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ふ じ組 （
五歳児 ）
《
どうや って大きくなるのかな？
調べてみよう！育 ててみよう！
～栽培保育を通して～》
今年度から給食 の内容が少し変わり、ご飯やおかずは
年齢にあ った量を提供したり、おかずが２品から３品に
変わりました。初めは、野菜がた っぷり入 っているおか
ずに戸惑 っている子もありましたが、給食室 の先生とも
連携を取りながら、よく噛んで食べる事、色 々な食材 の
味を楽しみながら 一緒に食べる事等、繰り返し知らせな
がら食事をしている所です。
ふじ組では今、部屋 のベランダでほうれん草を栽培し
ています。以前給食にほうれん草がでた時に、残食がと
ても多 い日がありました。残食がたくさんあ って悲しか
った事を給食室 の先生がお話しに来て下さり、調理前 の
ほうれん草を触 ったり、匂 いをかいだり、触れてみる時
間を作りました。「
ほうれん草 ってどうや ってできるか知
ってる？」と聞かれると 「
わからん…」「
畑になるじゃな
い？」と言う子ども達。「
給食 の先生、ほうれん草がどう
や って大きくなるのかわからなくて、ふじ組 のみんなで

調べてみてもらえな い？」とお願いされ、 「
いいよ！」
「
調べてみるけ！」と大張り切りでした。保育者も早
速野菜 の本等を集めて準備すると、本 のイラストを見
ながら必要な物を調べたり、お家からどうや って育 て
るのかを聞 いてきてくれた子もありました。調べた事
を紙にかいてまとめたり、 「
種をまくだ って」 「
いっぱ
い（
葉 っぱが）でてきたら、間引くだ って」「
種はいな
いとかスーパーにも売 ってあるだ って」等と、聞 いて
きた事をみんなに発表してくれたのですが、『
本当に種
からほうれん草ができるのかな…？』と、思 い始めた
子ども達 の中から 「
育 ててみたいな」
という子もあり、
みんなで相談してほうれん草を育 ててみる事になりま
した。
その後、植えるためには何が必要な のか、どんな手
順で植えるのかも調べてみんなで種を蒔きました。現
在も成長過程を観察中です。子ども達も、毎朝登園す
ると、ベランダを のぞく事が日課にな ってきています。
また、先日は夏野菜 の苗植えをしたり、給食室 の先
生から、給食に出た“豆苗” の根をもら って観察をし
ました。「
それ って水に つけといたらまた葉 っぱが伸び
るだよ」と家で経験した事 のある子もあり、『
どうや っ
て伸びるの？』と毎日水替えをして観察しました。 １
週間たち、メジ ャーで長さを測 ってみると２５センチ
程にまで伸びていて 「
すご い長くな ったな～」と驚 い
ていました。
色 々な野菜に触れたり、育ててみる事で育 て方や成
長過程を知 ったり、お世話をする事で好きな野菜だけ
ではなく、苦手な野菜にも興味 ・関心が広が っていけ
ばと思 っています。
保護者 の方にも、子ども達がわからな い事をお聞き
する事があると思 います ので、ぜひ子ども達 のお話を
聞 いてみて下さ い。大人が答えを出してしまう事は簡
単ですが、興味をも った事や疑問に思 った事を調べた
り、聞 いたり、相談しながら、自分で考えたり、工夫
する力を つけていきたいと思 います。 （
福井 梨紗）

陽 の方を向 いとる！」と気づき、野菜が元気に育 つに
すみれ組 （
四歳児）
は 「
水も太陽もたいせ つだなぁ」と分かりました。
そして大きく育 った豆苗が給食 の 『マリネ』で出さ
《早く大きくな ってね
れると、「
わーおいしい」と苦手な物も食べれる様にな
ってきました。
。豆苗はビタミンＡという栄養があ って
～夏野菜 の苗植え、豆苗を育 て食べたよ～》
目や髪 の毛が元気になるだ って」と話すと、 一層食 へ
の意欲に つなが っていっています。
こいのぼりが元気よく泳ぐ前園庭には、さくら組 の時
今年 の給食は三菜 一汁と野菜が多くなり、子ども達
に植えたイチゴが赤く実り、皆で収穫して 「
ちょ っと酸 も 『
し っかりよく噛んで』を目標に食べています。
っぱ いけどおいしいな！」と言いながら食べているとこ
そして、毎月旬 の野菜を皮むきしたり、身近に育て
ろです。
ていく中で、自分達 の体 への栄養に ついても知 ってい
そして、すみれ組で今年も夏野菜を第 ２園庭 の畑に苗 く事が出来ています。これからも食 への興味等を感じ
植えました。始めに、夏野菜 ってどんなものがあるの？ ていけるよう、子ども達と 一緒に夏野菜 の生長を観察
と、科学絵本 『
野菜 ノート』で調べてチームごとに相談 し育 てていきたいと思 います。
（
木戸浦 美和子）
し、『
きゅうり、なす、おくら、かぼちゃ、ピー マン』を
植えることになりました。
当日は、朝から 「
今日野菜植えるだよな！」と張り切
っていた子ども達。植える前に、科学絵本を見ながら夏
野菜を食べると暑 い夏でも体を冷やしてくれて元気で過
ご せる事、今 日植える野菜 はどこの国から生まれた の
か？きゅうりは中国、なすはインド、ピー マンは南 アメ
リカ、おくらは西アフリカ、かぼちゃはアメリカから生
まれたと話すと、早速世界地図で「
ここが中国だよな？！」
と確認している子もいました。実際苗を手に取り、観察
もしながら 「
かぼちゃの葉 っぱは丸いな」「
茄子の茎は同
さくら組 （
三歳児）
じ紫だ」等発見した事を発表していました。
その後、畑に行きそれぞれ担当 の苗を植える時は、園
《
おおきくそだ ってね ～食育を通して～》
長先生にも植え方を教えてもら いながら、穴を掘 ったり
優しく苗を植えて 「
水やりをしながら 「
早く大きくな っ
昨年度はゆり組でミ ニト マトを育 てていた子どもたち
てよ」と声を掛けている子もいました。その他、すみれ
ですが、
今年も野菜を育 てるのはどうかな？と提案すると、
組は給食 の食材で使用された 『
豆苗』という野菜を （
給
「
やりたい！」と張り切 っていました。みんなでどんな野
食で使用した根 っこ）部屋で育 て、交替で当番が水替え
菜を育 てるのか相談をし、「
ト マト」と 「
きゅうり」を育て
をしてきました。「
先生、すご い伸びとる」と、メジ ャー
ることに決まりました。
で高さを測 ったりしながら毎日観察しました。その中で、
科学絵本 「
ト マトのひみ つ」を読みながらト マトの葉や
育 てる場所で色 の違 いや、
苗の伸びている方向を見て「
太
茎には白 い毛が生えていて、虫が嫌 いなにおいを出して寄

