
新年度が始まり、１ヶ月が経ちました。子ど

もたちも新しい担任、環境に少しずつ慣れ、笑

顔も増えてきたように感じられます。

５月は園生活に慣れてくれると同時に、疲れ

も出てくる頃だと思いますので、無

理のないように過ごしていきたいと

思います。

５月の行事予定           

２日(火) ４・５歳クッキング

３日(水) 憲法記念日

４日(木) みどりの日

５日(金) こどもの日

９日(火) ４・５歳クッキング

１１日(木) 本堂集会

１２日(金) ４・５歳運動遊び

１５日(月)～身体測定

１６日(木) ４・５歳クッキング

１８日(木) 避難訓練・内科検診

１９日(金) 親子遠足（3・4・5 歳児）

２３日(火) ４・５歳クッキング

２５日(木) ４・５歳運動遊び

２６日(金) 誕生会

２９日(月) 老人会との交流

３０日(火) ４・５歳クッキング

３１日(水) 2･3･4･5 歳リトミック

5月
令和５年度

お 願 い

お 知 ら せ

＊年間計画では５月２５日(水)が内科検診

となっていましたが、５月１８日(木)に変

更となりましたのでよろしくお願いいた

します。（受診が出来なかった場合は、１

週間以内に個人で受診をしていただくこ

とになりますが、費用はかかりません）

＊新型コロナウイルス感染症が、５月８日か

ら５類に見直しされるため、マスク着用は

個人の判断とさせていただきます。

＊ゴールデンウィーク中も、規則正しい生活を心がけましょう。お休みの間に不規則な生活を送

ると、ゴールデンウィーク明けに不安定な状態になるお子さまがいます。行きしぶり等が見ら

れるときもあるかと思いますが、職員も積極的に遊びに誘うなどをして、お子さまが園生活に

慣れるよう声掛けをしてまいります。

＊日中は汗ばむことが多くなってきましたので、ロッカー内の衣類の見直しをしましょう。子ど

もは、大人より体温が高いので、気温の高い日は半袖で十分ですので、補充をお願いします。

衣類の記名が薄くなっているものには、もう一度記名をお願いいたします。

＊3・4・5 歳児クラスは、5 月 19 日(金)に親子遠足があります。豊橋ののんほいパークへ行きま

す。詳細につきましては、後日掲示板にてお知らせします。

＊登降園時、短時間の駐車にご協力をお願いします。

園の駐車スペースは、１５台と限られていますので（白い枠内は、契約駐車場）

長時間の駐車になりますと、停められず困る方も出てきます。帰りの仕度が済み次第降園をお

願いいたします。又、駐車場での長話もやめましょう。

       



