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今週の音楽♪●シューベルト・ピアノ５重奏曲イ長調「ます」
1 木 絵本最終貸し出し日

書道教室（ふじ組）

2 金 ひな祭り会（ルーム）
3 土
4 日 今週の音楽♪●ドビュッシー・小組曲・牧神の午後への前奏曲
5 月 避難訓練（地震）
ちびっこ探検隊（ふじ組・最終） 運動あそび（すみれ組・最終）
6 火
子育て相談 ＡＭ10：00～12：00
7 水 運動あそび（さくら組）
8 木 保育参観（すみれ組）

最終書道教室（ふじ組）

9 金 お別れ会・お別れ遠足（以上児） 交通安全指導

保育説明会（１８：００～）

10 土 保育説明会（１３：３０～）
11 日 保護者会奉仕作業（Ａ.Ｍ

8：30～10：00）

今週の音楽♪●ベートーヴェン・ロマンス第２番ヘ長調・エリーゼのために・交響曲第６番「田園」

12 月 身体測定（すみれ組）

ちびっこ探検隊（すみれ組・最終） 運動あそび（ふじ組・最終）
保護者会役員会18：30～
身体測定（ゆり・ふじ組）
14 水 運動あそび（さくら組・最終） 身体測定（たんぽぽ①・さくら組）
13 火

15 木 誕生会

身体測定（たんぽぽ②組）

16 金 身体測定（もも組）
17 土
18 日

今週の音楽♪●ヘンデル・組曲「水上の音楽」より アラ・ホーンパイプ
・組曲「王宮の花火の音楽」より メヌエットⅡ・調子のよい鍛冶屋

19 月 子育て相談

ＡＭ10：00～12：00

20 火
21 水 春分の日
22 木
23 金 卒園式リハーサル

子育て相談 ＡＭ10：00～12：00

24 土
25 日 今週の音楽♪●ヨハン・シュトラウスⅡ世・春の声・ウィーン気質・千一夜物語・皇帝円舞曲
26 月 保育料等口座引落し日
27 火 卒園式10：00～
28 水 子育て相談

子育て相談 ＡＭ10：00～12：00

保護者会総会

園だより増刊号発行

ＰＭ４：00～６：00

29 木
30 金
31 土
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ふじ組 （
五歳児）
《
楽しか ったお店屋さんご っこ！》
室内あそびが中心になるこの時期、
部屋では、
パズ ル、
編み物、ゲーム、工作などのあそびを楽しんでいます。
工作 コーナーでは、 ロボ ットやポテトなどを作 って棚 の
上に飾 っていた子どもたち。その作品が増えていく中で、
「
これでお店屋さんご っこをやりたい！」という意見が
でました。そこで、クラスで相談し、お店屋さんご っこ
をすることになりました。
「
どんなお店をしたいのか？」相談していき、「
おもち
ゃ屋さん」 「
レストラン」 「
あそび コーナー」の３つのお
店をすることに決め、それぞれの子が自分のやりたいお
店を選んで準備を進めていきました。
自分たちでどんな品物を何個作るのか、材料は何が必
要なのかなども相談して紙に書き出しました。昨年のお
店屋さんご っこのこともよく覚えていて、 「
お客さんは、
すみれ組やさくら組に来てもらおう」などと盛り上がり
ましたが、 「
ふじ組も買い物したい」という意見も出て、
まずは、ふじ組だけで『
お店屋さんご っこ』をしました。
部屋と小遊戯室を利用して、店員役、お客役を楽しみま
した。が、その中で 「
お店 の看板があ った方がいい」「
レ
ストランにはメ ニューがあ った方がいい。 エプ ロンとか
も作りたい」「
小遊戯室より広 いホールでしたい」などと
気づいたことを出し合 い、再度商品や看板作りなど各お

店屋で準備を進めていきました。それと同時に、ポ スタ
ーを作りすみれ組、さくら組 の友達に加え、事務所の先
生、園長先生までにも声掛けをしたり、自分たちで日め
くりを作り、一日 一日めく っていきながら 「
あと○日！」
と確認しながら足りないものを準備していた子どもたち
です。
当日は、ふじ組の部屋や遊戯室に自分達で机等必要な
物を運び準備をしました。お店ごとに誰が何 の役をする
のか相談し、お店が開店すると 一人ひとりが自分たちで
決めた役割をし っかりと果たしていました。
「
いら っしゃいませ～」 「
注文は何にしますか？」 「
お
もちゃ屋さんにきてください。車や ロボ ットがあります
よ」等、嬉しそうにお客さんとのやり取りを楽しむ姿が
沢山見られました。「
お客さんがたくさん来てくれて嬉し
か った。
」「
お客さんが多 いと忙しくて大変だけど、来て
くれないと商品が残 ってしま って悲しか った。
」など、実
際に体験してみて、楽しいだけではなくお店をすること
の大変さも感じている子どもたちでした。
今回お店屋さんご っこ
への取り組みを通し、ク
ラス全体で意見を出し合
い、友達と協力したり、
イメージを共有し 一つの
目的に向か って取り組む
力が育 ってきているこ
と、そして今まで 一緒に
過ごしてきた友だちとの
つながりを強く感じまし
た。残り 一ヶ月とな った
保育園生活、卒園に向け
一日 一日を大切に過ごし
ていきたいと思います。
（
山田 美穂）

すみれ組 （
四歳児）
《 楽しか ったよ！おみせやさんご っこ 》
空き箱や廃材などを使 って、工作をしてあそぶ姿が多
く見られるようにな ってきているすみれ組の子ども達。
自分で作 った工作を数人の友だちで机に並べては、ご っ
こをあそびを始める姿がありました。
そこで 一月下旬頃、ふじ組がクラス皆でお店屋さんご
っこをしている様子を見せてもらうと、「
すみれ組も皆で
お店屋さんやりたいな！」という話になり、お店屋さん
をすることになりました。どんなお店を開くのか、皆で
意見を出し合 い 『
おもちゃやさん』『
かばんやさん』『
お
弁当やさん』『
アクセサリーやさん』の四 つお店を開くこ
とに決定。お店ごとの友だちで集り、お店屋さんを開く
為にどんなものを作るのか？必要なものを話し合 い、品
物や レジ、看板、招待状作りを始めました。
準備をしていく中では、自分がイメージしたものを好
きな素材を組み合わせて形にしたり、「
どうや ったらビー
玉が転がるかな～？」「
ビー玉みたいに転がるものはどう
や ったら作れるかな？」と試行錯誤を繰り返しながら作
ったり、「
トイレットペーパーの芯をこうや って切 ったら
ブ レスレットができそう」 「
テープで貼 って指輪にした
ら？それでここに何か貼るとか」など意見を出し合 いな
がら作 っていました。もちろん個人差はあり、自分で考
えたり、イメージしたことを形にすること、はさみ等 の
道具を上手く使うことが苦手な子もありましたが、同じ
お店をする友だち のことを気にかけて声をかけたり、や
り方を教えてあげたりと、友だち同士で協力する姿も見
られ、嬉しく感じました。
お店屋さんご っこ当日は、すみれ組は店員役とお客さ
ん役を交代でやりました。店員役の時には 「
これは１回
目に売るや つにしよう」 「
看板はここがいい！」 「
レジは
どこに置く？」
などとはりき って準備をしてお店を開店。

