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 北風が、少しずつやわらいで春の風に変わってきました。 

いよいよ、卒園、進級のときを迎えます。 昨年の４月のことを思い出すと、この一年間の子

どもたちの成長には目を見張るものがあります。また、ヨコミネ式保育を取り入れ、二年が経

ち、子どもたちは、たくましく めざましい成長を見せています。残りわずかな日々を楽しく

過ごしながら、新年度へ、新生活へとつなげていけるように、見守りたいと思います。 

保護者の皆様には、一年間ご理解とご協力をいただきありがとうございました。 

【保育目標】 

クラス トーキョー・サイホージ：成長した喜びや感謝の気持ち就学・進学に向けて期待と 

自覚を持つ。 

クラス ニューヨーク：進級に期待を持ちながら、身の回りのことを自分でし、自信をもって

行動する。 

クラス ロンドン：進級に期待を持ち、お友達や保育士と戸外へ出て体を動かす遊びを楽しむ。 

クラス パリ  ：進級に向けて、自分で、できる事は自分でする。 

1 6 

今月の目標 

    智慧
ち え

希望
き ぼ う

…希望をもち、楽しく暮らそう（おおきくなったよ） 

 

☆クラス トーキョウ、サイホージ         ☆クラス ロンドン 

１６日 Ｋゆうがくん（６才）          １９日 Ｔ いつきくん（３才） 

１７日 Ｔ ももちゃん（６才）         ２９日 Ｋ れんかちゃん（３才） 

３１日 Ｍ ここあちゃん（６才）        

２日 Ｋ あおとくん（５才）          ☆クラス パリ                   

  ８日 Ｋ みのりちゃん（５才）          ４日 Ｋ はるとくん （２才） 

☆クラス ニューヨーク                  ３１日 Ｓ けいとくん （２才） 

 １７日 Ｍ さほちゃん （４才）          １３日  Ｓいおりちゃん（１才） 

 ２６日 Ｔ あおいくん （４才） 

 

 

 

３月生まれのお友だち 
 

進級するご家庭へ 

 幼児期は、食事のリズムの基礎をつくる

大切な時期です。左の表でできなかったこ

とも、お子さんの発育、発達に合わせて少

しずつできるように、園と一緒に取り組ん

でいきましょう。 

卒園するご家庭へ 

 卒園おめでとうございます。早いもので旅立ち

の日が近づいてまいりました。あんなに小さかっ

た子どもたちが、今では食事のマナーやルールを

守り、友だちと楽しく会話しながら食べることが

できるようになりました。小学校に行ってもお友

だちの見本となってくれることでしょう 

左の表でできなかったことは、入学前に見直し

ましょう。 

粉ミルクを使用されているご家庭へ 

調乳について 

 乳児用調整粉乳を用いる場合は、衛生上の観点から特に以下の点に留意して下さい。 

○調乳にあたっては、使用する湯は、７０℃以上に保つこと（やけど注意） 

○調乳後、２時間以内に使用しなかったミルクは破棄すること 

（飲み残しは２時間以内でも破棄する事） 

 必ず、ミルクの容器に書かれている説明文に従い、必要なお湯の量と粉の量を確かめて下さい。７０℃

以上で調乳すれば、万が一、粉ミルクに菌があっても、死滅する検査結果がでています。 

 今年も 1 位はやっぱりカレーライスでした。大きな鍋いっぱいのカレーも全部食べてしまいます。2 位

はレバー。おうちではあまり食べないかもしれませんが、ちょっと甘いケチャップ味のレバーは、子ども

たちだけでなく、先生たちにも人気のメニューです。3 位はグラタン。子どもたちはチーズも大好きです。 

 しかし、今年は納豆、肉じゃが、きんぴらなどの和食メニューや、豚汁やすまし汁などの汁物も人気が

あり、ちょっとうれしく感じました。卒園児のみんな、大きくな～れ！！ 



  

食育だより 
担当  Ｓ 尚子 
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保育参観 
２月２２、２３日の保育参観には、お忙しい中、見に来ていただき、ありがとうご

