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園長より

新年度がはじまり１か月が過ぎました。新しいクラスでの生活にもだんだんと慣れてきたように感じます。

そんな中で迎える大型連休!「せっかく慣れてきたのに・・・」と思ってしまうかもしれませんが、新学期の疲れを

休ませるのには良い時間です。大人も子どもも慣れない環境はいろいろと神経を使います。しっかりとリフレッ

シュして、連休明けフル充電で登園してきてくれることを楽しみにしています。

さて、今回はアンジェリカ保育園の環境（物的環境）について少しご紹介いたします。

小さいクラスでは、まず場所ごとに役割を固定するところからはじまります。「遊ぶ場所」「食事の場所」「オム

ツを取り替える場所」など、場所ごとに役割を固定することで、自然と生活には決まりがあるということをが身に

つていきます。

場所が決まっていることで、子ども達にも見通しが立ちやすく自ら生活に参加できることが増えてきます。

２Fのクラスになると、４．５歳児クラスは一年を通して同じ部屋で生活をします。３歳児クラスも子ども達の成長

に合わせてだんだんと大きいいクラスの遊びと生活に参加できるような環境をつくっていきます。「学ぶことは真

似る事」というように、様々な年齢との関わりを通して成長できる環境が大切です。

幼児教育は環境を通して行うことを基本とします。集団のルールを守ること、仲間を尊重すること、協力して取り

組むこと、身辺自立すること、身の回りのことに興味を持つこと、認識できる世界を広げていくこと・・・これら

を、指示や命令ではなく、本人の共感と理解を伴いながらゆっくり獲得していくことが理想です。

大人が先回りして対処したり、時間などに追われて代わりにやってしまうのではなく、どれだけ子ども自身の力を

信じて、待つことができるかにかかっているのだろうと思います。

指示や禁止が飛び交う環境では子どもは安心してチャレンジすることができません。適切な働きかけ、促し、誘い

と共に、子ども達の育ちをじっくりと見守っていきたいですね。



11日

12日 （火）

（月）

行 事 予 定

Event schedule

お車で送迎される際のお願い

　 Information

   お 知 ら せ

身体測定（0.1.2歳）

年 間 行 事 予 定

　　 避難訓練

身体測定（3.4.5歳）

29日 （金）

!５

4月より、隣接する「ヘアーサロンナゴ

ヤ」さんのご厚意により朝7時～9時、夕

4時～６時までの間送迎用に駐車場をお

借りすることができました。

園内駐車スペース同様、送迎は速やかに

行っていただき、譲り合ってお使い下さ

い。

今年度の行事についてお知らせいたします。
感染症の対策もとりつつ、最大限子ども達と一緒に楽しんでいいただけるように検討しました。
新型コロナウイルスの状況により規模の縮小や中止など変更になる場合がありますのでご了承下さい。

