
夏休みの時期になりました、一年の中で最もご家族の思い出を綴る季節です。幼い頃に体験したことは大人に

なっても、大切な記憶として残っていくものです。 

杉並区内のある認可保育園で 3～5歳児の異年齢保育を始めたいので、育子園での取り組みを話して欲しいと

園長先生から依頼されました。その園では開園時間から 9：30 ごろまで毎日異年齢で過ごし、朝夏期間を中心に

異年齢で行っていて、異年齢の良さを体感していますので、異年齢保育を園の方針としていきたいと考えていま

す。日本では異年齢と表現し特異な保育と感じる人もいるようですが、保育先進国では当たり前の考え方で子ども

の発達過程に応じた保育という言い方の方がわかりやすいのでしょう。 先日その保育園を訪問して学び合いの会

を行いました。最初に育子園が何故発達に応じた保育を行うようになったのか、導入当時のスケジュール、導入前

と後の変化などについて話しました。今後は育子園にその園の職員が保育参加することも企画しています。

さて、今夏も引き続き節電対応を行っていきます。一部の照明を消したり、ゴーヤのカーテンや扇風機

を活用しています。

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

親子関係には、深い肉親の絆があります。その半面、どうしても自分の子供だけ、わが子だけ、

というような自己中心性もわき起こってまいります。 

しかし、生きとし生けるものすべてが救われるように、というのが仏さまの大慈悲心であります。

私たちもそのような大きな慈悲心を持った人間にならせて頂くことが、ひいてはご先祖さまから

も安心して頂ける人間になるということであります。仏さまの願いである一切衆生が救われるよ

うにという願いを、本当に自らの願いとして布教伝道に励ませて頂くことが、私たちが踏まえる

べき最も大事なことだと思うのであります。 

『立正佼成会ホームページ』より 
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仏の願いを我が願いに 

入園児紹介退園児紹介

（もも）

～ 元気でね ～

（もも）

～ 一緒に遊ぼうね ～

【特に 2歳児クラスの保護者は是非ご覧ください。】 

◆ 1階ロビーに「見てわかる 3～5歳児グループの一日」を掲示 ◆
１階ロビー壁面に 3～5 歳児グループの一日の様子を掲示してあります。園庭と 2 階、3 階保育室で何
をして遊ぶか、子どもが自分で選択して遊びこみます。子どもは自ら環境に働きかけて発達していきます