「
いら っしゃいませ～」と大きな声で言 ったり 「
これで
すね、これは百円です」「
ありがとうござ いました！」等
とイキイキとした表情でお客さんとのやりとりをしてい
ました。
また、お客さん役の時にはさくら組 の友だちを誘 って
「
どこ行く？」等と声をかけながら、買い物や遊び コー
ナーをまわ って楽しんでいた子ども達でした。
今回のお店屋さんご っこの活動を通し、友だちとイメ
ージを共有し 一緒に取り組んだり遊ぶ楽しさ、イメージ
したものを形にする為に、考えたり工夫したり、試行錯
誤を繰り返しながら作る面白さも感じていたように思い
ます。
これからも子ども達が興味を持 ったことを大切に、
「
や ってみたい！」と思える遊びをたくさん経験できる
よう関わ っていきたいと思 っています。 （
荒瀧 千里）

さくら組 （
三歳児）
《 準備してお買い物に行 ったよ
～お店屋さんご っこを通して～ 》
二月二日、ふじ組さんが大きな招待状を持 って、さく
ら組のお部屋に来てくれました。『
二が つ十六にち、おみ
せやさんにきてください』と元気な声で誘 ってくれたふ
じ組さん、 「
お金と財布と鞄を持 って来て下さい」とも。
初めは状況が分からず 『？？？』といった感じで聞 い
ていたさくら組の子ども達ですが、『
ふじ組さんがお店屋
さんをするから、お客さんにな ってきて欲しいんだ って』
と伝えると 「
や った～」「
行く！」とワクワクした表情に
変わ っていました。
でも、そこでまた 『
？？？』とたくさんの疑問が。「
何
でお金がいるんですか？」 「
お金はどうするんですか？」
「
財布 （
かばん）はどうするんですか？」気にな った事
をふじ組さんに質問すると 「
お金を払わないと買えない
よ」「
お金は紙で作 ったのでいいよ」と 一つ一つ答えても
ら い、納得。後日、すみれ組さんからもお店屋さん への
お誘いがあり 「
え～二 つもあるか？」「
早く行きたい」と
嬉しそうな子ども達でした。
このお誘いは子ども達 の印象に強く残り、早速お家で
もお店屋さんに行く事に ついてたくさんの子が話をした
ようです。その話を受けて 「
財布がいる って聞 いたので
…」「
鞄を持 って行かな いけん って…」と、早速準備をし
て下さ ったお家 の方も多く、子ども達との会話を楽しん
でおられ、子ども達 の楽しみにしている気持ちに寄り添
って準備をして下さ っている事が伝わり、嬉しい思いで
いっぱ いになりました。
子ども達 の楽しい想像は広がり、どこまで本当？と戸
惑われた保護者 の方もあ ったかと思 いますが、その都度
向き合 って下さる姿に、子ども達も嬉しか ったと思いま
す。

お家からご家族に協力してもらい財布やお金、鞄を作
ってきた子があり、皆に紹介をし、クラスでもお店屋さ
んご っこに向けて準備を始めました。「
これは折り紙で作
った」 「
はさみで切 って作 った」 「
テープで貼 って…」と
作り方をそれぞれ説明してもらうと 「
○○ちゃんみたい
な の作りたい」 「
どうや ってする？」 「
ちょっと見せて」
等と声をかけ、
教えてもら ったり、
見よう見まねで作り、
保育者に 「
次はどうする？」と聞きに来る子はほとんど
なく、自分達で作り進めていました。「
いっぱ いお買い物
せないけんけ、もう少しお金作 っとくわ」等と話し、準
備していく子どもたち の姿からは、お店屋さん への期待
が伝わ ってきました。
お店屋さん当日は、すみれ組さんが迎えに来てくれ 一
緒に出かけました。初めての経験に少し圧倒されている
姿もありましたが、慣れてくると 「
お弁当ほしい」「
ネッ
クレスもほしい」等と楽しそうで、部屋に戻 ってからも
「
見て！これも買 った」 「一緒だなぁ」 「
また行きたいな
ぁ」と満足そうに話す姿が印象的でした。その半面、『
も
っと買い物がしたか った』
『
買いたい物が売り切れで残念
だ った』等とも っと楽しみたい
思 いも聞かれました。
お店屋さんご っこ以降、部屋
や園庭 でお店屋さんご っこを
再現しながら遊ぶ姿が見られ
るようになりました。今回の遊
びを通して『
楽しか った』『
また
（
も っと）したい』『
自分たちも
や ってみたい』等、色 々な思い
を感じた子どもたち。 この経
験・
気持ちを、これからの遊び
にも生かしていきながら、残り
約 一ヶ月とな ったさくら組 で
の生活を楽 しんでいきた いと
思 っています。
（
福光 奈保美）

ゆり組 （
二歳児）
《 お店屋さんに行 ったよ！ 》
ゆり組 の生活も残すところ 一ヶ月になりました。
春は、
新しい部屋や環境に戸惑う姿もありましたが、今では気
の合う友だちと遊ぶことが楽しくて、笑 い合 ったり、楽
しさを共有したり、時には思 いがぶ つかり合うこともあ
りますが、友達との繋がりを微笑ましく見ています。最
近では、より 一層、友だちとやり取りを交わしながら、
ご っこ遊びをすることが大好きで、ブ ロックや粘土遊び
等でも、ご っこ遊びに発展させて楽しんでいます。
そんなある日、ホールに遊びに行 った時に 一枚 のポ ス
ターを見 つけました。「
これなに ってかいてある？」と興
味津 々な子どもたち。「
ふじ組やすみれ組 のお兄さんやお
姉さんがお店屋さんしなるけ、来てくださいって書 いて
あるだよ」と説明すると、「
行きたい！」と目をキラキラ
と輝かせていました。普段からご っこ遊びが大好きな子
どもたち の遊びの幅が広がるといいな、また進級に向け
て、
異年齢児と関わる経験も設けられたら いいなと思い、
以上児さんのお店屋さんご っこに参加させてもらうこと
になりました。そのことを話すと、「
や った～！」と張り
切 っていた子どもたちです。
お店屋さんご っこ当日、張り切 って以上児さんのお部
屋まで上がりました。沢山のお店を前にして目をキラキ
ラ輝かせている子もいれば、
中には、いざ部屋に入ると、
いつもと違う雰囲気に、緊張気味で保育教諭から離れ難
か った子もいました。保育教諭と 一緒に行動することで
安心して楽しめる子もいましたが、友達と手を繋ぐこと
でも安心してお店を回 っている子の姿もありました。不
安もあ ったでしょうが、保育教諭がいなくても、
“友達と
一緒なら大丈夫”という様子が伝わ ってきて、微笑まし
く、子ども達同士の関係に嬉しくな った場面でした。
会場には、様 々なお店が並んでいました。おみくじやわ