５月２１日（金） …………… お弁当の日 ４.５歳児クラス

７月下旬 …………… 縁日ごっこ ※保護者を招いての開催は中止とし園児のみで行います。

１０月 ２日（土） …………… 運動会 ３.４.５歳児クラスのみの開催となります。クラスごとの入れ替え制を予

定しています。雨天の場合は中止とし、翌週４日（月）園児のみで行います。

１０月２５日（月） …………… バス遠足 ５歳児クラス ※行き先は検討中です。

１２月 ４日（土） …………… お楽しみ会（発表会）３.４.５歳児クラス ※グループごとの入れ替え制を検討し

ています。

感染症の状況によっては中止し、翌週１０日（金）園児のみで行います。

３月１２日（土） …………… 卒園式 ５歳児クラス

※ 保育参観は１０月を予定しています。詳細は近くなりましたらお知らせいたします。

※ 個人面談は昨年度同様、個別に随時行っていきたいと考えています。８月以降からを予定しています。
詳細は近くなりましたらお知らせいたします。

※ その他、園内で園児のみで行う行事につきましては、通常通り行う予定です。



news2

歯科検診の日程について

虫よけスプレー、かゆみ止めについて

保健だより

news1

新しい職員の紹介です！

籾山杏子さんです。

色々なクラスに入ってお手伝いをしてくれます。

やさしくて、すてきな方です！

よろしくお願いします。

ゆめ組担任織屋和美が6月より産休に入ります。

来年、元気に復帰してきてくれるのを待ってます。

歯科検診の日程が決まりましたのでお知らせいたします。

４．５ 歳クラス ６月１１日（金）１０：００ ～

０～３ 歳クラス ６月２５日（金）１０：００ ～

蚊が出始める季節です！当園では、虫よけ対策として必要に応じて市販の虫よけスプレー（フマ

キラースキンベープミスト等）を使用しています。

蚊に刺されてかゆがっている場合にも市販のかゆみ止め（ムヒベビー等）を使用します。

体質的に合わないなどがあれば担任にお知らせください。



Topics

運動遊び指導

アンジェリカ保育園では、３.４.５歳児クラスになると毎月体操の

先生と一緒に運動遊びを楽しみます！

心身の健全な発達には、思い切り体を動かすことが必要です。

毎月の「運動遊び」を通して遊びのレパートリーを増やし、日ごろ

の遊びがより充実したものになって欲しいと考えています。

担当は、総合体育研究所千葉より南屋香穂先生になります。

よろしくお願いします。

今年は、跳び箱や平均台にも挑戦します！

南屋香穂先生

総合体育研究所千葉

４月の運動遊びの様子

ほし組（４歳児）

そら組（５歳児）

つき組（3歳児）



Topics

おすすめ書籍の紹介です

陽だまり通信

子育てのヒントを掲載します

書籍紹介

「食べない子が変わる魔法の言葉」 山口健太

子どもの好き嫌いが多くて、無理にでも食べさせた方がよいのか、そのまま残させても良いのか悩む方も多いのではないでしょう

か？乳幼児期はどうしても発達のための栄養摂取と考えやすくなってしまいますが、１番大切なのは食事を楽しむ気持ちを持つこと

です。

保育園では、無理なく進めていくことをお勧めしています！

好き嫌いなく、なんでも残さず食べて欲しいとだれもが願うことと思います。

ですが、そんな思いが強すぎると、無意識のうちに子ども達にプレッシャーを与えてしまいます。

好き嫌いがある事よりも食事の時間が楽しくなくなってしまうことの方が大きな問題です。

また、好き嫌いなく食べることと、嫌いな物を無理にでも食べることとは違います！

子どもは色々な食材を好きになっていく途中の段階です。大人になってみれば自然と多くの物が食べられるようになるものです。

まずは楽しく食べること、その上で料理してくれた人への感謝や食べ物の大切さを伝えていけると良いですね。

～食べ物の好き嫌いについて～

子ども達が食事を楽しく食べられるためにはどうしたらいいか？

子どもが何につまづいていて、大人はどのような言葉かけをしてあげたらよいかなど具体的に手寧に説明しています。
すぐにでも試してみたくなることがたくさんありました。
子どもによっては「食べなさい」と言われるよりも「無理しなくていいよ」と言われた方が緊張がほぐれて食べられる
場合もあるようです。
「残さず食べてね」より「味わって食べてね」の方が食材に興味が持てるようになるらしい。…などなど