せ付けな いようにしていることや、ト マトは始めから赤
い実ができるわけではなく、緑色 の赤ちゃんト マトがだ
んだん大きく赤くな って大人のト マトにな っていくこと
を知りました。
実際に野菜 の苗を手に取ると、 「
ホントだ！ 毛(が チ)
クチクする」と話したり、鼻を近づけた時に毛に触れ、
「
痛 い！」と話す子や、 「
なんかト マトのにおいがする」
と話す子もあり、苗を観察して色 々なことを発見してい
た子どもたちです。苗を植える時には、茎や葉が折れな
いように優しく持 つことや、ポ ットから取り出す時には
苗をひ っくり返して取り出すことなどを伝え、みんなで
交代しながら苗を植えてお水をあげました。「
お っきくな
ってね～」と手を合わせてお願いしたり、「
お っきくな～
れ！」と掛け声をかけている姿がとても微笑ましか った
です。
植えた後も、部屋に 「
ト マト」や 「
きゅうり」の絵本を
用意していると、絵本を広げて 「
これ植えたよな～」「
ま
だできんかな？」と話している姿も見られ、生長を楽し
みにしている様子が伺えました。先日観察した時には、
まだ大きくな っていな い苗を見て 「
ち っちゃいな～」と
話していましたが、「
花が咲 いとる！」と黄色 い花が咲 い
ていることにも気づき、生長を喜ぶ姿も見られました。
当番活動に 「
水やり」も取り入れ、これから の生長も観
察していこうと思 います。
また、先日は 「
たけのこ」の皮むきもしました。給食
では皮がなく、食べられる状態でたけ のこが出てきます
が、皮が ついたままのたけのこを見るのは初めての子も
あり、「
わぁ～！すご い！」と歓声をあげている子もいま
した。小さなものから大きなものまで色 々な大きさ のた
け のこがあり、友達と 一緒に夢中にな って皮むきを楽し
んでいました。皮 の色が段 々変わ ってくると 「
しろくな
ってきたよ！」
と更に盛り上が っていた子どもたちです。
実際に食材に触れることで、食 への興味も広がり、給食
の時にも食事に入 っている食材を見て 「
これはなに？」
と聞 いたり、「
これは○○かぁ？」と食材に ついての会話
もたくさん聞かれるようになり
ました。
野菜が苦手な子いますが、自
分たちで育 て、
収穫する経験や、
食材に触れることを通して食 へ
の興味や 「
苦手だけどちょ っと
食べてみよう」という意欲にも
つなげていけたらと思 います。
（
小椋 真由美）

ゆり組 （
二歳児）

《ツルツルの紙にお絵描きしたよ》

ゆり組に進級して、早くも二ヶ月が経とう
としています。
大きく二 つのグ ループになり、
ばななとぶどうという名前を つけました。
そこから更に小さ い小グ ループになり、ぱ
んだ、きりん、ぞう、くま、こあら のチーム
で活動しています。 いろいろなチームやグ ル
ープがありますが、少しず つ自分 のチームを
覚えてきて、チーム毎での活動にも慣れてき
ました。そのため、天気 の良 い日でも、先に戸外に出るチ
ームと、中での遊びを楽しんでから戸外に出るチームに分
けたりしています。雨の日の室内遊びだけでなく、その時
間も利用して、糊を使 ったり、 シー ルを貼 ったり、 スタン
ピングしたり、お絵かきしたり…と様 々な造形遊びを楽し
んでいます。
先日、ナイ ロンを貼 った画用紙に、 マーカーペンでお絵
描きをしました。活動を始める前に、「
今日はこれにお絵描
きしてみるよ」と話すと、「
なにこれ～」といつもとは違う
素材 の紙に興味津 々。自分で マーカーペンを選んで、早速
描き始めていました。 ファー ストタ ッチで、画用紙にクレ
ヨンで描く時とは違 って、滑りがよく スラ ッと描ける感覚
に、「
お っ」と不思議そうにしていました。すらすらと描け
ることが嬉しくて、腕を大きく回したり、左右に動かした
りと、大胆に動かして 「
ぐるぐる～」と円を描 いたり、「
し
ゅーしゅー」と線を描 いたり。「
みて、かけたよ」と嬉しそ
うに見せてくれます。 「
ちゅるちゅるラーメン」 「
線路みた
いだね」と描 いたものに名前を つけている子もいました。
ぐるぐるのうずまき線を描 いたら 「
あーんして食べていい
ですよ～」と描きながらも想像を膨らませたり、画用紙 の
隅に のような印を描き 「
はい、お っけー」とチ ェックし
ている子もいたり、丸を描 いたり、友達 の真似をして点を

描 いたり。中には、イメージが出来ていて、「
ふきながし
描 いたよ」「
パン工場」とそれらしき形を描 いている子も
いました。楽しみ方は、本当に様 々でしたが、どの子も
自分 の思 ったように、
“描く”ということで表現していま
した。
活動終了後には、 「
ツルツルにお絵描きしたなぁ」 「
面
白か ったな」と満足そうに話していました。
『
お絵描き』というと、画用紙や普通紙に描くという
イメージをしがちですが、 いつもとは違 った素材 の紙に
お絵描きをすることで、また新たな面白さを発見した子
どもたち。固定概念にとらわれず、素材 一つ変えるだけ
でも、また違 った面白さがあるのだな～と私たち保育教
諭も気づかせてもら いました。お絵描きだけではなく、
他 の遊びでも様 々な素材 のものを使 って“面白 い！”を
感じながら、これから の遊びも楽しんでいきたいと思 い
ます。
（
伊藤 美月）

たんぽぽ①組 （一歳児）
《
戸外は新しい発見が いっぱ い》
木 々や草 の新緑が鮮やかな季節になりました。五月
は天気 の良 い日が多く、裏園庭、第二園庭で砂で遊ん
だり、体を動かして遊んだり、園周辺に散歩にも出か
け、先日は土手のぼりや初めて石垣登りにも挑戦して
サイクリング ロードを歩く等、遊びの範囲も広がり、
毎日戸外での遊びを楽しんでいます。
戸外に出ると いろいろな音が聞 こえ てきます。『
ち
ゅんちゅん』『
ぴぴ っ』と鳥 の鳴き声が聞こえると、「
な
んのこえ？」と鳴き声 のする所を探します。畑や道路
を歩 いている鳥が いると、
立ち止ま ってじ っと見 つめ、
「
お っお っ」と少しず つ近づく子どもたち。中にはチ