なげ等 のゲーム コーナーでは、お姉さんやお兄さんにル
ールを教えてもらいながらゲームに挑戦したり、レスト
ランでは、メ ニュー表から 「
○○がいい」と選び、恥ず
かしそうにしながらも、店員さんに 「
○○ください」と
注文して食べていました。
部屋に戻 ってから、自分が買 ったものやもら ったもの
をカバンから出して見て、 「
かわいいリボ ンか ったよ～」
「
おにぎりと ハンバーガーと、
それからケーキも食べた」
等とと っても満足そうな表情でお話してくれました。そ
の表情からは“楽しか った！”という気持ちが溢れ出て
いて、「
またお店が開いたらいくかぁ？」と次を楽しみに
していた子どもたちです。
その後の遊びからは、お店屋さんご っこの影響を受け、
「
アイスやさんでーす」「
ぶどうジ ュース、三円です」等
と、ブ ロックなどで作 ったものを売 ったり、アイクリ ッ
プなどをお金に見立てたりして、友だちとやり取りを交
わしながら、朝の自由遊びからお店を開店させて遊んで
いる子どもたちです。
今回、お店屋さんご っこに参加させてもら ったことで、
子ども達同士の関係に嬉しさを感じたり、ご っこ遊びが
更に深ま ったな～と感じました。
また、同年齢 の友だちだけでなく、異年齢児 の子ども
たちとも関われる、 いいき っかけにな ったと思 います。
これを機会に、後半には、異年齢児との交流も計画して
います。残り少ないゆり組での生活。進級に向けて、準
備していくと共に、今 の子どもたち同士の関係も大切
に、さくら組進級に繋げていきたいなと思 っています。
（
伊藤 美月）

たんぽぽ①組 （一歳児）
《 雪遊び って楽しいな！ 》
今年の冬も雪がたくさん降りましたが、なかなか外に
出られず、子どもたちは保育室から、雪が降る様子を見
て 「
みて！ゆきだよー」と保育者に伝える子どもや 「
ゆ
きやこんこ」と雪を見ながら友達と 一緒に歌い、外で雪
遊びをするのを心待ちにしていました。
そして、雪がようやく止んだ日に雪遊びをすることを
伝えると、みんなが 「
や ったー！」と嬉しそうに外に出
る準備を始めました。
裏園庭に行くと、気温が低 い日が続いていたので、雪
が凍 っていて固く、滑らないよう慎重にゆ っくりと歩 い
ていく子どもたち。雪が積も っているところを、力強く
踏んでみると 「
ざくざくしとる」「
こっちは、つる つるし
とる！なんでー？」「
かたい」等と不思議そうな表情を浮
かべながら、思いを言葉にして気づいたことを保育者に
教えてくれました。
しばらく遊んだ後、透明のジ ュー スカ ップを子どもた
ちに 一つず つ渡していきました。そこに子どもたちがシ
ャベルで雪を入れていき保育者がかき氷のシロップに見
立てた赤色と、緑色 の絵 の具をかけると、「
うわーおいし
そう」と目を輝かせる子どもたち。 レンゲ スプーンで食
べる真似をしたり、透明カ ップを机に三個並べて雪を入
れ、シロップをかけてもらい、嬉しそうに遊んでいまし
た。
保育者が、 ログ ハウ ス へ向かうと、子どもたち二人で
お店屋さんご っこが始ま っていました。「
いら っしゃいま
せーかきごおりです」「
いかがですか」と 一人の子どもが
言うと、「
え っとー、これください」と緑色 のシロップが
かか っているかき氷を指さしました。「
はい、これですね、
ごじゅうえんですー」と言いながら、上手にやりとりを
して、丁寧に両手でかき氷を渡していましたよ。

天気が良く気温が高 い日には、第二園庭まで出かけま
した。足を踏み入れてみると雪の感触が柔らかく、子ど
もたちも進んでシャベルやカ ップを持ち、見立て遊びが
始まりました。手で雪を掴みギ ュッと握り、 「
おだんご」
を作 ったり、柔らかい雪をシャベルで掬うと、カ ップに
入れて 「
かきごおりだよ、 つめたいけ、あーんしてあげ
るね」とお友達に食べさせてあげると 「
おいしか ったで
すー」とぺこりとお辞儀をして二人で笑 い合 っている姿
も見られました。
また型抜きもやりやすく、カ ップに雪をシャベルで入
れ、ひ っくり返すと、山の様な形が出来ると“できた！”
と嬉しそうに微笑み、沢山雪 の上に並べていきました。
「
うわー、 いっぱ い作 ったね！」と保育者が言うと 「
こ
れ、けーきだよ」と教えてくれました。子どもたちとの
やりとりや、保育者やお友達 の為に沢山の料理を振る舞
ってくれる様子を見て心が温かくなりました。
真 っ白でキラキラ光り、
触ると冷たくザクザクしたり、
ふわふわした感触 の雪は、子どもたちにと って、とても
魅力的で
“遊びたい！”
という気持ちがより 一層広がり、
お友達と 一緒に見立て遊びも沢山楽しむことができまし
た。これからも、
その時期ならでは
遊びを子どもたち
と 一緒に楽しんで
いきたいと思 いま
す。 （
川口 菜 々夏）

たんぽぽ②組 （一歳児）

《 はさみに挑戦！
～生活の中の道具を使 って～ 》

今年の冬は例年以上に気温の低 い寒 い冬になりました
が、晴れ間を見 つけて雪のある戸外に出かけました。雪
を触 って 「
ふわふわ」「
ガリガリ」と感触や音を言葉にし
硬い雪の上を歩 いたりしました。時には大きな雪の塊を
二、三人で持ち上げようと…持ち上がらないと 「
先生も
一緒にしよ」と誘いの言葉に 「
うんとこしょ、ど っこい
しょ～」手を真 っ赤にしながら雪を持 って楽しんでいる
子ども達 のたくましさを感じた 一場面でした。
保育教諭が厚さが 一㎝位 の氷を見 つけ持ち上げると手
が滑 って落としてしまいました。「
がちゃ～ん」の音と小
さく壊れた氷に 「
あ っ！」「
おお っ！」と驚きの表情。小
さくな った氷を手で持 ったり、足でキ ックしたり…冷た
さだけではなく、全身で色 々な感触を楽しんでいた子ど
も達でした。
天気が思わしくない日に生活の中 の道具 のひと つであ

るはさみを使 ってみました。子ども達 の好きな絵本の 一
冊に 「
わにわにのおおけが」という絵本があります。ワ
ニが工作をするのに使 ったはさみで手を切 ってしまうお
話です。絵本を読むと 「
おお っ」と手を切 って血が出る
場面では目を細め 『
痛 い！』 の表情。 「
血でとる」 「
イタ
イイタイ」薬を つけて包帯を巻くとホッした表情になり
ます。はさみに興味を持 った子ども達とはさみの 一回切
りに挑戦しました。切るのは食事 コーナーに貼 ってある
冬野菜 の写真 の中から大根や ニンジ ン、ごぼうや レンコ
ン、そしてバナナを幅 一㎝、長さ十 ㎝で子ども達が持ち
やすく切りやすいように色画用紙で作りました。
使うのは十 ㎝の小さな子ども用のはさみですが、はさ
みを持 って広げたり閉じたりするのは難しくワ ニの口に
例えながら開け閉めの練習から スタートです。「
ワ ニさん
のお口あけて…」同じように自分の口を開たリ閉じたり
する子ども達。開け閉めができるようになると保育教諭
が手を添えて 一緒に切ります。「
シャッ」という音と 一緒
に長か った大根や ニンジ ンが切れると 「
あ っ！」「
切れた
ね」子ども達 の小さな叫びやアイ コンタクトに言葉で応
えます。今度は子ども達がひとりで切ることに挑戦。脇
を閉めてはさみがま っすぐになると切りやすくなります
が、なかなかうまくいきません。初めてのはさみに緊張
気味で真剣そのもの。大根や ニンジ ンが切れて落ちると
切れたことが実感できます。 「
レンコン切る」 「
バナナす
る」と自分で切りたい野菜をと って切 っていた子ども達
でした。 ０歳児 の子ども達も切れ目を入れた野菜を手で
ちぎ ってお皿に入れると ニッコリ満足そうです。
一冊の絵本の読み聞かせから、はさみの存在を知り興
味を持ち 『
や ってみたい』思 いを膨らませた子ども達。
はさみは危な いという心配が先行しがちですが、子ども
達にと っては興味深い道具です。紙を切ることの楽しさ
を味わい、また生活の中の色 々な道具の使 い方を繰り返
し知らせながら、これからのあそびを楽しみたいと思い
ます。
（
中森 春美）