すべてが当てはまるとは限りませんが楽しい食事のために、言葉の選択肢は多い方が良いですね！

４月の食育の様子



421 15.1 12.9 1.6

531 19.4 16.5 2.1

565 20.1 20.8 1.9

657 22.6 23.2 2.3

532 21.3 20.1 1.9

614 24.3 22.2 2.3

476 20.1 16.3 1.5

530 22.3 16.9 1.8

515 19 18.6 1.5

594 21.2 20.5 1.7

468 16.2 16.7 1.6

561 18.9 19.3 2

561 21.7 21.7 2.1

657 24.7 24.4 2.8

472 21.9 15.7 1.6

536 24.7 16.6 2.1

562 20.4 12.4 1.5

526 23.3 12.5 2

488 19.3 14.3 1.5

541 21.3 14.5 1.8

492 20.2 19.5 1.8

565 22.9 21.5 2.3

576 21.4 21.4 1.6

671 24.3 24 1.9

515 19.9 13.5 1.4

599 22.6 13.3 1.7

556 23.8 18.7 2.5

643 27.2 20.3 3

534 19.8 11.5 1.5

596 21.7 10.6 1.7

521 22.3 18.4 1.7

548 23.3 17.6 1.9

495 19.2 15.4 1.6

593 22.7 17.8 1.9

524 21.3 14.4 2.2

605 24.1 15.1 2.8

479 20.4 13 1.5

528 22.6 12.7 1.8

549 22.4 17.9 1.7

618 25.3 19 2.1

472 20 18.7 1.4

539 22.4 20.6 1.8

509 19.2 16.6 1.5

568 21.2 17.3 1.9

503 19 17.7 1.5

578 21.2 19.3 2

508 20.2 16.8 1.7

　※　食材料入荷の都合等により、献立を変更させて頂く場合があります。ご了承ください。 583 22.8 18.1 2.1

　※　おやつの牛乳は１歳児　午前80ｍｌ、午後80ｍｌ　２歳児～5歳児　午後のみ110～120ｍｌ出しています。

　※　　　　仲良し給食…食物アレルギーのある子とそうでない子が一緒に食べられる内容の給食です。

　※　献立に使用している食材で食べた事のないものがある場合は、事前にご家庭で食べてみてアレルギー反応が出ないか確認をお願いします。

給食・材料名 エネル
ギー
（kcal)

