
爽やかな初夏の日差しと乾いた風を感じる心地良い季節がやってきました。樹木は例年も増して寒かっ

た時季を過ごして活き活きと鮮やかな新緑を芽吹かせています。 

育子園に 4月新入園したお子様も保護者・ご家族の皆様も、少しづつ園生活に慣れてきたことと思います。 

さて、今月から「こばと」を簡素化しました。例えば「クラスだより」をなくした理由は 4月から毎日、

ホームページと wel-kids サイトに各クラス、グループ毎に子ども達の活き活きとした園生活での発達過

程を保育者が具体的な保育エピソードとして紹介しているからです。全国には約４万カ所の幼稚園、保育

園がありますが、本園のように日々情報発信を丁寧に行っている園はほとんどありません。 

★ロビーに ipad を設置しましたので、是非ご覧ください。 

それでは、庭野日鑛(にわの にちこう)名誉園長の言葉を紹介させていただきます。 

園長

孫たちが何か言ってきたときに、それに全力を尽くして接してあげると本当に喜びます。忙し

いからちょっと待てとか、いい加減なことを言っていると、やはり孫たちも本気になりません。

ですから、幼い子供たちに対しても、一対一の人間同士であっても、本当に全力を尽くして接す

るということが大事だと思わされるわけです。 

獅子はウサギを獲るときでも全力を尽くす、という言葉があります。意味合いは多少違います

が、私たちも人さまと接するときに、全力を尽くして会話をする、質疑をするということが、人

間としての心の通い合いを図る上で、大事な要素になってくると思います。ごく当たり前なこと

ではありますが、全力を尽くすということが、本当に大事なことだなと感ずるのであります。 
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全力を尽くして接する 

入園児紹介退園児紹介

(ゆり) 

～また遊びに来てね～

(もも) 
(ゆり) 

～一緒に遊ぼうね～

～ 園庭遊具の改造工事が終わりました ～ 

園庭遊具の改造工事が終わりました。子どもの発達過程に応じた遊びを展開できる遊具ですから、保育時間

中の遊び方はルールに従っています。

【重要！】保護者の管理下で使用する場合は、「お子様から眼を離さず」を守ってください。



予 定 表                                 2012.05

５月 主 な 行 事 ラ ン チ おやつ 
午前 

Happy Birhday 
午後 

1 火   ご飯 魚（カジキ）の生姜焼き マカロニサラダ 炒めレタス 

味噌汁「ごぼう、さやえんどう、エノキタ」 オレンジ 

せんべい 牛乳 

スイートポテト 牛乳 

2 水 
こいのぼりチキンライス（１．２歳児はチキンライス） 

イタリアンサラダ 野菜スープ メロン 

ビスケット 牛乳 

白玉入りフルーツポン千
（１歳児は団子なし) 牛乳

3 木 

4 金 

5 土 

6 日 

7 月 
ツナカレー（７分搗き米のみ） もやしのナムル  

スープ「豆腐、ピーマン」  メロン 

せんべい 牛乳 

二色団子 牛乳

8 火   
ご飯 豚肉の焼肉 根菜の炒め物 オレンジ 

さつまいものレモン煮 味噌汁「油揚げ、キャベツ」 
せんべい 牛乳 
フレンチトースト おやつ煮干 牛乳

9 水 健康診断 
ふきご飯 八宝菜 味付けゆで卵

味噌汁「大根、わかめ」 メロン

ビスケット 牛乳 

ベークドポテト 牛乳 

10 木 音楽 
スパゲティナポリタン たこウインナー ちくわサラダ

プチトマト グリンピースのポタージュ オレンジ 

せんべい 牛乳 

おにぎり「鮭」牛乳 

11 金 
ご飯(７分搗き米入り) 魚（ホキ）の香味揚げ メロン 

ほうれん草とこんにゃくの和え物 けんちん味噌汁 
せんべい 牛乳 
ヨーグルト せんべい 麦茶

12 土 
鶏丼 ハムサラダ 味噌汁「麩、わかめ」 

オレンジ

せんべい 牛乳 

デニッシュパン 牛乳 

13 日 

14 月   
手作りふりかけご飯 治部煮 かぼちゃの素揚げ 

味噌汁「じゃが芋、葉ねぎ」 メロン 

せんべい 牛乳 

ソフトパン 牛乳 

15 火   
ご飯 魚（鮭）のごま焼き 炒めレタス 

たたきごぼう 味噌汁｢さやえんどう､わかめ｣ オレンジ 

せんべい 牛乳 

塩焼きそば 麦茶 

16 水 誕生会 
ガーリックライス  豆腐ハンバーグ 甘酢和え わかめスープ 

白桃缶 メロン パイン缶

ビスケット 牛乳 

カステラケーキ 牛乳 

17 木 
ご飯 魚の味噌煮 じゃが芋のきんぴら プチトマト 

沢煮椀  オレンジ

せんべい 牛乳 

バナナドッグ 牛乳 

18 金 
白パン  鶏肉のカレー風味焼き アスパラとベーコンのソテー 

野菜スープ メロン 
せんべい 牛乳 
じゃこ入りチャーハン 麦茶

19 土   
五目うどん さつまいものバター煮 ウインナー 

オレンジ 
せんべい 牛乳 
チョコシリアル せんべい牛乳

20 日 

21 月 
ツナカレー（７分搗き米のみ） もやしのナムル 

スープ「豆腐、ピーマン」 メロン 

せんべい 牛乳 

二色団子 牛乳  

22 火   
ご飯 豚肉の焼肉 根菜の炒め物 オレンジ 

さつまいものレモン煮 味噌汁「油揚げ、キャベツ」
せんべい 牛乳 
フレンチトースト おやつ煮干 牛乳

23 水 健康診断 
ふきご飯 八宝菜 味付けゆで卵

味噌汁「大根、わかめ」 メロン

ビスケット 牛乳 

ベークドポテト 牛乳  

24 木 音楽 
スパゲティナポリタン たこウインナー ちくわサラダ

プチトマト グリンピースのポタージュ オレンジ

せんべい 牛乳 

おにぎり「鮭」牛乳 

25 金 英語 
ご飯(７分搗き米入り) 魚（ホキ）の香味揚げ メロン 

ほうれん草とこんにゃくの和え物 けんちん味噌汁
せんべい 牛乳 
ヨーグルト せんべい 麦茶

26 土 
鶏丼 ハムサラダ 味噌汁「麩、わかめ」 

オレンジ

せんべい 牛乳 

デニッシュパン 牛乳 

27 日 

28 月 
手作りふりかけご飯 治部煮 かぼちゃの素揚げ 

味噌汁「じゃが芋、葉ねぎ」 メロン 

せんべい 牛乳 

ソフトパン 牛乳  

29 火   
ご飯 魚（鮭）のごま焼き 炒めレタス 

たたきごぼう 味噌汁｢さやえんどう､わかめ｣ オレンジ 

せんべい 牛乳 

塩焼きそば 麦茶 

30 水   
白パン  鶏肉のカレー風味焼き アスパラとベーコンのソテー 

野菜スープ メロン
せんべい 牛乳 
じゃこ入りチャーハン 麦茶

31 木   
ご飯 魚の味噌煮 じゃが芋のきんぴら プチトマト 

沢煮椀  オレンジ

せんべい 牛乳 

バナナドッグ 牛乳  