もも組 （
０歳児）
◎ 一歳

《 キラキラ 真 っ白 不思議な世界！ 》

昨年もたくさん雪が降りましたが、今年もよく降りま
したね。もも組の部屋の窓からも雪が降る様子がよく見
え、子ども達と外の景色を眺めながら、冬 の季節を楽し
んでいます。
この季節は、なかなか戸外に出かけることができな い
ので、窓から雪を掬 って見せてあげたり、触らせてあげ
たりしていたのですが、今年は比較的暖かく、天候 のよ
い日もあ ったので、短時間ですが、もも組外階段側のデ
ッキテラスから雪遊びをしました。「
今日は、お外行くよ
～。雪あそびしようね～」と声をかけると、自分の下足
場から靴や長靴をと ってきて、
やる気満 々！準備が整 い、
玄関の扉を開くと、真 っ白な銀世界が広がります。その
光景を目にすると 「
わぁ～♪」と目はキラキラ。わくわ
くと嬉しそうな表情がと っても印象的でした。雪が積も
っている場所に足を踏み入れると、サクサクと気持ち の
良 い感触。それだけでも子ども達には面白く、足元をじ
っと見ながら前に後ろに行 ったり来たり、足で雪の感触
を感じながら楽しんでいました。
また、 レンゲ スプーンやカ ップを用意していると、掬
って入れることが楽しい姿がありました。雪にスプーン
を差し込み、そ っと掬うとカ ップに入れて、 スプーンで
サクサク。カ ップがいっぱ いになるまで掬 っては入れて
を繰り返し夢中にな って遊んでいました。
雪遊びは、子ども達にと っては、本当にワクワク心躍
るものではな いでしょうか。触ると冷たくて、手に持 つ
と溶けてしまい、踏みしめれば心地よい音。サクサクの
場所もあれば凍 ったところはツルツルです。
雪に触れてあそべるのは、この時季ならでは！

自然 の豊かさ ・不思議さに触れられるいい機会です。子
ども達と 一緒に、その時季 の自然 の不思議さを存分に味
わ っていきたいなと思います。
これから季節は少しず つ春 へと向か っていきますが、
そんな季節 の変化も子ども達と感じながら楽しんでいき
たいと思 います。
（
松井 詩織）

◎五カ月～ 一才児
《 わくわく、 いろいろな感触あそび 》
「
なにかな？、なにかな？」
。ふわふわ。ぽわんぽわん。
ざらざら。ちくちく。大きなダ ンボール板に、 いろいろ
な感触 の素材を取り付け、手で触 って、乗 って感じてあ
そんだ感触あそびの紹介をします。
赤や黄、青 の風船を大きく膨らまし、透明な布団袋 の
中に つめて袋 の空気を抜き、『
風船ク ッション』を作りま
した。腹ば いにな って乗 ってみると、 「
あれ？なんだか、
ぽわん ぽわん」
。風船にし っかり つかま って、弾む心地
よさを体全体で感じながら、風船ク ッションに繰り返し
乗 ってあそびました。
五～六カ月児 の友だちは、 マットにくるんだ凹凸のエ
アーク ッションに、ごろりん。腹這い姿勢で、し っかり
と頭を上げてあそべるようにな ってきました。じ っと見
つめて、手の平で触 ってみると、「
なんだか柔らかい。プ
チプチがたくさんだなあ」
。あおむけ姿勢 の友だちも、手
足をよく動かして、「
きもちいいね」と声を掛ける保育者
を、よーく見 つめてあそびました。
ソフトボードは、
四角と丸の形にくり抜いてみました。
作りながら、型をはぐ ってみた時、子ども達 の好きなも
のが出てきたらおもしろいだろうなあ～と思いました。
そうだ、絵本 の中で親しんでいるおひさま、おばけ、そ
れからねこ、ばなな ・・・。子ども達が興味を持 ってい
るものを、窓 の中に貼 っていきました。
手ではぐ って出てきた絵を見て、「
あれ？知 っているよ」
という表情で、保育者に知らせてくれる子。はめたりは
ぐ ったりして、いないいないばあを楽しむ子。
繰り返し、
興味を持 ってあそぶ姿がありました。
他にも人工芝 のちくちく。ジ ップ ロック袋 の中の絵 の
具を、袋 の上から触 ってみたぬるぬる。 いろいろな素材
を集め、手で、足で、体全体で感じながら触れてあそび

ました。子どもひとり 一人の興味、関心、喜ぶ姿を思う
中で、いろいろなアイデ ィアをもらうことができました。
それぞれの月齢 の子どもひとり 一人が、わくわくするお
もしろいあそびを、これからも工夫していきたいと思い
（
田中 幸佳）
ます。

【うれしいひなまつり】

わらべうた
【アルプス一まんじゃく】

ふじ組
５歳児
活動の合間等に「○○ちゃんいっしょにしよう」と友達と向かい
合って「アルプスいちまんじゃくこやりのうえで♪」とうたいなが
ら遊んでいる子ども達。相手の子と息を合わせて色んな動きで手を
合わせていき、だんだんスピードも速くなっています。二まんじゃ
く、三まんじゃくの複雑な動きも覚えて楽しんでいます。

二月十四日 （
水）～十六日 （
金）の
三日間、保育参加、クラス懇談があり、
全家庭 の保護者 の方に参加 していた
だきました。午前 のおや つや排泄、着
替え、食事など保育者と 一緒に体験し
ていただきました。自分でズボ ンや紙
パンツを脱 いだり、スプーンを使 って
食べる、お汁のお茶碗を両手で持 って
お汁を飲む姿に 「
信じられない」と驚

かれると同時に、「
嬉しいです」「
ありがたいです」
と感想をいただきました。
あそびは大もも、中 ・小ももに分かれ、それぞ
れの成長発達に合わせた遊びを取り入れ、初日は
ホールでカラーボールや新聞紙を使 ったあそび、
二日目は （
大もも）ホールでぞうさん滑り台 ・カ
ラーで斜面の登り降り、（
中 ・小もも）感触 マット
での運動遊び、三日目は、音遊びをしてあそびま
した。また机上で上新粉粘土やノックアウトボー
ルを子ども達と 一緒に楽しんでいただきました。
部屋のジブを取り広くして、全員で 『
ブ ンバボ ン』
『
わーお』 の体操ややわらべ歌をしながら日々の
生活の様子を見ていただくことが出来ました。
クラス懇談では映像から園で大事にしているこ
と、 一人ひとりの発達に合わせて担当が援助しな
がら関わる中で 『
自分でしようとする姿』『
友だち
と関わる姿』を見ていただき、話をしました。「
友
だちと関わる姿をみることができた」「
できないと
思 っていたことができている」「
大人がすぐに手を
出す のではなく、少し待 ってみることも大事だな
と思 った」と話されていました。
また 『
歯磨きのこと』『
オ マルの誘い方』『
食事
の時にうろうろしてしまう』などの悩みもありま
した。それに対して 「
私はこうしてみました」と
言 ったアドバイスや 「
第 一子の時 のことを思 い出
しました。気持ちがよくわかります」と話をして
くださり、子育ての悩みを分かち合える場にな っ
たのではないかと思 います。
今後も園で過ごしている様子をより具体的にお
伝えしながら、保護者さん同士の輪を広げる場と
して、保育参加を活用していただけるよう工夫し
ていきたいと思います。
今回初めての参加でしたが、とても楽しい時間を過させて頂きました。先生方の遊