たん
ぱく質
（ｇ）

脂質
（ｇ）

塩分
（ｇ）

熱や力になるもの 血・肉・骨になるもの 体の調子を整えるもの
日 曜日 献立名

午前のおやつ
１歳児のみ

午前のおやつ
☆は手作りです

米　砂糖　ごま 豚肉　 玉葱　もやし　人参　ほうれん草

中華スープ　もも缶 クッキーせんべい ごま油　春雨　 豆腐　 きゅうり　もやし　葱　コーン　もも缶
1 土

ビビンバ　春雨サラダ　
牛乳

牛乳

米　　麦　油 豚肉　人参　大豆　 きゃべつ　人参　コーン　きゅうり

ミルクスープ　グレープフルーツ いちごスペシャル 砂糖 ツナ缶　ベーコン　牛乳 玉葱　ほうれん草　グレープフルーツ
6

木
子供の日
行事食

こいのぼりキーマカレー（麦ごはん）　ツナサラダ
牛乳

牛乳

米　砂糖　油 鰆　みそ 切干大根　人参　小松菜

豚汁　バナナ ☆お好み焼き ごま油　ごま 油揚げ　豚肉　豆腐 大根　しめじ　バナナ
7 金

ご飯　さわらの味噌焼き　切干大根煮
牛乳

牛乳

米　砂糖 鶏肉　卵 玉葱　えのき　人参　いんげん

みそ汁　もも缶 クッキーせんべい じゃがいも　 みそ きゃべつ　ほうれん草　玉葱　もも缶
8 土

ご飯　鶏肉と玉葱の卵とじ　キャベツのお浸し
牛乳

牛乳

米　小麦粉 鶏肉　みそ トマト　ほうれん草　キャベツ　

みそ汁　オレンジ ☆バナナケーキ 油　片栗粉 油揚げ 人参　玉葱　チンゲン菜　オレンジ
10 月

ご飯　鶏肉の唐揚げ　ほうれん草の和え物
牛乳

牛乳

米　麦　砂糖　 卵　みそ 人参　いんげん　玉葱　干しいたけ

みそ汁　パイン缶 ☆フライドポテト 大豆　さつま揚げ 大根　昆布　ほうれん草　パイン缶
11 火

麦ご飯　千草焼き　大豆と昆布の煮物
牛乳

牛乳

パン　油　砂糖　ごま 豚肉　豆腐　 玉葱　キャベツ　きゅうり　ブロッコリー

コンソメスープ　グレープフルーツ缶 ☆五平餅 パン粉　片栗粉　 ベーコン 人参　小松菜　トマト グレープフルーツ缶　

12 水
ロールパン　ハンバーグ　ドレッシングサラダ

牛乳
牛乳

うどん　ごま油　 豚肉　さつま揚げ きゃべつ　もやし　人参　葱　

そら豆　バナナ ☆スイートポテト 砂糖　片栗粉 豆乳　鶏肉　豆腐　卵 干しいたけ　さや　そら豆　バナナ
13 木

ちゃんぽんうどん　ぎせい豆腐
牛乳

牛乳

米　油　ごま油 かれい　 しいたけ　人参　えのき　しめじ

青菜ともやしのごま和え　清まし汁　グレープフルーツ ☆中華カステラ 砂糖　片栗粉　 なると もやし　小松菜　大根　グレープフルーツ
14 金

ご飯　白身魚のきのこソース
牛乳

牛乳

米　油 豚肉　厚揚げ　 玉葱　白滝　もやし　わかめ

みそ汁　もも缶 クッキーせんべい じゃが芋　砂糖　 みそ 人参　さや　みかん缶
15 土

豚丼　じゃがいもの煮物
牛乳

牛乳

米　 さば　みそ 玉葱　大根　こんにゃく

おでん風煮物　清まし汁　オレンジ ☆アップルパイ じゃがいも 厚揚げ　つみれ　 ほうれん草　えのき　葱　オレンジ
17 月

ご飯　さばの味噌マヨネーズ焼き
牛乳

牛乳

パン　じゃがいも 豚肉　牛乳　チーズ 玉葱　ブロッコリー　コーン　

18 火
ロールパン　シェパーズパイ

牛乳
牛乳

19 水
マーボー丼（麦ごはん）　春雨の中華サラダ

牛乳
のむヨーグルト

ブロッコリーサラダ　ほうれん草のスープ　もも缶 ☆わかめおにぎり 小麦粉　油　 ベーコン　玉葱　ほうれん草 玉葱　人参　マヨネーズ　もも缶

中華サラダ　バナナ ☆オレンジ寒天 ごま油　砂糖　片栗粉 みそ　ハム　卵 もやし　キャベツ　人参　バナナ

米　麦　春雨 豆腐　豚肉　 にら　玉葱　わかめ　きゅうり

ラーメン　 豚肉　ヨーグルト　 人参　葱　キャベツ　もやし

フルーツヨーグルト和え ☆きな粉ラスク 砂糖　片栗粉 チキンボール　 玉葱　ブロッコリー　フルーツ缶　バナナ　
20 木

醤油ラーメン　肉団子甘酢あんかけ
牛乳

牛乳

米　砂糖 鶏肉　チーズ　 トマト　かぼちゃ　きゅうり　玉葱

かぼちゃサラダ　みそ汁　グレープフルーツ缶
☆フルーチェ
ウエハース

マヨネーズ　 豆腐　 人参　しめじ　みそ　グレープフルーツ
21 金

ご飯　鶏肉のチーズ焼き　
牛乳

お茶

米　油　 鶏肉　卵 グリーンピース　ほうれん草　人参

みそ汁　もも缶 クッキーせんべい 砂糖 ツナ　豆腐　みそ 玉葱　　さや　もも缶
22 土

三色丼　青菜のお浸し（ツナ入り）
牛乳

牛乳

米　砂糖　油 豚肉　卵 玉葱　干しいたけ　人参　もやし