から、育子園では子どもの自発的活動が、より豊かに展開できるスペースを保障するために認可保育園基

準の約 1.5倍の面積を確保し、様々な遊びが体験できるよう保育環境を設定しています。



予 定 表                                        2012.08

8 月 主な行事 ラ ン チ おやつ 
午前 

Happy Birhday 
午後 

1 水 豚丼 根菜の甘酢炒め 味噌汁「豆腐、長ネギ」 デラウエア クッキー  牛乳 

フルーツゼリー せんべい 牛乳

2 木 スパゲティミートソース ちくわサラダ プチトマト 

スープ「ウインナー、ピーマン」 すいか 

せんべい  牛乳 

おにぎり「鮭」 麦茶 

3 金 ０歳児健診 
ご飯 かぼちゃの甘煮 魚（カラスガレイ）の梅味噌焼き 

五目きんぴら 味噌汁「えのき茸、わかめ、ねぎ」 メロン 

せんべい  牛乳 

ソフトパン 牛乳 

4 土 和田 1 丁目町会 

みんなの盆踊り

チキンライス ウインナー わかめサラダ  

豆腐スープ オレンジ 

せんべい  牛乳 

サブレ バナナ 牛乳 

5 日 〃 

6 月 ご飯 豚肉の生姜炒め（１歳児は豚ひき肉）コーンサラダ 

味噌汁「生揚げ、モロヘイヤ」 すいか 

せんべい  牛乳 

和風マカロニソテー 牛乳 

7 火 手作りふりかけご飯 あじの塩焼き 夏野菜の揚げ煮  

味噌汁「じゃが芋、ねぎ」 メロン

せんべい  牛乳 

サワークリームケーキ 牛乳

8 水 誕生会 
ハンバーガー（１歳児：食パンとハンバーグ） 

トマトときゅうりのサラダ コーンポタージュ デラウエア 

クッキー 牛乳 

ケーキ風押し寿司 麦茶 

9 木 音楽クラブ 
ご飯 チャンプル 白滝の炒め煮 味噌汁「かぼちゃ、わかめ」 

すいか 

せんべい  牛乳 

じゃがバター 牛乳

10 金 枝豆ご飯 魚（1,2 才カレイ 幼児シルバー）のムニエル 

野菜炒め  清まし汁「そうめん、葉ねぎ」 メロン 

せんべい  牛乳     

ヨーグルト せんべい 野菜ジュース

11 土 五目うどん ツナともやしのナムル プチトマト オレンジ ビスケット  牛乳    

スティックパン 牛乳 

12 日

13 月 ご飯 鶏肉の照り焼き トマトとオクラのごま油和え  

さつまいものレモン煮 味噌汁「麩、小松菜」 すいか 

せんべい  牛乳 

ジャムサンド 牛乳

14 火
ツナカレー ハムサラダ スープ「とうがん、しめじ」 メロン せんべい  牛乳 

ゆでとうもろこし  

おやつ煮干 牛乳

15 水 ご飯 豆腐と豚肉のみそ炒め かぼちゃの素揚げ 

清まし汁「なると，葉ねぎ」 デラウエア 

クッキー  牛乳 

じゃが芋のチーズ焼き 牛乳

16 木 和風スパゲティ ポテトサラダ スープ「ウインナー、キャベツ」 

すいか 

せんべい  牛乳 

おにぎり「ベーコン」 麦茶 

17 金 ０歳児健診 
マーボーなす丼 ごま酢あえ 味噌汁「麩、わかめ」 パイン缶 せんべい  牛乳 

ソフトパン 牛乳

18 土 チキンライス ウインナー わかめサラダ 豆腐スープ 

オレンジ 

せんべい  牛乳 

サブレ バナナ 牛乳 

19 日

20 月 ご飯 豚肉の生姜炒め（１歳児は豚ひき肉）コーンサラダ 

味噌汁「生揚げ、モロヘイヤ」すいか 

せんべい  牛乳 

和風マカロニソテー 牛乳

21 火 手作りふりかけご飯 あじの塩焼き 夏野菜の揚げ煮 

味噌汁「じゃが芋、ねぎ」 メロン

せんべい  牛乳 

サワークリームケーキ 牛乳

22 水 にんじんパン（１歳児：食パン） ミートボール 

トマトときゅうりのサラダ コーンポタージュ デラウエア 

クッキー 牛乳 

いなり寿司 麦茶 

23 木 音楽クラブ
ご飯 チャンプル 白滝の炒め煮 味噌汁「かぼちゃ、わかめ」 

すいか 

せんべい  牛乳 

じゃがバター 牛乳

24 金 枝豆ご飯 魚（1,2 才カレイ 幼児シルバー）のムニエル 

野菜炒め  清まし汁「そうめん、葉ねぎ」 メロン 

せんべい  牛乳     

ヨーグルト せんべい 野菜ジュース

25 土 五目うどん ツナともやしのナムル プチトマト オレンジ ビスケット  牛乳    

スティックパン 牛乳 

26 日

27 月 ご飯 鶏肉の照り焼き トマトとオクラのごま油和え  

さつまいものレモン煮 味噌汁「麩、小松菜」 すいか 

せんべい  牛乳 

ジャムサンド 牛乳

28 火
ツナカレー ハムサラダ スープ「とうがん、しめじ」 りんご せんべい  牛乳 

ゆでとうもろこし  

おやつ煮干  牛乳

29 水 豚丼 根菜の甘酢炒め 味噌汁「豆腐、長ネギ」 デラウエア クッキー  牛乳 

フルーツゼリー せんべい 牛乳

30 木 スパゲティミートソース ちくわサラダ プチトマト 

スープ「ウインナー、ピーマン」 すいか 

せんべい  牛乳 

おにぎり「鮭」 麦茶 

31 金 ご飯 かぼちゃの甘煮 魚（カラスガレイ）の梅味噌焼き 

五目きんぴら 味噌汁「えのき茸、わかめ、ねぎ」 メロン 

せんべい  牛乳 

ソフトパン 牛乳 