びの工夫の仕方や、子どもの気分や月齢に合わせ臨機応変にして頂いてとても勉強

になる事ばかりでした。家族にも見て欲しいので次は夫と参加したいと思います。

もうすぐ一歳四ヶ月になる我が子。日々新しいことに出会い、発見・感動

を繰り返しています。
“危ないからダメ”
“忙しいからダメ”と、その興味・

関心の気持ちをふさいでしまうのではなく、寄りそって一緒に感動を共感で

きる母でいてやりたいなと、改めて考えさせられました。

子供の成長に合わせて、保育をしっかりして頂いているのが
よくわかり、安心しました。１歳児なので、４月うまれの子と
も差があり、あそび、食事の面で、心配でしたが、楽しくすご
している姿を見て、うれしい気持ちになりました。

まだまだ赤ちゃんっと思って
いましたが、最近イヤイヤや自分
はこうしたい！という気持ちを
出してくるようになって正直、今
は．
．
．っとガマンして欲しいと思
う時もあります。この時期親にと
っては大変ですが、○○の思いを
受けとめていきたいと改めて考
えさせられました。

絵本の読み聞かせが良かったです。子どもの「ねえ、
きいてよ！」という気持ちを受けとめ、思いに共感す
ることを大切にしていきたいと思います。

「ねぇねぇきいてよ」は第一子の時から複数回聞かせていただいているため、内
容はしっかり記憶していますが、やはり毎度のことながら改めて考えさせられま
す。懇談でこのお話をしていただく度に反省し、傾聴する事を心がけるようになり
ました。数年前に比べると、少しずつ子供と向き合うようになれた気がします。忙
しい時こそ、心に余裕を持って関わっていけたらと思います。
人権絵本を読んでいただき、忙しい毎日に追われ、上の子の話を聞きながしてし
まっている自分にハッとさせられました。これから○○もいろいろな言葉を覚え、
自分から話しかけてくれるようになるので、その時にキチンときいてあげられるよ
うに、心に余裕を持って接して行きたいと思います。

ぱんだ ・ぞう ・きりんルーム
・生活に必要な習慣や態度を身に付け、季節 の変わり
目を健康に過ごす。
・就学 ・進級 への期待や喜びをもち、友だちと 一緒に
いろいろな活動を楽しみながら取り組む。
◎健康や安全に気を つけ、自主的に生活する。
・自分の事は、自分でする。
・手洗 い ・うがいをこまめにする。
・衣服の調節をする。
・鼻汁を自分でかめるようにする。
◎生活リズムを整える。
・早寝早起きをする。
・個 々の状態に合わせて、無理のない生活をする。
◎ご っこあそび
・お医者さんご っこ
◎わらべうた
・あんたがたどこさ
・だるまさん

★ふじ組 （
五歳児）
《
食育》
○ひなま つりの由来を知り、お祝 いする。
《
文字 ・数あそび》
○絵日記をかく。
○数字を書く。
○トランプであそぶ。
○好きな絵本を自分で読む。

《
運動あそび》
○跳び箱
・四段 ・五段 ・六段を開脚跳びする。
○馬跳びをする
○長縄
・大縄連続跳び
○ マット
・側転をする
《
ちび っこ探検隊》
・早春 の自然 の変化に興味をもち、調べる。
《
当番活動》
○雑巾やほうきを使 って掃除をする
○季節 のうた
・うれしいひなま つり
・そ つえんのうた
・君も心の翼ひろげて

★すみれ組 （
四歳児）
《
食育》
○ひなま つりの由来を知り、お祝 いする。
《
文字 ・数あそび》
○カレンダーの数字や文字を読む。
○自分の名前 の中の文字を読んだり書 いたりする。
○ひらがなカードで言葉集めをする
○すごろくをする。
○トランプ （
ばばぬき，神経衰弱など）をする。
《
運動あそび》
○鉄棒
・前回り

・足抜き回り
・逆上がり （
足を蹴り上げる）
○跳び箱を跳ぶ。
・三段を開脚跳びをする。
○縄跳び
・短縄で前跳びをする。
・長繩 「
ゆうびんやさん」 「
くまさんくまさん」
《
ちび っこ探検隊》
・早春 の自然 の変化に気付く。
○季節 のうた
・うれしいひなま つり
・君も心の翼ひろげて

★さくら組 （
三歳児）

《
食育》
○ひなま つりの由来を知り、お祝 いする。
《
文字 ・数あそび》
○ひらがなカードであそぶ。
・頭韻集め
・ひらがなの拾 い読みをする。
○時計 のすうじを読む。
《
運動あそび》
○長縄
・その場で、揺れている縄を連続で跳ぶ
〇 マット
・前転をする
○跳び箱
・ジ ャンプして馬乗りになる
○鉄棒
・補助されながら前回りをする
○ボール
・目標に向か ってボール転がしをする
・円陣になりボール蹴りをする

《
ゆり組と交流する》
・河川敷や部屋を利用して 一緒にあそぶ
○造形あそび
・おもいで帳 の表紙を作る
○季節 のうた
・うれしいひなま つり
・君も心の翼ひろげて

ゆり組 （
二歳児）
・身近な自然に触れ春 の訪れを感じる。
・自分から身 のまわりのことをする。 （
持ち物の始末、
衣類の表返し、たたむ等）
・進級すること への期待感をも つ。
食< 育 >
・ひなま つりの由来を知る
戸<外あそび >
○友だちと手を つないで散歩に行く
・ツクシ ・ヨモギ ・オオイヌノフグリ ・テントウムシ
等に触れたり摘んだりする
○河川敷であそぶ
・友だちや保育者と 一緒に 『
あーぶくた った』等 の
わらべうたあそびや鬼ご っこ等 の集団あそびをする
・土手すべりをする
○前園庭であそぶ
・大型遊具でのあそび方を覚えてあそぶ

・音楽に合わせ、表現あそびをする
○以上児との交流
・以上児 の部屋であそぶ
○わらべうたあそび
「
つくしは つん つん」 「
ずくぼんじょ」
○絵本を見る
「
みんなともだち」
「
かいじゅうたちのいるところ」

たんぽぽ組 （一歳児）
・ 春 の自然に触れながら、戸外あそびを楽しむ。
・ 簡単な身 の回りのことを自分でしようとする。
戸<外あそび >
○散歩に行く。
・春 の草花を見たり触れたり、虫を見 つけたり触れた
りする （
ツクシ ・タンポポ ・テントウムシ等）
・ボールあそびや追 いかけ っこをする。
・砂場であそぶ。
（
おだんご作り ・型ぬき ・山作り）
室<内あそび >
○手先を使 ったあそびをする。
・ハサミ ・のりづけ ・ひも通し等
○保育者や友だちとご っこあそびをする。
・お医者さんご っこ ・ままごと
○ホールであそぶ。
・平均台を横歩きや前歩きで歩く。
○わらべうたあそび
「
おてらのおしょうさんが」
「
ずくぼんじょ」
○絵本を見る。
「
はなのさくえほん」
「
せんろは つづく」