ざいました。 

日頃の保育中の子ども達の様子を見ていただけたでしょうか。 

マラソン大会 
2 月 25 日(土) 第 3 回マラソン大会が行われました。今回は、コースが、変更になり、

距離も少し長くなりましたが、みんながんばって走ってました。 

たくさんの応援ありがとうございました。 

今月の食育目標 

トーキョー・サイホージ…食事のマナーを守り みんなでたのしく食事をする 

ニューヨーク…食事のマナーを身につけ たのしく食事をする 

ロンドン…はしやスプーンを正しく使い、食器に手をそえ、たのしく食べる 

パリ…食事の姿勢に気をつけながら 楽しく食べる 

1年間の食生活 をふりかえりましょう 
 毎日くりかえされる「食生活」から、子どもの成長をふりかえってみましょう。 

食べる意欲を育てる食育を 

 食事は、栄養をとるだけの行為ではありません。楽しい食事の体験は、子どもの五感や食べる意

欲を育てます。「食べたい」という意欲の形成は生きることへの大前提です。そのために、食べる意

欲の大切さを毎日の食生活を通して伝え、気づかせていきたいものです。 

食生活チェック 

 家庭での食生活について、お子さんだけでなく、大人も一緒にふりかえってみませんか？家族みんなで

食生活の向上をめざしましょう。できたところに○をつけてみましょう。 

 ○の数  7 個以上…とてもよい  4個以上…もう少しがんばろう  2個以上…もっとがんばろう 

・決まった時間に食事を用意できた 

・だらだらおやつを与えなかった 

・なるべく旬の食材を購入した 

・栄養バランスのよい食事をよういできた 

・配ぜんやはし、食器の持ち方などを教えた 

・テレビをつけないで食事をしていた 

・家族全員で食事をすることが多かった 

・手伝いをする機会を与えた 

・しょくじまえに、しっかりてをあらった 

・「いただきます」「ごちそうさま」をいった 

・きまったじかんに、しょくじをした 

・きまったじかんに、おやつをたべた 

・すききらいをしないで たべた 

・よいしせいで たべた 

・よくかんで たべた 

・スプーンやはしを ただしくつかえた 

●●おとな●● ●●こども●● 
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月 火 水 木 金 土 

 

  1 2 3 

ひなまつり 

5 

月曜集会 

英語指導 

6 7 

英語指導 

8 

誕生会 

9 

避難訓練 

10 

卒園バス遠足 

12 

月曜集会 

英語指導 

交通安全指導 

13 14 

英語指導 

15 

お別れ遠足 

16 17 

19 

月曜集会 

英語指導 

20 

春分の日 

21 

英語指導 

22 23 

お別れ会 

24 

卒園式 

26 

月曜集会 

英語指導 

27 28 

英語指導 

29 

保育終了 

30 

希望保育 

31 

希望保育 

今月の行事予定 ～３月～ 

 私たち大人は、子どもたちには、よく「なかよくしなさい」といいます。お約

束にも「わたくしたちは、みんな なかよくいたします。」とあります。でも、子

どもたちは、けんかをし、言い合って成長していくことも確かです。お互いに言

い合う中で、おりあっていくことも学んでいくはずです。 

 これまでの人類の歴史を学んでいくと、人間は自己主張をし、言い合い傷つけ

合ってきました。 

これは今でも続いています。人間は、本能的になかよくできないのでしょうか。

子どもの世界だけでなく大人の世界こそ「和合」を現実のこととしなければなり

ません。 

 小、中学校では、「平和学習」をします。地球上が平和であるように、と言って

学習するはずです。 

しかし地球上ではどこかで つねに戦争が起きています。いのちある地球上のこ

となど全く考えず地球を傷つけてきました。 

 親鸞さまは、どんな思いで「和合」という言葉を示してくださったのでしょか。

私たち大人が心の底からしっかりと見つめなおし問い直していくべき言葉である

ような気がしてなりません。簡単な言葉こそが、難しい内容を抱かえているので

すね。                 
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和合
わ ご う

 （なかよくしよう） 

桃の節句 
桃は中国で不老長寿の薬として効力

を持ち、多産を象徴する植物とされて

います。また、邪気を払う魔力を持つ

ともいわれています。 

3月 3日の節句（季節の変わりめ）は、

桃の花が咲く時期なので「桃の節句」

と呼ばれるようになりました。日本で

は平安時代に伝わり、室町、江戸時代

に「ひなまつり」の形へと発展したよ

うです。桃の花を飾って、春の訪れを

感じましょう。 

 

ひなまつり会 

3 月３日（土）に、ひなまつり会が、あ

ります。 

女の子は、スカートをはいてきてください。 

ひなあられを食べたりしながら、女の子の

節句を、お祝いしましょう。 

お し ら せ 
❀ 3/10（土）のバス遠足は、卒園児（年長児）のみです。 

❀ 3/15（木）お別れ遠足は、全園児対象です。お弁当をお願いします。詳しくは後日お

知らせを出します。 

❀ 3/24（土）午後より卒園式を行います。年長児、年中児のみの参加となります。午前

中は、通常保育です。 

❀ 3/30（金）・31（土）は新年度準備の為希望保育となります。詳しくは後日プリント

でお知らせ致します。 
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 ※ 学童保育担当のＨ 龍昭先生が、新しいお仕事のため、２月いっぱいで退職されまし

た。お疲れ様でした。 

３月からＹ 誠先生が、新しく入られます。宜しくお願いします。 