ョンチ ョンと飛ぶようにして歩 いている様子を見て、同じ
ように跳ねるようにしてみている可愛らしい姿も。
そしてパーと飛び上が って行 ってしまうと、「
おー」とび
っくりした表情で目で追 っています。「
すずめが飛んで行 っ
ちゃ ったね」と話しかけると、「
うん」とうなずきまた歩き
はじめます。『
ブ ロロー』『
ブーン』と郵便バイクの音や、
飛行機 の音が聞こえると、また音 のする方を探してじ っと
見ています。保育者が 「
郵便屋さんがお手紙どうぞ ってお
仕事しているよ」と話しかけると、手でどうぞと渡すよう
にして、表現してこたえる子もあります。
虫にも興味津 々。歩 いている途中、ありやダ ンゴ虫が歩
いていると、立ち止まり、「
なんだろう？」としゃがむとじ
ー っと見て、捕まえようとしたり、草 の中に保育者がてん
とう虫を見 つけ、「
いたよ」と知らせると、すぐにそばに駆
け寄 ってきます。手に乗せてみせると、すぐに 「
ちょうだ
い」と手を伸ばす子もあります。
また、道端には様 々は草花も生えています。たんぽぽを
見 つけると、摘んで見たり、綿毛があると、ふー っと息を
吹きかけて飛ばすことを楽しむ子も。五月はカラスノエン
ドウ の豆がたくさんあり、保育者が笛を作 って 「
ぴー っ」
と鳴らすと、側に来てじ っと見て、笛 の音を聞き、「
○○ち
ゃんも」と鳴らすことに挑戦。息を吹きこむことは難しい
のでまだうまく鳴らすことはできませんが、色 々な物に興
味を持 っています。
そして、 コバンソウがたくさん生えていて、振 って遊ん
だり、穂を指先で つまみ、ちぎ って遊んだり、自然 の中で
手指をたくさん使 って遊んでいます。
一歳児は探索が盛んな時期で、何か見 つけると、その度
に立ち止まり、五感をフルに働かせて、見たり触 ったり聞
いたりしながら周りの世界を感じ取 っています。
これからも四季 の変化を感じながら、子どもたち の発見、
驚き、 「
なんだろう？」 「
おもしろい」など、その思 いを子
どもたち の目線にな って、 一緒に楽しんでいきたいと思 い
ます。

（
日置 智早子）

たんぽぽ②組 （一歳児）
《
えほんだーいすき》
新しい部屋や担任に慣れ、笑顔で過ごす時間が日に
日に増えている子どもたち。そんな子どもたちが大好
きな物 のひと つに絵本 の読み聞かせがあります。
毎日、朝 の会で二～三冊絵本を読んでいます。保育
者が、わらべうたの 『
おすわりやす いすど っせ～』
と歌うと牛乳パ ックで作 った椅子にそれぞれが座り始
めます。皆が座るのを確認し、『
はじまるよ ったら は
じまるよ～』とお話を始める前 の歌を歌うと“今日は
何 のお話かな？”と期待して保育者 の顔を見て待 って
います。
子どもたち の好きな絵本 の中に『
おひさま あはは』
という絵本があります。「
おひさま あはは おおきな
きが あはは ことりが あはは …あはは」とあは
はが繰り返されます。繰り返し読んでいる中で、「
あは
は」と保育者が言うタイミングで 一緒に、「
あはは」と
口々に言 ったり、中には絵を見ながら 「
お ・ひ ・さ ・
ま」「
こ ・と ・り」の部分も真似て言 っている子もいま
す。
『
あ っぷ っぷ』という絵本では、だるまや動物、お
母さんとにら っめ っこをします。「
あ っぷ っぷ」のタイ
ミングで口をとがらせたり、頬を膨らませたり…と思
い思 いの顔で絵本 の動物たちや保育者とにらめ っこを
します。そんな顔を見ていると、思わず保育者も笑顔
になります。
先日、保護者さんからノートを通じて絵本 のエピソ
ードを伝えてもら いました。
親子で書店に行かれた時、
園で読んでいる絵本に出会 い、お子さんが、お母さん
に表紙を見て 「
あ っぷ っぷ」と伝えたり、ページをめ
くる前にも絵本に出てくる言葉を教えてあげたりした
そうです。お母さんに伝えてあげられるほどよく覚え
ていたんだなと、関心すると同時にほほえましく思 い

ました。
大人の言葉やしぐさを真似して言葉を覚えていくこの時
期。子どもたちが興味を持 った絵本を通して繰り返し読む
中で、言葉を沢山育んでいきたいと思 っています。
徳(田 裕子 )

もも組 （
０歳児）
◎九 ヶ月～ 一歳児児、四ケ月児
《
わらべうた って心地いいな》
新年度が スタートして二ヶ月。新入園児 のお友だちも
少しず つ生活リズムが整 ってきて、笑顔であそびを楽し
む姿が増えてきました。五月は良 い天気が続き、戸外で
はカラスノ エンドウや コバンソウに触れたり、てんとう
虫などを見たりと、たくさんお散歩を楽しんだ子どもた
ちです。

そんな大好きなお散歩に出る前 の時間に、わらべう
たあそびを楽しんでいます。中でも ハンカチ遊びは子
どもたち の大好きな遊びの 一つです。 “じ～じ～ば
あ”というわらべ歌に合わせて、布で顔を隠したり、
布をはぐ ったりしていな いいな いばあ遊びを楽しんで
います。布がはぐれて保育者と目と目が合 った時 の満
面の笑顔とケラケラいう笑 い声。何度も繰り返し遊ぶ
うちに、
“ばあ！”の部分に合わせて、自分で布をと っ
たり、保育者 の動きを真似て ハンカチを揺らしたりす
る姿も見られるようになりました。ある時、保育者と
四か月児が布で 「
いな～いいな～いばあ！」をして遊
んでいると、 一歳児が四か月児 の正面から 「
ばあ！」
と布をはぐ ってくれて、四か月児はケラケラ大笑 い。
小さ いながらも子ども同士のやりとりにほ っこりとし
た瞬間でした。
もう 一つのお気に入りはお手玉遊びです。“ぼうずぼ
うず” のわらべうたを歌 いながら、最後に子どもたち
の頭 の上にお手玉をポ ンっとおきます。
“あれ っ”とい
う表情で頭を動かしたり、手で伸ばしてとろうとした
り…。
ポトンッと下に落ちると、「
あ っ」
と声が出たり、
にこ～ っと笑 ったりして喜んで遊んでいます。
わらべうたのゆ ったりとしたリズムで、大好きな大
人と触れ合 いながら遊ぶことで、穏やかな気持ちにな
り、情緒 の安定にも つなが っています。わらべうたを
通して布やお手玉を手で握 ったり、くすぐ ってもら っ
たり、そんな皮膚 への刺激は身体 の感覚機能 の発達も
促してくれるとも言われています。
これからも、子どもたちと目と目、気持ちを合わせ
ながら、
“わらべうた って心地いいな”と思えるような
時間を 一緒に楽しんでいきたいと思 います。
澁(谷 美緒 )

