7日(金） 7日(木）・30日(土） 7日(火） 11日(月） 19日(金） 2日(金） 2日(金）

ひよこさん初めの会
「いっしょにあそぼうね」

砂場でどろんこあそび「どろ
んこになってあそぼう」

七夕の会「七夕の会をしよ
う」

7日(木）水あそび・プール
30日(土）運動会にご招待

みなとようちえんたんけん
「すきなへやであそぼう」

リトミックあそび
「たのしくからだをうごかそ
う」

発表会
「いっしょにはっぴょうかいを
みよう」

節分あそび
「おにたいじをしよう」

ひよこさんおわりの会
「またいっしょにあそぼう
ね」

１２日(金） ９日(金） １４日(金） ８日(金） １４日(土） 16日(木） ９日(土） １２日(金） ９日(金）

“外遊びをしよう”　園内の
遊具や砂場で楽しく遊びま
す。(雨天室内遊び)

“色水遊びをしよう”着替え
を用意して下さい。　(雨天
室内遊び)

“プール遊びをしよう”ビーチ
サンダル・水着・着替えなど
ご持参下さい。 (雨天室内
遊び)

体を使ったあそびをしよう”
簡単な運動あそびの予定で
す。(雨天室内遊び)

“運動会に参加しよう”　途
中の休憩後、かけっこがあ
ります。（天候により翌日に
変更）かけっこの時間は園
のHPでお知らせします。9時
～12時

“影絵を観よう”影絵劇団
「ねこのひげ」の公演鑑賞

“生活発表会に参加しよう”
９時から発表会が始まりま
す。9:00～11:30

“おめんをつくろう”鬼や好き
な動物のお面をつくって遊
びます

“お店やさんごっこをしよう”
在園児がお店屋さんになり
ます。年長児が作ります。
楽しくお買いものをしましょ
う。“修了証書”をお渡ししま
す。

16日(火） 13日(火） 4日(火） 12日(火） 3日(火） 14日(火） 9日(土） 16日(火） 13日(火）

春を見つけよう 砂場で遊ぼう 水遊びをしよう リズムに乗って 運動会ごっこ 河川敷で秋見つけ わくわくステージ 人権感覚を育てよう お店ごっこ

16日（火） ７日(水） ６日(木） １２日(火） ８日(日） ２８日(火） １９日(火） ３１日(水） １６日（金）

幼稚園探検をしよう！ 砂場で遊ぼう！
（雨天時）新聞紙って　　　た
のしいね！

水遊びっていいきもち！（雨
天時）水鉄砲を作ろう！

運動会遊び！楽しいな！ みんなでよーい　ドン！雨天
時9日に延期

ふれあい遊びって楽しい
ね！

サンタさんに会いたいな！ 鬼は～そと！福は～うち！ お部屋へご招待！

２６日(金） ９日(金） １４日(金） ２２日(金） ２０日(金） ７日(火）・２５日（土） ２６日(金） ９日(金）

なかよし広場入級式
・みんなで楽しく手遊びをし
たり踊ったりします。

砂遊びをしよう（雨天時は屋
内で遊びます。）

水遊びをしよう（雨天時は屋
内）汚れてもいい服と着替え
を用意してください。

体を動かして遊ぼう
・遊戯室で、体を動
　かす遊びを楽しみ
　ます。

作って遊ぼう ７日（火）踊って遊ぼう
２５日（土）生活発表会にご
招待・在園児と一緒に楽しく
歌や踊りをします。

ふれあい遊び 園内探検　終了式
・園庭や保育室を
　探検します。

９日（火）２７日(土） ２９日(木） １４日(金） １９日(火） １３日(金） ８日(水） １９日(火） １５日(月） １５日(木）

９日園庭で遊ぼう・砂場・ブ
ランコ・滑り台で遊ぼう。
27日運動会
・かけっこをしておみやげを
もらおう。※9時～12時まで
雨天の場合は28日（日）

笹飾りを作ろう
・色々な笹飾りを一緒に作
ろう。（飾りを付けて笹を
持って帰ってね。）

水遊びをしよう
・シャボン玉・色水などで遊
ぼう。

作って遊ぼう
・色々な素材を使い、作って
遊ぼう。

体を動かして遊ぼう
・ジャンプしたり、転がったり
して、色々な動きを楽しも
う。

焼き芋パーティー
・ほかほかのお芋を食べよ
う。
※１３：００～１４：３０まで

クリスマスパーティー
・園児の歌や合奏を聞いた
り、一緒に歌ったりしよう。

