
わんぱくだより 令和3年６月号

青棟リーダーのひとりごと『５月の園庭で』

＜ダンゴムシ探し 4歳児＞

男の子がダンゴムシを探してはバケツに集めていました。一人、二人と仲間が加わり、みんな夢中で集め、それぞれのバケツの中は

ダンゴムシだらけ。最後に見せ合って、誰が一番多いのか比べていました。

＜カタツムリ発見！3歳児＞

「カタツムリ!!」 その言葉に近くにいた子どもたちがすぐに反応して集まりました。のんびり動くカタツムリをみんなで観察。

「あっ、なんかでてきた。」「こっちがおしり？」「どれ？」と、わいわいがやがや。

誰かが指でつん!とつつけば、今度は違う子がつんつん! 引っ込んだ角がニョキリ出てくる様子を

じーっと見ていた子どもたちでした。

＜この虫なに？5歳児＞

「これなんだろう？」「見たことあるんだけど…」「んーと…」この虫なんだっけ？と思い出せない男の子。

「○○君呼んでくるから、虫がにげないようにみはっててね。」とおともだちに頼み、虫博士の〇〇君を

いそいで探しにいきました。そして、かけつけた〇〇君に教えてもらって、納得している様子でした。

＜何をしているんだろう？4歳児＞

「逆上がり補助板」を使って逆上がりの練習をしている5歳児を、近くでじぃーっと見ていた4歳児。

やり方がわかったので自分も挑戦！しかし勢いがつけられず、なかなかできません。その様子を見ていた別の友だちも「やってみる」と

仲間入り。どの位置に補助板置いたらよいのか自分たちで考え、数日後には勢いをつけて回れる回数が増えていました。

ご紹介したように、

自分の好きなことを楽しみながら

周りのこともよく見て

“なんだろう？” “やりたい”

“やってみよう” “できた” “わかった”

が少しずつ増えています。

６月は、どんな発見があるかな？

楽しみです♪

「ザーザーってきた！」「ゴロゴロ・・・ピカッ⚡ってくるかな？」

こどもたちは、天気の変化に気づくのがとても早いですね。

水たまりに落ちる雨しぶきを観察し、同じように飛びはねて真似をしたり・・・、

腕をぐるぐる回して雷の音を表現してみたり・・・、と何でも遊びに変えてしまいます。

「雨の日も大好き！」そんな声が聞こえてくるように、雨の日ならではの遊びを取り入れ、

楽しく過ごしていきたいと思います。

指導保育教諭 平野美紗子

≪実習生が来ています≫

幼稚園教諭・保育士の資格を得るために欠かせない教育保育実習。

清水こども園は実習生の受け入れに協力しており、今は４人の実習生がともに過ごしています。

実習生の来園初日、こどもたちは「あれっ！だれだろう？」「見たことない人がいる・・・」と不思議そうな表情を見せました。

実習生も緊張して笑顔がこわばりがち。そのうち、おもちゃを持ってきて「いっしょにあそぼう！」と言ってくる

積極的な子がいて、実習生の緊張もほぐれていったようです。

こどもたちは、実習生との関わりの中で意外な一面を見せてくれ、この先も楽しみです。

物品の購入時は釣銭のないようにご協力お願いします

・ICカード 770 円 ・カラー帽子 990 円

・遊び着 1,740 円 ・名札 140 円

・わんぱくノート 80 円 （2～5歳児）

・わんぱくノート 220 円 （0、1歳児）

・自由画帳 440 円

6月のテーマ『みず』

みんなで楽しく食べよう!!