五月十八 日に関金総合 運動 公園 ・多 目的広場
です みれ組 の親 子遠 足を実施 しま した。当 日は
天候 にも恵 まれ、親 子 で 『
ぱ んぱ んぱ んやさ んに
おか いも の』
、クラ ス皆 で 『
ジ ャンケ ン列車』を
したりと、ふれあ いあそびを しま した。そ の後、
３チー ムにわ かれ、ミ ニ運動会。皆 で 『元気が 一
番 い っとう し ょう体操』を して準備 運動を して
から行 いま した。親 子 でたくさ ん触 れ合 い、チー
ムで協 力 し合 いながら楽 しみま した。 中 にはチ
ー ム内 で順番を決 め る のにな かな か折 り合 いが
つけれな い姿や勝ち負 け に涙が出 る子 の姿 もあ
りま したが、親 子 でそ してチー ムで力を合 わ せ
ながら行う こと で、笑顔もたくさ ん見 る ことが
できま した。そ の後、待ち に待 ったお弁当 タイム
や おや つ釣 り、親 子 でボ ー ル遊 びや シャボ ン玉
など、 ゆ ったりと した時間 の中 で遠 足を楽 しみ
ま した。
また、今年度 も、キー ワードと して 「
対話」を
大事 に取 り組 ん で いきた いと考え、保護者 の方
に、親 子遠 足 で子どもさ んと 一緒 に過ごさ れ、子
どもさ ん の良 い所、あらた に発見した こと、楽 し
か った ことなどを子どもさ ん へのメ ッセージ と
して書 いて いただきま した。 お家 の方 の気持ち
は、 子どもたち 一人 ひとり の心 に届 いたと思 い
ます。あ りがとうござ いま した。
一部 ですが、連絡 ノートに感想を書 いて いた
だきま した ので、ご紹介 します。

ミニ運動会、とっても盛り上がりま

したね！子どもたちと同じくらい（も

しくはそれ以上に！？）親も一生懸命

になって、クラス一丸となって楽しめ

たのがすごくよかったです♪○○に妹

が生まれてから、私と 2 人きりで過ご
す時間がなかなかとれていなかったの

で、この親子遠足では 2 人の時間もゆ
っくりとることができ、その点もよか

ったなと思っています！また素敵な思
い出ができました。

ミニ運動会楽しかったです。普段運動不足なので良い運動になりまし
た。子どもたちとあそぶのはやっぱり体力がいりますね。普段は上の子
もいて、○○と 2 人ですごすことはあまりないので、○○との時間をす
ごすことができ良かったです。各学年での親子遠足には初めて参加した
のですが、子どもたちも同じ組どうしで楽しそうでしたし、同じクラス
の保護者の方とお話もでき良い機会になりました。

遠足では終始気分が↑↑で、帰りの車で
も寝ることなく、
「楽しかったなー みん
ながんばったなー」と言ってました。
「は
むすたーチーム」の大人達も本気モードに
なり、なかなかチームワークも良かったで
す(笑)大人気ないですね。けど子供達も自
分達が終っても、まだのチームを応援する
姿をみて、成長を感じました。友達を思い
やる気持ちが芽生えてきましたね。天気も
良く、爽やかな 1 日でとても良かったで
す。日々、弟に手がかかり、○○とじっく
り向き合って遊ぶ事が出来てないので、と
てもいい時間をすごせました。

走って、応援して、笑って、親子
共々楽しい時間を過ごせました。帰
ってからも、
「ぱんぱんぱんやさ
ん」をやったり、
「じゃんけん列
車」の歌を口ずさんだり、楽しかっ
た余韻を引きずっていました。

残念ながら途中参加になりましたが、とても楽しか
ったようで、途中からでも行けて良かったです。ミニ
運動会の企画も、ありがとうございます。いい天気の
中、思いっきり走ったりとんだり笑ったり☆見ている
だけでも楽しく、○○の成長も見られ、本当に良かっ
たです☆

ミニ運動会では泣いてしまった○○ですが、負けてしまってくやしい、自
分はがんばったのに 1 番がとれなかった、と歯がゆい思いが爆発して涙が出
たようですが、お友達もそういった思いで泣いている子達がいて、
「これもま
た成長だなぁ」と感じました。家に帰ってからも、くやしかった思い、楽し
かった事、おしゃべりがとまらない○○でした。

楽しい遠足、ありがとうございました。公園な
どで一緒に遊んでいるつもりでしたが、競争とい
うものもあってですが、思い切り走ったりして遊
んだのは久しぶりでした。遊具がないところでゆ
っくり過ごすのもいいですね！親もリフレッシュ
できました。

ミニ運動会では、子供たちだけでなく、親たちも
大興奮で楽しみ、たくさん体を動かし、大きな声で
応援したりで、盛り上がって良かったです。順番を
決める時、○○が 1 番目をお友達に譲ったり、頭に
虫がついていたのを払ってあげたり、優しい姿が見
れたのが印象に残り、成長を感じられました。

ミニ運動会は、友達と協力しながら、がんばる姿
をみれて、よかったです。また虫や実を見つけると、
すぐに先生に教えてくる！！と言っていて、先生と
お話しするのが、好きなんだなーと伝わってきまし
た。充実した時間をありがとうございました。
ミニ運動会では、勝てないくやしさで涙もでまし
たが子どもの成長も感じました。親子でたくさん触
れ合ってたのしめる工夫がしてあり、役員・先生方
は準備で大変だったと思います。本当にありがとう
ございました。

【
ぱんだ ・ぞう ・きりんルーム】
ねらい
身 の回りを清潔にすることの大切さを知り、進んで
する。
○汗を拭く。
○衣服の調節をする。
○ ロッカーの整理、汚れ物の始末をする。
○手洗 い、うがいをする。
○ コップ 歯ブラシを自分で出し入れしたり、ノートは
カバンの中にきちんと入れる。 三(歳児 )
◎ご っこあそび
・ままごとあそび
◎わらべうた
・なべなべそこぬけ ・ひらいた ひらいた

･

★ふじ組 （五歳児 ）
《
食 育》
○昼食、おや つの献立名や材料、栄養に ついて知る。
○野菜 の皮むき （
じゃがいも ・にんじん など）をする。
○ちまき作りをする
○おくら ・えだまめ ・とまと ・きゅうり ・かぼちゃの成長
を観察する
・交代で水やりをする
・草取りをする
・支柱にテープで印を つけ、野菜 の成長をメジ ャーで測る
《
文字、数あそび》
○書道教室 の準備を写真カードを見ながらする。
・グリ ップを使用し鉛筆を正しい持ち方で持 つ
・ナミ、ジグザグ、グルグルなどえんぴ つで描く