入園から 1 か月が経ち、過ごしやすい季節になりました。しかし、生活環境の変化で体調を崩しやすい時季でも

あります。そのため日々の食事、睡眠を見直し生活リズムを整える必要があるのです。バランスの良い食事と十

分な睡眠で元気に過ごしましょう。

令和５年５月号

天林寺こども園

   No,14

5 月 5 日は「こどもの日」

青い空を風でお腹いっぱい膨らませたこいのぼりが泳ぐ「こどもの日」。端午の節句ですが今では子どもの

幸せを願う日になりました。柏の葉には子孫繁栄、ちまきが巻いてある笹の葉は悪いものから守ってくれ

ると言い伝えられています。今年もふじ組さんと一緒にかしわ餅作りを行いました。ふじ組になって初め

てのクッキングでしたがグループが協力し、それぞれ思い思いの柏餅を作っていました。これからも行事

食の大切さを子どもたちに分かりやすく伝えていきたいと思います。

5 月に食べたい 旬のレシピ「じゃがいもとコーンのコンソメ煮」

材料（３～4 人前）

じゃがいも 3 個    

たまねぎ 1/4 個

コーン 大さじ 3   

バター 大さじ 1  

コンソメ 1 個     

水 300 ㏄

① 小鍋にバターを熱し、じゃ

がいも・玉ねぎを炒める。

② 玉ねぎがしんなりしてきた

ら水・ブイヨンを加え、落と

しぶたをして煮る。

③ じゃがいもがやわらかくな

ったらコーンを加えて塩こ

しょうで味をととのえる。

苦手な食べ物ができるわけ

人間には味覚を感じることができる味蕾という細胞が舌にあります。特に子どもの味蕾は繊細で敏感に味覚を感

じ取ることができます。酸味、苦味は人間にとって毒物や腐敗物と感知するため防衛本能として体に入れること

を拒否します。これが好き嫌いの理由の 1 つですね。これらを理解した上で食べてもらうようにするには、酸

味、苦味を抑える工夫が大切になります。酸味の強いものは甘味で中和させ、苦味の強いものは食材の切り方を

意識するなどその方法は様々です。お子さまに合った方法で進めていき食べられたら褒めることも大事なポイン

トです。褒められることで達成感につながり次へのステップに繋がりやすくなります。

5 月 10 日は「黒糖の日」

製糖期間が終了するこの期間であると言うことと、『5

月１０日』「こくとう』と語呂合わせで５月 10 日は、

『黒糖の日』になりました。園でも黒糖蒸しパンや沖縄

風くずもちなどおやつでよく使用します。黒糖は他の

甘味料に比べビタミン、ミネラルが豊富で体を冷やす

効果もありますのでこれからの季節にピッタリです。

調理室から

入園から 1 か月、ランチルームでは「おかわり」

の声が多く聞こえるようになり、食育クッキング、

ふじ組クッキングなどの食育活動も本格的にスタ

ートしました。活動中ももちろんですが、日々の食

事の中でも食に感心を持ってくれるような働きか

けを意識していきたいです。
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新年度が始まり一カ月が経ちました。子どもたちは少しずつ新しい環境や担任に慣れ、少しず