黄色棟１歳児



梅雨の季節です。気温・湿度が高く、体調を崩しやすいので、 

過ごしやすい環境づくりをこころがけましょう。 

 

水筒の中は基本的に水か麦茶でお願いします。 

散歩・コスモスポーツの時は、薄めたスポーツドリンクでも結構です。 

カフェインを含む緑茶は利尿作用があり、水分補給には適しません。 

各ご家庭で調節をお願いします。 

熱中症対策 

1. 十分な睡眠をとる 

2. 朝食を食べてから登園する 

3. 水分をこまめにとる 

ほけんコーナ

ー 

6 月の献立予定表　　 ※材料の準備の都合上、献立が変更になる場合がありますがご了承下さい。

ご飯、五目納豆、鶏肉と大根の煮物 カルピス 541（464）

ゆでウインナー せんべい 2.0（1.5）

コスモスポーツ 牛乳 591（529）

5歳児と青棟4歳 バームクーヘン 1.2（0.9）

交通安全教室 麦茶 525（490）

（そら組） さつまいもの甘煮 1.6（1.3）

交通安全教室 牛乳 524（456）

（けやき組） クリーム入りパン 1.7（1.3）

5 土
6 日

ご飯、豆腐のカレースープ、てりやきチキン 牛乳 556（487）

芽ひじきのサラダ バナナ 2.5（1.7）

わかめご飯、油揚げのひき肉詰め 麦茶 540（482）

もやしと青菜のゴマ和え ビスケット、チーズ 2.1（1.7）

コスモ５歳児と赤棟4歳 牛乳 554（494）

歯科検診 バナナケーキ 1.5（1.2）

ご飯、白身魚のフライ、切り干し大根の煮物 ヤクルト 521（462）

プチゼリー ビスケット 1.5（1.2）

ホットドック、野菜スープ、ポテトフライ 麦茶 523（506）

バナナ わかめご飯 2.2（2.0）

12 土
13 日

ご飯、鶏のマーマレード煮、ツナサラダ 牛乳 622（547）

オレンジ カステラ 1.3（0.9）

牛乳 540（495）

せんべい 1.6（1.4）

コスモスポーツ 581（520）

5歳児と青棟4歳 2.7（2.1）

たけのこご飯、鮭のムニエル、コールスローサラダ 牛乳 633（559）

グレープフルーツ チーズタルト 1.1（0.8）

野菜ジュース 627（507）

ビスケット 1.5（1.0）

19 土
20 日

牛乳 544（503）

ミニウインナーパン 3.3（2.9）

牛乳 596（560）

たまごソフトケーキ 1.5（1.2）

コスモスポーツ ご飯、コロッケ、野菜の塩昆布和え りんごジュース 516（488）

5歳児と赤棟4歳 グレープフルーツ せんべい 1.4（1.0）

牛乳 550（473）

ビスケット 1.4（1.1）

ミニクロワッサン（未満児：ロールパン）、シチュー 野菜ジュース 637（465）

バナナ せんべい 2.8（2.2）

26 土
27 日

牛乳 660（558）

マドレーヌ 2.3（1.7）

ご飯、チキンのトマト煮込み、かわいいサラダ 牛乳 654（555）

プチゼリー スコーン 1.1（0.9）

コスモスポーツ 野菜ジュース 599（554）

5歳児と青棟4歳 せんべい 1.5（1.2）

2 水 ご飯、春巻き、中華風サラダ、プチゼリー

日 曜 行事予定 身体測定 副食メニュー
エネルギー(kcal)

食塩相当量(g)　　（

）は未満児

1 火 引き渡し訓練 けやき

間食

3 木 ご飯、野菜のみそ汁、焼肉、バナナ

4 金 焼うどん、チキンロール、プチダノン

7 月

8 火 そら

9 水 ふりかけご飯、筑前煮、蒸ししゅうまい

10 木 さくら

11 金 つき

14 月

15 火 かえで ご飯、星のハンバーグ、かわいいサラダ

18 金 ほし 親子丼、野菜のおかか和え、ゼリー

プリン

17 木 内科検診

16 水 ハヤシライス、ブロッコリーのサラダ、チーズ

21 月 しょうゆラーメン、蒸しぎょうざ、バナナ

22 火 もも 中華丼、おふのすまし汁、プチダノン

23 水

24 木 ゆき

28 月 カレーライス、福神漬け、りんごサラダ

ご飯、ささみのごま揚げ、酢の物、チーズ

25 金 いちご

かきあげ丼、なめこのみそ汁、バナナ

29 火 にじ

30 水 ゆめ