・迷路をする
・ひらがなカードを使 ってあそぶ
・ひらがなを読んでみる
《
運動あそび》
○鉄棒
・補助されて逆上がりをする
○縄跳び
・連続前跳びをする
・かけ足跳びをする
○竹馬
・介助されながら乗 って進む
・自分で竹馬に乗 って重心を前にかけながら足を前に出す
《
ちび っこ探検隊》
・あやめ池公園でショウブ ・アヤメ ・生き物の観察を
する
・笹 の葉に ついて知る （
大きさ、匂 い、感触など）
・モリアオガ エルの卵の成長を観察する
・雨の打吹山を歩き、木や地面の様子を観察する
《
季節 の歌》
・時計 の歌

★すみれ組 （四歳児 ）
《
食 育》
○夏野菜 （
きゅうり ・おくら ・かぼちゃ ・なす ・ピー マン）
を観察する
・水やり ・草取りをする。
・支柱にテープで印を つけ、夏野菜 の成長をメジャーで測
る
○ちまき作りをする
《
文字 ・数あそび》
・ひらがなカードを読む。
・数字を読む。 「
すうじの歌」を歌う
《
運動あそび》
○ボールあそびをする
・できるだけ上や遠くに投げる
・下投げ遠投 ・先生と下投げパス

・落として両手で つかむ
○縄跳び
・長縄
「
あちこちタ ッチまたぎ跳び」 「
小波跳び」
・短縄
「
前回し跳び」
○ マット
・クモ歩き ・前転をする
《
ちび っこ探検隊》
・打吹山でいろいろな草花や虫に興味をもち図鑑で見
つける。 （
色や形大きさなど）
・あやめ池公園でショウブ ・めだか ・ヤゴ ・トンボ の
観察をする。
《
季節 の歌》
・お つかいありさん ・あめふりくまのこ

★さくら組 （三歳児 ）

《
食育》
○ト マトときゅうりの世話をする
・交代で水やりをする
・支柱にテープで印を つけ、ト マトときゅうりの成長を知
る
《
言葉》
○ひらがなカードであそぶ
・言葉集めをする
・カルタとりをする
《
運動あそび》
○ボール
・ボールを落として抱いてつかむ
・上手でボールを投げたり受けたりする
○鉄棒
・ぶら下が って足の裏を鉄棒に つける
・保育士に両手を持 ってもらい、尻あがりをする
・鉄棒にとびあが って腕支持をする
○ギャロップをする

《
戸外あそび》
○梅雨期の生き物に触れ観察する
・小雨や雨あがりの日に戸外を散歩し、カタツムリ、
カ エル、アジサイなどの生き物を観察する
・図鑑等を使 って生き物の特徴を知る
《
造形》
・折り紙をする （
カタツムリ ・カ エル 等）
・サインペンで絵を描く
《
季節 の歌》
・かた つむり ・数字 のうた

ゆり組 （
二歳児）
・ 自分で好きなあそびを見 つけ、友だちと関わ ってあそ
ぶことを喜ぶ。
・ 保育者に手伝 ってもらいながら、衣類 の着脱を自分で
しようとする。
食 育
○ミ ニト マトの生長を観察する。
・水やりや草取りなどのお世話をする
戸外あそび
○散歩に行く。
・トト ロの道で魚釣り遊びをする。
・オタ マジ ャクシ ・カタツムリ ・ザリガ ニ等 の小動物や
シロツメクサ アジサイ等 の草花を見たり触れたりし
て興味 ・関心を持 つ。
○砂あそびをする。
・保育者に手伝 ってもらいながらカ ップで型ぬきをする。
それを使 ってままごとあそびをする。
○運動あそびをする。
・河川敷であそぶ。 （
し っぽとり等 の簡単なルールの
あるあそびを楽しむ。土手すべりをする。
）
室<内あそび >
○手先を使 ったあそびをする
・油粘土で遊ぶ

・お絵かきを楽しむ
○運動あそび
・跳び箱 ・マット ・滑り台等を組み合わせたあそびを楽し
む。
○表現あそびをする。
・曲に合わせて体を動かしたり、色 々な動物になりき っ
て身体表現をする。
○わらべうた
「
でんでんむし でむし」
「
おかごぎちぎち」
○絵本を見る。
「
どろだんご」
「
かえるくんのみずたまり」

たんぽぽ組 （一歳児）
・保育者や友だちと 一緒に、好きなあそびを見 つけ体を
動かしてあそぶ。
・スプーンを下から持ち、食べる。

<

戸<外あそび >
○散歩に行く。
・カタツムリ ・オタ マジ ャクシなどの小動物を見て、
興味を持 つ。
・ボールや縄を使 ってあそぶ
・土手登りをする。
○北側園庭であそぶ
・砂、泥あそびをする。
・サーフ、Ｌ字トンネ ルであそぶ
室<内あそび >
○ホールであそぶ。
・滑り台 ・ジャンボ マット ・跳び箱など、体を使 って体を
動かすことを楽しむ。
・音楽に合わせて、保育者 の真似をしてあそぶ。
・ボールを投げたり蹴 ったりする。
○粘土やお絵描きをする。

・ちぎ ったり、丸めたりしながら粘土の感触を楽しむ。
○簡単なままごとあそびをする。
○ひも通し ・パズ ルボ ックス ・型はめパズ ル ・スプーンあ
そびをする。
○わらべうたあそび
「
ぎ っこば っこひけば」 「
でんでんむし でむし」
○絵本を見る。
「
こぐまちゃんのどろあそび」
「
おどります」

もも組 （
０歳児）

戸<外あそび >
○五か月児～十三ヶ月児
・ベビーカー ・散歩車で散歩に出掛ける
（
おたまじゃくし ・カタツムリ、あじさいを見る）
）
・第二園庭の大型遊具であそぶ （一歳児）
室<内あそび >
○九 ヶ月児児～十 ヶ月児
・
大型ク ッションと マットの山であそぶ。（
腹ば い、ずりば
い、四 つ這いで登り降り）
・小麦粉粘土であそぶ。
○十 一ヶ月児～十三ヶ月児
・板の坂道を登り降りしたり、トンネ ルをくぐ ってあそぶ
・木製玩具 （
ノックアウトボール）であそぶ。
・小麦粉粘土であそぶ。
○音あそびをする （
フレームドラム ・レインスティック ・
薄布）
○わらべうたあそび
「
でんでんむしでむし」 「
どんぶか っか」
○絵本を見る。
「
かえるがピ ョーン」 「
けろけろみどり」