もも組 （
０歳児）

戸外あそび
<
>
・散歩に行く。 （
全年齢）
・春 の草花に触れたり、虫を見る。 （
ツクシ、
オオイヌノフグリ、テントウムシ等）
◯ 一歳児
・土手を上が ったり、降りたりする。
・サイクリング ロードを歩く。

室内あそび
<
>
・音あそびをする （
全月齢）
（
フレームドラム ・トーンチャイム ・薄布）
○五 ・六ヶ月

・お座り姿勢で、プレイジムを見 つめる ・手を伸ばす

・腹ば い姿勢で、前 の玩具を見る

○ 一歳児
・プラステン、パズルボ ックスであそぶ。
・クレヨンやプチ マジーでお絵描きを楽しむ。
・マット 跳び箱 ・平均台であそぶ。
・ままごと等 のつもりあそびをする。
・たんぽぽ組の部屋で遊ぶ
○わらべうたあそび
「
つくしは つん つん」
「
ずくぼんじょ」
○絵本を見る。
「
ぞうくんのさんぽ」
「
いないいないばあ」

･

室<内あそび >
○手先を使 ってあそぶ
・カプラで思い思いのものを組み立てる
○ホールであそぶ
・跳び箱、 マット、平均台を組み合わせてあそぶ

《みんなでおひなさま！》

作： きむら ゆういち
絵： ふゆの いちこ
出版社： 教育画劇

《ぶたさんちのひなまつり》

作・絵： 板橋敦子
出版社： ひさかたチャイルド

おじいちゃん、おばあちゃんに見せようと大き
なお雛様を作るこぐまのまー。でも、風に飛ばさ
れて、作りかけのお雛様は壊れてしまいます。そ
こで考えたのが、生き物を使ったおひなさま！こ
れが見事にできていて、可愛らしく、仕掛けが凝

ぶたさん一家がひな人形を飾ろうとしたら、お
ひな様とおだいり様が見つからない！
落ち込むお母さんに子どもたちは「自分たちで
作ろう！」と言い出して…日常の出来事をユーモ
ラスな文章とイラストでつづる、ほのぼのとした

った絵本になっています。

絵本です。

今年度は「今月の絵本として 22 冊、
「クラスでの読み聞かせの姿とその絵本」
として 18 冊紹介させていただきました。また、「お家での読み聞かせの様子」
の原稿を毎月お寄せいただき、ありがとうございました。
園の本だけではなく、紹介した絵本を図書館で借りられたり、お家にある本な
ど絵本の読み聞かせを意識していただいていること、また、忙しい日々の中で少
しでも時間をと、工夫し読み聞かせの時間を作っていらっしゃるご家庭も多いと
いうことを感じました。
また、今年度は昨年度に引き続き『親子で楽しむ絵本』の紹介コーナーを設け、
書店や図書館でも借りられる“のりもの絵本”を紹介させていただきました。親
子での触れ合い、コミュニケーション作りに少しでもお役に立てていただけたら
嬉しいです。
今年度の最終貸し出しは 3 月１日ですが、これからもたくさんの絵本に出会っ
て欲しいと思います。

苦情 ・ご意見 ・ご要望にお答えして
副園長 足達 佐恵子
早いもので、とうとう平成二十九年度も最後の月とな
りました。
今月は 一年間の締めくくりとして、教育 ・保育 の見直
しをする時期でもあります。
一月実施しましたアンケート結果も参考にしながら、
子ども達 の成長の姿や環境 の見直しをしています。
その中で、食育と子育て支援 の取り組みは、虹 の架け
橋でお伝えし、その他の項目に ついては別紙でのご報告
に変えさせていただきます
【
食事 ・おや つ】

③食事では園独自 の二週間サイクルメ ニューで和食を 一汁三菜で提
供させていただいていますが、食事に対する工夫に努めていると思
いますか

④午後からのおや つは基本手作りおや つにしていますが、おや つに
対する工夫に努めていると思いますか

か？ 一か月に 一、二回でも 子どもが喜んで食べれるも
のもあれば ・・・と。
当(園の考え )
・お誕生会や行事食 の時に、子どもが喜んで食べられる
メ ニューを、今後も取り入れていきたいと思います。

●食事 のあたたかさ、配膳してから冷めてしまうものも
あると思う。子どもたちに適温で食べられる工夫がある
と良 い
●園だよりの献立表は、昨年までの方がわかりやすい。
当(園の考え )
・給食担当者を含め検討していきます

>

感想
・食事はとてもおいしく、感謝しています
・普段、家で食べさせていなか った食材もたくさん提供
されていて、給食おいしい、これ食べたよといろんな食
材、苦手だ ったものも食べられるようにな っていたり、
レシピが園だよりにのってるのもありがたいです。つい、
カレーの頻度が高くなるので ・・・（
笑）そして子どもた
ちが、育てたりした野菜を食べたり、食に ついてたくさ
んの良 い体験をしているなと思い、食育 いいなと思いま
す。私も知らないことや、忘れていることも子どもから
教わ って へえーそうなんだあと 一緒に学べたりできまし
た。
・メ ニューがとても工夫されていて感心します。家では
毎食このような多くの品目を揃えられな いのですばらし
い食育です。親子遠足のおや つが手作りク ッキーで感激
しました。市販の駄菓子は実はあまり好きではなか った
ので。
・試食会に参加しましたが、とてもおいしいです。
・おいしく栄養バランスもバ ッチリの給食、保育参加 の
たびにとても楽しみにしています。食べれなか った食材
も給食で食べれる様になり、家でもチャレンジする姿が
増えました。気にいったメ ニューのレシピを教えて頂け

<

①子どもが楽しく食事やおや つを食べる環境づくりに努めている
と思いますか

②献立表やサンプ ル表示 ・ノート ・
園便りなどで給食やおや つの状況を
分かりやすく伝えていると思 います
か

ご意見 ・ご要望
<
>
●給食 の配膳と盛り付け （
ご飯やお汁を入れる）も、小
学校に向けて経験しておいた方が良 いと思う。
当園の考え
(
)
・
感染症予防 （ 一
0 五七 ・ノロウィルスなど）のため、
食事 の配膳は職員が行 っていますので、配膳や盛り付け
などは、ぜひお手伝 いの 一環で、ご家庭で経験させてあ
げてください。よろしくお願いします。
●土曜日のメ ニューをたまには、平日には無理でしょう