ビーフンと野菜のソテー　みそ汁　オレンジ ☆りんご蒸しパン ビーフン　 豆腐　みそ ピーマン　わかめ　オレンジ　　
24 月

ご飯　豚肉の生姜焼き
牛乳

牛乳

バター　油 人参　ピーマン　葱　バナナ
26 水

ご飯　鮭のバター焼き　
牛乳

牛乳

米　麦　ごま　砂糖 豚肉　 玉葱　人参　キャベツ　きゅうり

ポパイスープ　ヨーグルト・いちごソースかけ ☆ピザトースト じゃが芋　油　ジャム ハム　ヨーグルト トマト　ほうれん草　
25 火

カレーライス（麦ごはん）　ドレッシングサラダ　
牛乳

牛乳

28 金
ご飯　つくね焼き　

牛乳
牛乳

スパゲッティ　 豚肉　 玉葱　人参　マッシュルーム　

コンソメスープ　みかん缶 クッキーせんべい 油　小麦粉　 チーズ　ベーコン ブロッコリー　わかめ　きゅうり　みかん缶
27 木

スパゲティボロネーゼ　わかめサラダ
牛乳

牛乳

31 月
チキンライス　キャベツサラダ

牛乳
牛乳

米　砂糖 鶏肉　卵 玉葱　人参　グリーンピース

みそ汁　パイン缶 クッキーせんべい じゃが芋　油 油揚げ　みそ ピーマン　もやし　ほうれん草　パイン缶
29 土

親子丼　じゃが芋のカレー炒め
牛乳

牛乳

平均栄養量　1.2歳児

　　　　　  3.4.5歳児

米　油 鶏肉　牛乳 人参　玉葱　キャベツ　コーン

ミルクスープ　オレンジ ☆マーブルケーキ 砂糖 ツナ　ベーコン　 きゅうり　ほうれん草　オレンジ

米　ごま　油　里芋 鶏肉　豆腐 葱　ひじき　きゅうり　キャベツ

ひじきサラダ　のっぺい汁　グレープフルーツ ☆じゃがバター 砂糖　片栗粉　マヨネーズ チーズ　 コーン　大根　人参　グレープフルーツ

米　小麦粉 鮭　 きゃべつ　玉葱　コーン　もやし

野菜のソテー　清まし汁　バナナ
☆ゼリー

ウエハース

すべてが当てはまるとは限りませんが楽しい食事のために、言葉の選択肢は多い方が良いですね！

アンジェリカ保育園
2021
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未満児（1.2歳児）
以上児（3.4.5歳児）

エネルギー（kcal) 蛋白質（ｇ） 脂質（ｇ） 食塩（ｇ）

16.8 1.8580 23.2
480 19.2 13.8 1.5

食育だより 5月

先月の食育の様子

５月の給食

木々の緑が鮮やかになり、さわやかな季節となりました。

入園、進級して1ヶ月が過ぎました。新しい環境にも慣れお部屋でも子ども達の笑顔が、たくさん

増えてきました。緊張がほぐれ、たくさん遊んでお腹が空くのか「今日の給食なぁに？」と声をか

けてくる子ども達がたくさんいます。とても嬉しいです。

長いお休みに入ります。健康に留意し、楽しく過ごしましょう。

給食の栄養量について

５月５日は子どもの日・端午の節句

保育園では、５月６日（木）子どもの日メニューで、こいのぼりカレーを出す予定です。

おやつは、いちごのケーキです。おたのしみに！

「端午の節句」は中国から伝わった五節句の一つでちまきや柏餅を食べます。

柏は、新芽が出るまで葉が落ちないことから、後継者が絶えない縁起の良い木であり、

また葉の強い香りが邪気を払うとされ、餅を柏の葉に巻いて食べる風習が生まれたといわれています。

園では柏餅を出すことはできませんが、ぜひご家庭で皆さんで召し上がってみてはいかがでしょうか。

当園の給食は、子どもの身長・体重から給与栄養目標量を以下のような基準で作っています。

牛乳・乳製品はどのくらい摂れば良いの？

牛乳や乳製品には、良質のたんぱく質やカルシウムが多く含まれます。

お子さんの成長を支えるには摂ってほしい食品の一つです。

幼児の牛乳・乳製品の１日の摂取目安量は、200～300ｇです。

園では、おやつに１歳児午前80ｍｌ・午後80ｍｌ ２～5歳児 午後のみ110～120ｍｌ

出しています。その他に調理に使用する事もあります。

ご家庭での牛乳摂取量の参考にしてください。

そらぐみ 包丁練習１回目

いよいよ年長さんとなりました。憧れの包丁を使い始めます。

4月は包丁練習の１回目。まずは、プラスティックナイフと粘土を使いイメージをつかみます。

イメージがつかめたら、今度は本番！！ステックきゅうりを大人と一緒に切ります。

「ドキドキする～」と言いながら皆真剣… 慎重に包丁を動かします。

２本目のきゅうりは１人で挑戦して切ります。 無事に出来ると「切れた～」と嬉しそう♡

これから少しずつ練習を重ね、来年にはおいしいカレーを作りましょうね！