<

>

>

･

《あおいかさ》

《ぼく、あめふりお》

作・絵：いしいつとむ
出版社：教育画劇

作・絵：森裕子
出版社：教育画劇

買ってもらった“あおいかさ”がお気に入りの女の子。
強い雨風で飛ばされた“あおいかさ”は一体どこにいったの
か、ドキドキしながら読み進めることができます。雨や風
の音を楽しみながら、丁寧に描かれた美しい絵も楽しめる
絵本です。

てるてるぼうずなのに、行くところではいつも雨。お日
様に会いたくて遠くまで出かけ、一人の女の子に出会うお
話です。女の子と遊ぶ中で、てるてるぼうずくんの気持ち
に変化が起こります。雨の日は「あめふりお」がやってき
たのかなと思い起こさせ、今から雨の日が待ち遠しくなる
ことでしょう。

たんぽぽ①組
『くずかごおばけ』
女の子が「ポイ！」といらなくなったものをくずかごに
捨てるところでは、一緒になって『ぽい！』と口ずさんで
みたり、手を前に出して捨てる素振りをしてみたり、
、けれ
ど捨てられて怒ったおばけが登場し、女の子をくずかごの
中に飲み込んでしまうとみんな『…！』と絵本を静かに見
つめます。少し驚きながらも、おばけたちの「すてたのは
だれだ～」の声に、
『ひひ～』と笑って見せたり、女の子が
外に出て来れると安心したような表情を浮かべてみたり。
子どもたちもハラハラドキドキする面白い一冊です。

ふじ組
『やさいはいきている
～そだててみよう やさいのきれはし～』
野菜の切れ端を水につけて育ててみると、どうなるのかな
…？ふじ組では実際に豆苗の根を水につけて葉が伸びてい
く様子を観察したのですが、本には大根の切れ端は葉が伸
びて花が咲いたり、じゃがいもは葉や根が出てから土に埋
めるとまた新しいじゃがいもができる事等、知らなかった
事もたくさん書いてあり、全て同じように伸びてはいかな
いという事を知って、興味津々でみていました。

わらべうた 【いもむし】

もも組

～０歳児～

『い～も～む～しご～ろごろ♪』の歌を聞きながら、
大きい月齢の子どもは自分でゴローンと寝転がってゴ
ロゴロとリラックスタイム。低月齢の子どもも、保育
者が左右に体をユラユラ揺すってあげると、にこ～っ
と笑顔やそのまま寝返りをすることも…。どの子も大
好きなわらべうたです。

苦情 ・ご意見 ・ご要望にお答えして
副園長 足達 佐恵子
先月流行していた 【
おたふくかぜ】もようやく終息
しホ ッとしていますが、熱中症警報が発令されるよう
な暑 い日があるかと思えば、少し寒 いと感じる日もあ
り体調管理が難 しい日 々が続 いています。
新年度が始まり二ヶ月がたち、子ども達もようやく
新 しい生活に慣れてきて、楽 しんでいる姿が見られ嬉
しく思 います。
そして、前園庭 の木製大型遊具も、や っと使用でき
るようになり、三歳児さくら組 の子ども達も加わり、
朝夕子ども達 の元気な声が響 いています。
この慣れてきた時期に、事故が多く発生しやす い傾
向にあります ので、改めて職員間で今までの事故事例
を振り返り、大きな事故発生にならな いよう気を引き
締めているところです。
今年度も五月中旬よりお茶入り水筒を、さくら ・す
みれ ・ふじ組 の子ども達に持 って来 てもら い、子ども
自身が自分で水分補給ができるようにしました。
しかし、昨年度も保護者 の方から 「
迎えに行 って水
筒 の中味を見たらお茶が減 っていなくて、飲んでいな
いことがわかり、熱中症 のことが心配な ので飲むよう
に声をかけてや って下さ い」
と いう要望があり、
三歳以上児クラ スの職員 で対応を
確認していたところ、ある保護者
から 「
子どもにアレルギーがあり、
麦茶が飲めな いのでほうじ茶を入
れてきています」
と いう ことをお聞きしました。

食事は、保護者と話し合 いをしてアレルゲ ンを除去
した食事を提供させていただ いていましたが、お茶 の
ことまで気が つかず、改めて管理 の仕方などを話し合
いましたが、なかなか良 い考えが見当たらず思案 して
いました。
基本的に園では、アレルギーを持 った子どもさんも
そうじゃな い子どもさんも、 一緒に過ごす中で安全 で
安心した環境を整え てあげるのが園 の果たす役割 でも
あり、園長に相談し、今年は園でお茶を準備し各家庭
から持参 していただ いた水筒 に入れる方法を取らせて
いただくようにしました。
ち ょうど五月二十六日に、三歳以上児クラ スの懇談
会がありました ので、保護者 の方にも説明させていた
だくことができました。
当事者 の保護 の方からもお話をしてくださ ったり、
ある保護者さんからは、園が提供している 「
番茶」は
子どもにと っても、とても良 い飲み物であること、他
の保護者さんからも、「
園で準備してもらうと助かりま
す」 と言う声をお聞きしたと、担任から報告を受け
ました。
早朝に登園される子どもさんには、
すぐにお茶対応ができません ので、
水道水での対応になりますが、職員
の体制が整 ってから各自 の水筒にお
茶を入れるようにします。入れる量が
限られています ので、無くな ったら水道水での対応に
なりますが、ご了解くださ い。
今年度初めての取り組みです ので、職員も気が つか
な いこともあると思 います ので、何かありましたら職
員 の方にお知らせ下さ い。
そして、今回実施させていただ いた三歳以上児クラ
スの懇談会も、次 の日が小学校 の運動会 であることを
考慮しておらず、「
せ っかくですが、前 日準備に行かな

くてはいけな いために、参加 できません」と いうご家
庭が多か った状況でした。
できるだけ小学校と の行事と重ならな いように、保
育参観や保育参加 ・親子遠足など配慮していた つもり
でしたが、申し訳なく思 いました。
懇談会は、 一時間と いう短 い時間でしたが、参加し
ていただ いた保護者 の方 々と、園での様子や大事にし
ていきた い教育 ・保育内容や生活内容 の確認、また保
護者同士 の意見交換などもでき、よ い機会にな ったよ
うに思 います。
この機会を通して子育 てを振り返り、良 い事は習慣
化できるように、「
どうかな ？」「
心配だな ？」「
どうし
たら いいだろう ・・・」 と い った内容は、ぜ ひ職員
にも相談していただきながら、 一緒 に子どもさんにと
って成長 のプラ スになるような関わり方を考え ていき
た いと思 っています。
そして、ゆり組 ・たんぽぽ①②組では、六月七日十
三時三十分～十五時にクラ ス懇談を予定 しています。
お忙しくされていると思 いますが、ぜひご参加お待ち
しています。
また、園便り四月号でもお知らせしていますが、同
じ敷地内にある 『
倉吉東 こども の発達デイサービスセ
ンター』でスーパーバイズをしていただ いています 【
田
村 勲先生 の子育 て相談】も利用していただけたらと
思 います。