たり、とてもありがたいです。
・献立紹介、使われている具材の話などは、子どもたち
にと ってとても興味深く面白 いようで、家庭でもよく話
題にあがります。食事中の話で、どのような態度で聞い
ているかわかりませんが、耳や心にはよく残 っているよ
うです。これからもぜひ続けていただきたいです。そし
て、 いつも本当に美味しい給食やおや つをありがとうご
ざ います！
・いつもバランスのよいごはん、おや つを用意して下さ
りありがとうござ います。ありがたく思 っています。
・とても工夫をされていて参考になります。噛むことに
も気を つかわれていて、良 いと思います。
・三菜にな ってから、前以上に野菜を食べるようにな っ
て嬉しくおも っています。給食もおや つも、私が食べた
いくらいで、子供がうらやましいです。
・と っても栄養を考えている献立でと っても安心してい
ます。
実際、
保育参加で食べてすごくおいしか ったので、
子供にもたくさん食べてほしいなと思 ってます。
・いつも、美味しい食事をありがとうござ います。献立
表を見て、疑 ったメ ニューがたくさんあ ってとても気に
なるものばかりです。手作りおや つも嬉しいです。
・他の園のことはあまり知りませんが、二週間サイクル
のメ ニューはおどろきました
・食育、食事は、子どもの成長にと って、大変重要だと
思 います。工夫して提供していただき、ありがとうござ
います。
・毎日、 ヨーグ ルト手作りおや つ、家ではなかなか同じ
ような対応できないので、
感謝しています。ほぼ完食で、
子供も 一日に 一回栄養満点給食な食事ができることに満
足しているようです。
・子どもに合わせて量や大きさ、かたさを調節してすす
めてくださり、ありがたか ったです。園の様子もこまめ
に聞け、
家からの食事にも取り入れやすく良か ったです。
いろんなものを食べさせて頂 いて嬉しいです。

【
子育て支援】

>

感想
・息子、娘が入園前にのびのびで大変お世話になりまし
た。様 々な活動や先生方とのお話に、子どもたち以上に
親である私や夫 の方が何度も勉強させていただき、他の
親子さんたちと 一緒に楽しませていただきました。子ど
もの入院などがあり大変だ った時期には、 一時預かり保
育でも大変お世話になり、とても助かりました。ありが
とうござ いました。三人の育児を支援していただいてい
るという実感があります。
・いづれも利用経験がないので 「
分からない」と回答さ
せてください。子育て支援に関してはＨＰで拝見する限
りは参加しやすそうだと感じました。

<

①地域子育て支援事業 （
通称 のびのび）等、就園前 の子どもや
保護者が参加しやすい取り組みをしていると思いますか

②子育て支援に積極的に取り組み、利用しやすくな っていると思
いますか

③ 一時預かり保育 の受け入れ易い体制をと っていると思いますか

今年度も、職員 一人 一人が自己評価チ ェックリストを
使用し、自分 の保育を振り返りそれをもとにクラス内で
話し合 い、より良 い教育 ・保育を目指す取り組みをして
いるところです。加えて保護者アンケートの結果に つい
ても、職員 一人ひとりが自分 の問題として考え、現在園
全体で来年度に向けて様 々な角度で見直しをしています。
この 【
虹のかけはし】だけでなく、アンケートを通し
て保護者 の方からの 『
意見 ・要望 ・苦情 ・励ましなど』
、
たくさんの事に気づかせていただいたことも、保育 の質
を上げる取り組みにな っています。
園内で評価 ・反省したことを、来年度 への課題として
取り組んでいきたいと思います。
あと 一か月あまりで年長ふじ組は小学校 へ、各クラス
の子ども達は、一つ大きいクラス へと進級していきます。
就学や進級 への期待で嬉しさと同時に、不安も大きく
なります。子ども達 の不安を少しでも取り除き、喜んで
期待をも って就学進級できるよう、保護者 の方と協力し
ながらこの時期を過ごしていきたいと思 います。
ご心配な事やお聞きになりたいことなどありましたら、
遠慮せず職員に声をかけていただくと嬉しいです。
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。

◎絵本 の貸し出し日
三月 一日 （
木）が今年度 の最終貸し出し日です。
そ の後絵本 の整理をします ので返却をわすれな い
でくださ い。

（
女 の子はスカートではなくズボ ンで
お願いします）
※ すべての持ち物には、必ず名前を
書 いてくださ い。

◎奉仕作業
〈
日 時〉三月十 一日 （
日）八時三十分～十時

◎入園進級会及び
・クラス別オリ エンテーション
・保護者会総会

〈
日 時〉四月三日 （
火）十時～

〈
内 容〉
・ 三歳以上児 （
ぱんだ ぞう きりんルーム） の子ども
たちが参加します。
・ 進級児 ・新入園児 ・新担任 の紹介
・ 全世帯対象でクラス別オリ エンテーションと保護者
会総会があります。保護者会総会で新役員さんを決
めます。
※ 詳細に つきましては、後日文章にてお知らせします。
都合を つけて出席 していただきますようお願 いし
ます。

◎草履に ついて

･

･

ご使用になられている保育用品などで、サイズが小
さくな ったり、不用にな った物がありましたら、こど
も園に寄付をしていただけると、大変助かります。
無理のな い範囲でご協力をお願いいたします。
対象 の用品 ：園指定 の帽子 ・体操服 ・体操ズボ ン

◎保育用品の寄附 のお願い

十 一月から三歳以上 の児童 のみ使用しております、
草履に つきましては、三月までとしております ので、
二十四日 （
土）を最後に各自持ち帰りをお願いします。

･

〈
対 象〉三月に希望されていた方、今までの奉仕作業
に出ておられな い方です。
お忙しい時ではありますが、ご協力よろしくお
願いします。

◎保護者会役員会
〈
日 時〉三月十三日 （
火） 十八時三十分～
※ 詳細に つきましては、
後日文章にてお知らせします。

◎卒園式及び保護者会総会
〈
日 時〉三月二十七日 （
火）十時～
倉吉東児童センター遊技室で行 います。
※ 詳細に つきましては、後日文章にてお知らせします。

◎ちび っこ探検隊
三月からは水筒 （
お茶入り）を
持 って来てくださ い。

･

◎ 保育参観 （
すみれ組）
〈
日 時〉三月八日 （
木）
午前十時～十 一時
※ 詳細は、ホワイトボードに掲示しています。

◎《
ぱんだ ぞう きりんルーム
お別れ会 ・お別れ遠足》
〈
日 時〉三月九日 （
金）九時～
＊ 八時四十分までに登園してくださ い。
〈
場 所〉こども園 ・・倉吉大橋向こう の石碑
雨の場合 ・・勤労青少年体育センター
〈
準備物〉おかず いり弁当 ・リ ュックサ ック ・
空 の水筒 ・おしぼり ・敷物 ・箸
〈
服 装〉カラー帽 ・名札 ・歩きやす い靴
動きやす い服装 ・上着

天気も落ち着き、今年度も最後の月となり、暖かな春の日差しも感じられるようになりました。
子どもたちは 1 年間様々な活動や行事を通して、心も体も大きく成長しました。
毎日の給食ではしっかり噛むことを意識しながら食べていたり、おやつでは「すっぱいけどちゃんと全部
食べる」とヨーグルトを残さず食べていたりと、子どもたち自身がそれぞれ気にかけながら給食やおやつの
時間を過ごしていることが印象的でした。
保護者の方にも、おやつ試食会で日頃子どもたちが食べているヨーグルトを試食していただき、
「以前より
酸味が減って食べやすくなった」
「子どもたちが毎日食べている事がすごい！」などの感想もいただきました。
市販のプレーンヨーグルトを使用しているのではなく、給食室内で手作りしているヨーグルトです。