お部屋で遊ぼう
・お話を聞いたり、手遊び歌
を歌ったりしよう。

お店屋さんごっこ
・加太幼稚園のお店に行こ
う。（園児が作った商品を買
いに来てね。）

10日（水） 7日（水） 12日（水） 20日（水）30日（土） 8日（水） 1日（金） 24日（水） 21日（水）

一緒に遊ぼう！
（市）子育て支援課
家庭教育指導員をお招きし
て、手遊びやふれあい遊び
をして楽しみます。

一緒に遊ぼう！
『語りの森』の方をお招きし
て、手遊びやふれあい遊び
をして楽しみます。

一緒に遊ぼう！
『語りの森』の方をお招きし
て、手遊びやふれあい遊び
をして楽しみます。

一緒に遊ぼう！幼小合同運
動会におみやげ競走で参加
しよう！

一緒に遊ぼう！
『語りの森』の方をお招きし
て、手遊びやふれあい遊び
をして楽しみます。

一緒に遊ぼう！
（市）子育て支援課
家庭教育指導員をお招きし
て、手遊びやふれあい遊び
をして楽しみます。

一緒に遊ぼう！
『語りの森』の方をお招きし
て、手遊びやふれあい遊び
をして楽しみます。

一緒に遊ぼう！
（市）子育て支援課
家庭教育指導員をお招きし
て、手遊びやふれあい遊び
をして楽しみます。

１９日(金） ２３日(金） ４日(火） ３０日(土） ２４日(火） １７日(金） ９日(土） ２６日(金） １６日(金）

入級式 どろんこで遊ぼう 水遊びをしよう！ かけっこをしよう！(幼小合
同運動会)雨天順延

たんけんごっこ！ 作って遊ぼう！ なかよし発表会に
参加しよう！

好きな遊びをしよう！ 修了式

１７日(水） ２１日(水） ５日(水） ２０日(水） １４日(土） １５日(水） ６日(水） １７日(水） １４日(水）

ようこそ！わさっこひろばへ
「ようちえんをたんけんしよ
う」

おえかきしよう みずあそび（水着・タオル・
帽子・ビーチサンダル等を
ご用意ください）

バルーンであそぼう 元気にかけっこしよう幼小
合同運動会に参加

新聞紙であそぼう 踊ってあそぼう！ 作ってあそぼう わさっこ広場おしまいの会
「遊びに来てくれてありがと
う」

２７日(土） １６日(金） ４日(火） １５日(金） １９日(木） １５日(水） １２日(火） ３０日(火） ２日(金）

ようこそ運動会へ　　※か
けっこをしよう

いっしょに遊ぼう たなばた飾りをしよう お月見会をしよう やきいもパーティーをしよう かげ絵をみよう ミニ発表会へようこそ お店ごっこをしよう 節分あそびをしよう

２６日(金） ３０日(金） ７日(金） １日(日）２０日(金） ２４日(金） ２１日(木） ２６日(金） ２３日(金）

５歳児あやめ組のみんなと
一緒に遊ぼう

４歳児ばら組のみんなと一
緒に遊ぼう

七夕の集いに参加しよ
う！！（ねがいごとを笹に飾
ろう）

１日幼稚園小学校合同運動
会に参加しよう！（未就児
園児のかけっこ)
２０日すいけん公園で遊ぼ
う！

４歳児ばら組さんとクリスマ
スの準備をしよう！

お楽しみ会に参加しよう！ 豆まきをしよう！ 園児全員と一緒に遊ぼう！

和佐
４７７－０１６７

(１０時から１１時）

西脇
４５５－１９９６

(１０時１５分から１１時
１５分）

岡山
４２２－４５８３

（１０時から１１時）

中之島
４２３－７９６６

(１０時から１１時）

園からのお願い
参加される時は、水筒・タ
オル・着がえ・上靴等をご

用意ください

湊
４５５－３８２２

(１０時から１１時）

本町
４２２－８２５７

（１０時から１１時)

芦原
４２４－７９５７

（１０時から１１時）

宮前
４２３－３１３３

(１０時から１１時）

（就園前の幼児とおうちの方のつどい）☆詳しくは，各園にお問い合わせください

雑賀崎
４４５－３１１２

（９時３０分から１０時３
０分）

西和佐
４７１－３０８３

（１０時から１１時）

加太
４５９－０３５６

(１０時から１１時３０
分）

紀伊
４６１－０３７１

(１０時から１１時）

山口
４６１－００８４

(１０時から１１時）