★事前 の予約が必要です。秘密は堅く守られます。
日 時 は、毎月 の園便りでご確認下さ い
場 所 倉吉東 こども の発達
デイサービスセンター ２Ｆです

<<

>>

日 々忙しくしているから こそ、大事な ことを見失わな
いようにした いですね。

※このコーナー へのご意見ご感想などありましたら、
ノートや 口頭 ・意見箱でもお受けしています。

◎さくら組親子遠足

◎クラス懇談 （
たんぽぽ①②組 ・ゆり組）
〈
日 時〉六月七日 （
水）

◎どろんこあそびを始めます。

･

･

･

･

◎ぞうり ・サンダ ルの準備 のお願い

なりましたらお返しします。

※使用後は園で洗濯して保管します。使用しなく

●どろんこパンツにされるパンツは通常 のパンツ ・
ズボ ン ・水着でもかまいませんが、他 のパンツと
区別が つくよう ど と書 いて、名前もおねがいし
ます。
※朝 の受け入れの時に職員に直接渡してくださ い

来てくださ い。

※毎週持ち帰りますので、洗濯して次の週には持 って

持 ってこられたらバインダーにかけてください

付けて必ず名前を書 いてくださ い。

●バインダーにかけますので、かけるところを

バスタオルは大きすぎるので避けてくださ い

●体も拭きますので、 フ ェイスタオルをお願いします

までに準備してくださ い。

月）
さくら組 すみれ組 ふじ組は次の物を六月五日 （

･

十三時四十五分～十五時
※詳細は、先日配布したお便りをご覧ください。

◎眼科検診
金）十三時三十分～
〈
日時〉六月九日 （
全 員

〈
準備物〉 エプ ロン 三角巾
◎ つめを短く切 っておいてください。
◎詳細は、先日配布したお便りをご覧ください。
たくさんの祖父母さんの参加をお待ちしております。

◎保護者会奉仕作業
〈
日 時〉六月二十四日 （
土）
午後十三時三十分～十五時
〈
内 容〉・屋上 ・未満児プールの組み立て ・設定

･

･

お願いします。泥んこあそび、園庭での水あそびの際

・指ではさむタイプ のぞうりまたは、サンダ ルの準備を

までに準備してくださ い。

金）
さくら組 すみれ組 ふじ組は次 の物を六月九日 （

･

・第 ２園庭 の草取り
※この日にお願いする保護者 の方には事前にお知らせします

･

〈
日時〉 六月 一日 （
木）
〈
場所〉 関金多目的広場 （
雨天…関金健康増進施設）
※詳細は先日配布したお便りをご覧くださ い。
※子ども達は園に八時三十分までに登園してくださ い。

◎ちまき作り （
すみれ ・ふじ組）
ふじ組 すみれ組 の園児 の祖父母さんと 一緒に
ちまき作りをします。

◎保育参観 （
さくら ・すみれ組）

〈
日 時〉六月二十八日 （
水）十時～

六日 （
木）

・さくら組 ・・六月
十時～十 一時

・すみれ組 ・・六月二十二日 （
木）

◎尿検査
《
尿検査》 【
ふじ すみれ さくら組】
七日 水( に)容器を持ち帰ります。
八日 木( ・
)九日 金( の)朝九時三十分までに提出してくだ
さい
※ふじ すみれ ・さくら組の保護者 の方は、
玄関に箱を出します ので名簿に○を つけて
入れて下さ い。

のでよろしくお願いします。

泥んこパンツ

◎職員 の改姓 のお知らせ

８日
（火）

さくら

ゆ り

に使用します。
はなふさ

ふ じ

・名前を必ず書 いてください。
ゆり組 の保田 瑞季保育教諭は 英 に改姓になりました。

すみれ

・持 ってこられたら下足箱に置いてくださ い。

７日
（月）

※ぞうりの場合はぬげにくいように後ろにゴム
よろしくお願いします。

すみれ

を付けておいてください。ぞうりやサンダ ル

さくら

は園に置いておかれてもいいです。

４日
（金）

※登園する時は、朝 ・夕園庭 の大型遊具で

◎プー ルあそび参観

ふ じ

あそぶので、ぞうりやク ロックス調の

さくら

軽量 のく つはぬげやすいので危険です。

（
ふじ ・すみれ ・さくら組）

３日
（木）

足に合 ったズ ックでお願いします。

屋上でのプールあそびをご覧くださ い。
〈
日 時〉詳細は後日文書でお知らせします。

ふ じ

〈
日 時〉八月二日 （
水）～八日 （
火）

すみれ

◎七夕会

２日
（水）

〈
日時〉七月七日 （
金）
※園内で子どものみの参加で行 います。

〈
日時〉七月十二日 （
水）・十三日 （
木）

◎来月以降 の保育参加
も も組

〈
日時〉七月十四日 （
金）

八月二日 （
水）・三日 （
木）

二十六日 （
水）・二十七日 （
木）

〈
日時〉七月十九日 （
月）・二十日 （
火）

二十八日 （
金）・八月四日 （
金）

日時〉七月二十 一日 （
金）・
二十五日 （
火）
たんぽぽ①②組 〈

ゆ り組

ふ じ組

※詳細に ついては、後日お知らせします。

～11：00
～10：20

10：20
9：40

給食室からこんにちは
5 月の食育から・・・５月の食育目標は【「いただきます」「ごちそうさまでした」のあいさつをし
ましょう】でした。毎日「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつがきちんと言えている子どもたち。「食
べる前のあいさつは？食べた後のあいさつは？」の声かけに 3 歳以上児の子どもたちは元気いっぱい応えてくれ
ました。今月は食べる時のあいさつにも大切な意味があることを伝えました。
お米・肉・魚・野菜などからたくさんの栄養をもらって、みんな
のからだは元気なんだよ。食べ物の命を頂いていることを感じながら、
“ありがとう”の気持ちをしっかり込めていただきますが言えるよう
にしたいね。ごちそうさまでしたのあいさつには食事を作ってくれた
人へ「ありがとう～おいしかったよ」の気持ちを伝える意味があるん
だよ。と子どもたちに知らせました。しっかり手を合わせて気持ちの
こもったあいさつが自然と言えたらうれしいですね。