●手作りヨーグルト●
原料はスキムミルクで、約 45 度のお湯にスキムミルクと専用のヨーグ
ルト菌を溶かし約 7 時間加温することでヨーグルトが出来上がります。保
存料などの添加物もなく、離乳食の月齢から安心して食べられます。脂質
は牛乳の１/１２、カルシウムは牛乳の 1.5 倍相当で牛乳に比べると低脂
質・低カロリーです。また、ヨーグルトに含まれる乳酸菌で腸内環境を整
える効果があり病気に打ち勝つ強い体づくりにも効果を発揮してくれます。
未満児は午前のおやつに８０ｇ、午後のおやつに８０ｇ食べ、以上児は
午後のおやつに８０ｇ食べています。また、ヨーグルトを使ったおやつや
給食の献立の手作りドレッシングにヨーグルトを使用したり、肉を柔らか
くするための調味料として使用したりと様々な使い方をしています。

●ヨーグルトを使用したレシピを紹介します●
＊豚肉のヨーグルトみそ漬け＊
材料（４人分）

【作り方】

・豚ももコマ切れ 200ｇ

①豚肉は酒、塩を少々入れもよくもみこんで 10 分おく

（酒・塩・油）

②①に混ぜた調味液を入れ、よくもみこみ１０分漬け込む

＜調味液＞

③フライパンに油を入れ、炒めて出来上がり

・しょうゆ 小さじ 1/2
・みりん 小さじ 1/2
・みそ 小さじ 1
・ヨーグルト 大さじ 2

＊焼きりんごのヨーグルトソースがけ＊
材料（４人分）

【作り方】

・りんご １個

①りんごは皮をむき八等分にする

・バター 10ｇ

②バターを溶かしりんごにからめ、フライパンで焼き色をつける

＜ソース＞

③生クリームにはちみつを入れなめらかに（７分立てくらい）

・ヨーグルト（水切り）25ｇ

なるまで混ぜ、水切りヨーグルトを入れもったりするまで混

・生クリーム 50ｃｃ

ぜ、焼きりんごにかけて出来上がり

・はちみつ 小さじ 1

給食室からこんにちは

２月の食育から…
今月の食育目標は「マナーを守って楽しく食事をしましょう」でした。
今年度は食事に関するマナーについて、食器の扱い方・食事の前の決まりや食事のあいさつなどを子どもた
ちに伝えていきました。食事の前の手洗いの習慣や食事中の姿勢や食器を持って食べることも身についてきた
子どもたち。片手に食器を持ち、はしも正しく使って食べられるようになってきたので“はしの便利な使い方”
の話をしました。
肉や魚の切り身を食べる時、はしで挟んだり、はしでさしてそのままかぶりついたり、小さくして食べたり、
様々な方法で食べている姿を見かけます。はしで出来ることは、挟む・混ぜる・切る・ほぐすなどの動きがあ
り、実際に給食の時間に赤魚の煮つけを用いて、子どもたちと一緒にやってみました。
「赤魚は、はしでさして
食べると身がほぐれてバラバラになってしまうな～」
「一口食べたら大きすぎるけ、小さくせんといけんよな～」
と話しているうちに、
「ぼくは切って小さくしたよ」と教えてくれる子どもや、「はさんだら小さくなったよ」
とはしを上手に使えている事を教えてくれました。
はしは便利な道具です。正しく持てるようになったら、お家でもいろいろな使い方をしてみてはどうでしょ
うか。

「１年間の成長を喜びましょう」
たくさん食べて、たくさん遊んで、４月から今日まで体も心もぐんぐん成長した子どもたちです。給食の時
間には、食事中のマナーや食べ物に興味を持つ事、生活のバランスなどを伝えていきました。はじめは１人分
の量が食べられない子どももいましたが、今ではほとんどの子どもが食べられるようになり嬉しく思っていま
す。来年度も元気な体づくりを目指して、早寝・早起き・朝ごはんの大切さを伝えていきたいと思っています。

●朝食レシピの紹介●
材料（４⼈分）
・餃子の皮
・玉ねぎ

【作り方】
８枚

１/4 個

・ブロッコリー
・ベーコン

＊パリパリピザ＊

20ｇ

10ｇ

・ケチャップ
・ピザ用チーズ

①玉ねぎ、ベーコンは適当な大きさに切り、フライパンで
炒める
②ブロッコリーは小房に切り塩ゆでする
③餃子の皮にケチャップをぬり、①・②をのせチーズをの
せて、トースターで５分焼いたら出来上がり

昼 食

午後の
おやつ

昼 食

午後の
おやつ

月（５日・１２日）

火（６日・１３日）

水（７日・１４日）

ごはん
鶏むね肉のみぞれ煮
小松菜とちりめんのサラダ
昆布ときくらげのきんぴら
豆腐とわかめのすまし汁

ごはん
鯖のヨーグルトカレー焼き
白菜と春雨の炒め物
ほうれん草と油揚げのおひたし
じゃが芋と玉ねぎのみそ汁

ごはん
牛肉とかぶの白みそ炒め
れんこんサラダ
かぼちゃとブロッコリーのチーズ焼
白菜のすまし汁

ヨーグルト
ベーコンチーズ春巻き

ヨーグルト
アップルパイ

ヨーグルト
オレンジパンケーキ

木（１日・８日）

金（１６日）

土（３日・１０日・１７日）

ごはん
鮭の南蛮漬け
切干大根と小松菜のおかか和え
長芋のソテー
きのこと麩のみそ汁

ごはん
豚肉とキャベツのトマト煮込み
チンゲン菜とあさりの炒め物
ひじき納豆
大根のみそ汁

ヨーグルト
ブロッコリーと大豆のトースト

ヨーグルト
バナナスコーン

コッペパン
ミネストローネ
バナナ

牛乳
ビスケット

月（１９日・２６日）

火（２０日）

水（２８日）

ごはん
赤魚のねぎあんかけ
小松菜と麩のチャンプル
わかめと厚揚げの梅和え
かき玉汁
ヨーグルト
大根もち

ごはん
つくね焼き
ブロッコリーと卵のサラダ
そうめん汁
ヨーグルト
麩のラスク

ごはん
ぶり大根
水菜といよかんのナッツ和え
ごぼうのそぼろがらめ
白菜のみそ汁
ヨーグルト
レーズンチーズクッキー

木（２２日・２９日）

金（２３日・３０日）

土（２４日・３１日）

昼 食

ごはん
鶏肉のしょうが焼き
小松菜ののり和え
イカとれんこんの甘酢炒め
大根とわかめのすまし汁

ごはん
鯖のみそ煮
ほうれん草とじゃこのみぞれ和え
きんぴらごぼう
豆腐とわかめのみそ汁

午後の
おやつ

ヨーグルト
ほうれん草と長芋のトースト

ヨーグルト
ピザパイ

昼 食

午後の
おやつ

切干大根の煮物

コッペパン
八宝菜スープ
バナナ

牛乳
せんべい

行事

２日（金）
【ひなまつり】

９日（金）
【お別れ遠足】

１５日（木）
【誕生会】

２７日（火）
【卒園式】

昼 食

ひな寿司
袋煮
ほうれん草のゴマ和え
はまぐりのすまし汁
いちご

以：お弁当
未：３色どんぶり
けんちん汁
りんご

以：パンバイキング
未：ロールパン
サラダビビンバ
クラムチャウダー
以：果物盛り合わせ
未：いちご

みそラーメン
筑前煮
バナナ

午後の
おやつ

カルピス
ひなまつりケーキ

以：おやつバイキング
未：ヨーグルト
手作りクッキー

ヨーグルト
ライスコロッケ

ヨーグルト
フルーツサンドイッチ

※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。