5 月の取り組みから・・・

鮮やかなみどり色の豆がおいしい季節になりました。豆といえば苦手意識の高

いお野菜ですが、3 歳以上児に“うすいえんどうの豆とり”ゆり組に“そら豆の皮むき”をしてもらいました。給
食では豆ごはん・ブロッコリーとそら豆のチーズ焼きが登場し、少し苦手な子どもたちもみんなでむいた豆だと
気づくと、口に入れてみたり、食べると、あれ？おいしい♪と笑顔になりました。旬の食材に触れることで、食
べることへの意欲につなげていけたらと思います。

6 月の食育目標 「よくかんでたべましょう」「はみがきをしっかりしましょう」
今年度は給食のスタイルも変わり、より噛むことを意識した献立になっています。噛むことは食べ物を

みく

だくだけでなく、体にうれしいことがいっぱいあります。食べ過ぎの防止や、虫歯予防、食べ物の消化・吸収を
良くしてくれる働きがあります。給食の中にも噛みごたえのある食材を取り入れて、しっかり噛んで食べること
の大切さを伝えようと思っています。

毎日子どもたちと一緒にたのしく・おいしく給食をたべています。
今月から子どもたちの給食の様子や、人気メニューを紹介したいと思います。
お箸がとても上手になったさくら組さん。いろんな野菜にも興味をもち
よくかんで食べています。
「お皿ぴかぴかになったよ～」
「見て～全部食べ
れたよ～」とにこにこ笑顔でお皿を見せてくれます。給食もふじ組のお兄
さんやお姉さんに運んでもらって、とてもうれしそうです。

「みんなでむいた豆だよなー」とすぐに気付いたふじ組の子どもたち。
「ぼくのは３こ入っとるよ」
「わたしは 6 こあったよ」と数を教えて
くれました。
「せんせい、せーのでたべよ」
「甘いな～おいしいな～」と
会話も楽しみながら旬の野菜を味わっていました。

すみれ組の子どもたちは、
「もぐもぐよく噛んで食べています。
」
「この豆ふじ組さんがむいたか～」
「今度はみんなが皮むきするよ」と
楽しみにしていました。箸で上手に豆をつまんで「これえだまめか～」
「これうすいえんどうか～」といろんな豆に興味をもっていました。

給食の先生がクラスに入ると「せんせ～野菜食べとるよ～」「いっしょに食べて～」と笑顔で声をかけてく
れます。４歳児・５歳児の子どもたちからは、「先生～一生懸命つくったか～」「これどうやってつくった～」
「あ～おいしかった、もう眠たくなってきた」「作ってくれてありがとう～」とうれしい言葉がたくさん聞か
れました。おいしく、たのしく、おなかいっぱい食べて元気に過ごしていきたいですね。

＊レシピ紹介＊

新玉ねぎのマリネ（２人分）

＜材料＞
・新玉ねぎ

30ｇ

①玉ねぎはうす切り、人参は細切りにして茹でる。

・豆苗

20ｇ

タコは食べやすい大きさに切り、さっと茹でる。

・人参

10ｇ

③豆苗はフライパンで炒めておく。

・たこ

15ｇ

④ひじきは戻して柔らかくなるまで茹でる。

・ひじき（乾）
・酢

２ｇ

⑤①～④と調味料を入れ混ぜてできあがり。

10 ㏄

・砂糖

８ｇ

・オリーブ油

小さじ１

・塩

少々

・こしょう

少々

＊豆苗（とうみょう）は栄養満点の緑黄色野菜です＊
からだの中でビタミンＡにかわり、髪の健康維持や、視力維持、粘膜や皮
膚の健康維持、そしてのどや肺などの呼吸器系を守ってくれます。
すみれ・ふじ組では豆苗の根っこを再利用して育てました。ぐんぐん伸び
て、給食でおいしくいただきました。

昼 食

午後のおやつ

昼 食

午後のおやつ

昼 食

月（5 日・12 日）

火（6 日・１3 日）

水（7 日・14 日）

ごはん
鮭の利久焼き
切り干し大根と大豆の煮物
チンゲン菜と人参のおひたし
かぼちゃのみそ汁

ごはん
ピーマンの肉づめ
パンサラダ
たきなの炒め煮
なめこと白ねぎのみそ汁

ごはん
鯖の塩焼き
じゃが芋とイカのうま煮
トマトと卵の炒め物
そうめん汁

お茶
のりじゃこおにぎり

ヨーグルト
おからケーキ

ヨーグルト
ミルクレモンラスク

木（１日・８日・15 日）

金（２日・9 日）

土（3 日・１0 日）

ごはん
牛肉と厚揚げのみそ炒め
もやしときゅうりのゴマ酢和え
長芋のトロ煮
わかめとえのきのすまし汁

ごはん
鰆のカレー粉焼き
ツナキャベツ
じゃが芋のきんぴら
豆腐とほうれん草のみそ汁

米粉パン
キャベツのミルクスープ
バナナ

ヨーグルト
小松菜のマドレーヌ

ヨーグルト
ひじきクラッカー

牛乳
せんべい

月（19 日・２6 日）

火（20 日・27 日）

水（21 日・28 日）

ごはん
鶏肉と梅おろし和え

ヨーグルト
バナナマフィン

ごはん
とびうおハンバーグ
もやしのナムル
ひじきの煮物
キャベツのみそ汁
お茶
豆腐団子

ごはん
肉じゃが
ほうれん草と納豆の和え物
きんぴらごぼう
わかめと麩のみそ汁
ヨーグルト
シュガーラスク

木（22 日・29 日）

金（23 日・30 日）

土（17 日・24 日）

ごはん
鯖の照り焼き
小松菜とタコの酢みそ和え
かぼちゃのチーズのせ
卵とえのきのすまし汁

ごはん
牛肉と豆苗の甘辛炒め

ちくわとピーマンのきんぴら

キャベツのトマト煮
油揚げとしいたけのすまし汁

午後のおやつ

昼 食

午後のおやつ

昼 食

午後のおやつ

モロヘイヤとトマトのサラダ

平天とこんにゃくの煮物
にらと豆腐のみそ汁

ヨーグルト
もちもちパン

米粉パン
じゃが芋と卵のスープ
バナナ

ヨーグルト

牛乳
せんべい

チーズクッキーバー

行 事 １６日金（誕生会）

行 事 ２８日水（ちまき作り）

ゆかりごはん
手作り餃子
スパゲティーサラダ
鶏肉と根菜の煮物
あさりのすまし汁・メロン
オレンジジュース
チーズ蒸しケーキ

お茶
ちまき

※月～金曜日の午前中のおやつはヨーグルトのみになります。
土曜日の午前中のおやつは今まで通り牛乳とお菓子です。