つ自分のペースで園生活を楽しむ様子が見られます。今月は長い連休があります。楽しみなこと

が多くある一方で生活が乱れがちになり、体調を崩すこともあります。規則正しい生活を心がけ、健康に過ごし

ましょう。

《子どもたちの様子》

《健康管理として園で行っていること》          《春の熱中症に注意》

先月はアデノウィルスや溶連菌などの感染症が園で出ましたが流行することはありませんでし

た。感染症ではありませんが発熱や咳、鼻水などの風邪の症状が出ている子が多く、また症状が

長引き肺炎や中耳炎になる子もいました。

毎朝登園前には必ず検温をして咳や痰、鼻水などの呼吸器症状はないか等チェックをお願いい

たします。また下痢や嘔吐、腹痛、目の赤みや目やに、皮膚の湿疹等いつもと違う様子はないか

の確認もお願いいたします。体調面等いつもと違う様子がある場合は職員にお声がけください。

◎毎月の身体測定

（４月・１０月は、頭囲・胸囲の測定をします）

◎内科検診（５月・１０月 嘱託医が園で行います）

◎歯科検診（６月 嘱託医が園で行います）

◎視力検査（ゆり組、ふじ組が対象 職員が行います）

◎フッ素洗口（ゆり組、ふじ組が対象 週３回行います）

爪について

爪が伸びていると、友だちを引っ掻いたり、爪が折れたり

して怪我の原因になります。また爪が長いと汚れや菌が溜

まりやすくなります。

爪のお手入れは 1 週間に一度が目安です。お風呂上りは

爪が柔らかく切りやすくなるので、お風呂上りがおすすめ

です。

※切りすぎると傷から菌が入るので、深爪にならないよう

に気を付けましょう。

初夏のイメージがありますが、季節の変わり目で寒

暖差が激しい今の時季も油断できません。真夏ほど

気温が上がらなくても暑さに体が慣れていないため

子どもの身体には急激な気温の上昇が負担になり

ます。

日中もこまめな水分補給をしていきますが、ご家庭

でも一杯水分をとってから登園していただくと熱中

症の予防に繋がるかと思います。

また、調整しやすい服のご用意、午睡用の掛布団の

調整もお願いいたします。

子どもも 5 月病？

新しい生活に慣れてきた頃ですが、大人が思ってい

る以上に子どもたちは頑張りすぎてストレスを感じ

たり、連休明けに気持ちが不安定になったりすること

もあります。

絶対に泣かない子が泣く、目をぱちぱちさせる、今ま

で自分でやっていたことを「できない、やって」と言

う、元気がないなど、子どもたちのちょっとしたサイン

をわがままと捉え見逃しやすい傾向にあります。

子どもたちも毎日集団生活の中で様々なことに挑戦

し頑張っています。その頑張りを褒めたりいっぱい

抱きしめたりすることで満足し次に頑張るエネルギ

ーを作り出すことができるかと思います。

子どもたちのちょっとしたサインを見逃さないように

したいですね。



新年度がスタートして、あっという間に一ヶ月が経ちました。園での生活にもだいぶ慣れてきて笑顔を見せ

るようになった子どもたち。登園すると自分のやりたいことを見つけて遊んでいます。

＜先月の子どもの様子＞

・室内で過ごしました。

始めは、保護者の方と離れて過ごすことに不安を感じていましたが、抱っこや膝に入り関わっていく中で、

徐々に自分から玩具を手に取り遊ぶようになりました。歌に合わせてマラカスを鳴らす子や体を揺らす姿が

ありました。ボール遊びでは、転がったボールをハイハイやずりバイで追いかけて取ったり、ボールの音や

感触を確かめたりして遊ぶ姿もありました。

・園内散策をしました。

つくしぐみの部屋から出て、エントランスやランチルーム前の廊下に行きました。エントランスに行く途中

では廊下に飾ってある花や玄関にある水槽の金魚を見ている姿がありました。エントランスに着くとつくし

ぐみの子たちは絵本が好きな子が多くエントランスの絵本を読むと近くに集まって来ていました。段ボール

のバスでは、始めは怖がる姿もありましたが、慣れるとニコニコ笑顔で上手につかまり園内散策をして過ご

しました。

＜お知らせ、お願い＞

・園では保育教諭との関わりで笑顔を見せてくれることが増えてきました。その

中で、微笑ましいと感じる場面がたくさんあります。ご家庭でもお子様との関

わりの中でほっこりするようなエピソードがありましたら、ぜひ教えてくださ

い。また、家庭での子どもの様子を楽しみに読ませていただいています。

・生活リズムを整えましょう。

ゴールデンウィークには、新生活の疲れが出たり、出掛ける機会もあり生活リズムが崩れたりすることが考

えられます。お子様に合わせ、無理のない過ごし方をしていただくようお願いいたします。

＜食育＞

・園での食事が始まるとトリップトラップやコンビラックに始めは慣れず、膝の上で食べていましたが最近で

は完食まで座って食べる姿も見られるようになりました。また、お腹が満たされ機嫌がよく喃語を発する子

が見られました。

・保育教諭の介助で一人一人に合ったペースでの食事を心掛けていきます。

５月 つくしぐみだより
令和５年度



５月 ももぐみだより
令和５年度

新年度がスタートして、早くも一ヶ月が経ちました。体調不良により全員で過ごすことは難しかった

ですが、しっかり体調を整えてもらい、一緒に過ごせるようになることを楽しみにしています。

《先月の子どもの様子》

・新年度がスタートしました。

新入園児にとって、初めて保護者の方と離れて過ごす日々でした。始めは、不安で泣いていた子どもたちも少し

ずつ慣れてきて、おやつや食事が食べられるようになったり、笑顔を見せてくれるようになったりしました。在

園児は、新入園児が落ち着いてきた頃に“かまってよ～”と泣いてみたり、興奮したりと主張してくれました。

四月は、体調を崩す子が多かったので、また五月に入り、のんびり新しい環境に慣れていけたらと思います。

・東園庭で遊びました。

天気の良い日は、園庭で過ごすことで気分転換にもなりました。砂場では、砂をすくって遊ぶ子や保育教諭が

カップで型をとると壊して楽しむ子がいました。また、トンネルを覗き反対側に友だちを見つけると笑顔にな

る子もいました。

ちょうやアリ、てんとうむし、だんごむしなどの生き物も見つけじっと見たりそっと触ってみたり、怖がった

りと様々な反応が見られました。

《お知らせ・お願い》

・持ち物(衣服・紙パンツ等)には、大きくはっきりと記名をお願いいたします。

・一週間に一回は爪を見て、伸びていたら切りましょう。

伸びていると、自分の肌を傷つけることや爪の間にばい菌が繁殖しやすくなることがあります。

・生活リズムを整えましょう。

ゴールデンウィークには、新学期の疲れが出たり、出掛ける機会もあり生活リズムが崩れたりすることが考え

られます。お子様に合わせ、無理のない過ごし方をしていただくようお願いいたします。

《食育》

・新しい環境の中、少しずつですが落ち着いて、おやつや食事を食べる子の姿も見られます。自分で食べたい気

持ちや介助して欲しい気持ちを受け止めていきたいと思っています。



５月 うめぐみだより

令和５年度

  新年度が始まり一カ月が経ちました。新しい担任に少し緊張していた子どもたちも少しずつ慣れ、

笑顔を見せてくれるようになってきました。今月も健康に気を付けて元気に過ごしていきたいと思い

ます。

〈先月の子どもたちの様子〉

・天気の良い日は園庭に出て遊びました。ぞうさん滑り台を繰り返し滑る子や、砂場で友だちや保育教諭と穴を掘った

り型抜きをしたりする子もいました。子どもたちの中でブランコが大人気で列ができていました。順番待ちをしている

と「いち、に」と数えたり、「かして」と友だちに声をかけたりして順番を守って遊ぶ姿が見られました。またダンゴ虫や

蝶々を見つけると「だんごむしだ」「（ちょうちょ）まって」と捕まえたり追いかけたりする子もいました。

・手型と足型とりをして製作をしました。手型はスタンプ台、足型は絵具で行いました。自分や友だちの手や足の形に

興味を示し、「これだれの？」「○○ちゃんはどれ？」と保育教諭に聞いていました。

子どもたちに好きな色を聞いて、画用紙で作ったチューリップにクレヨンで模様を描きました。

どの子も好きな色で線やグルグルと丸を描いていました。完成すると「みて」と保育教諭に見せたり、友だちが描いている

様子を見たりしていました。

<お知らせ・お願い>

・衣服、食事用エプロン、タオル、紙パンツ（登園用も含む）、靴などすべてのものに記名をお願いいたします。

薄くなっていないか、兄弟の名前になっていないかなど入れ違いを防ぐため再度確認をお願いいたします。

またサイズが合っているかご確認ください。

・暖かくなってきましたので、調整しやすい衣服の用意をお願いいたします。

  長袖Ｔシャツ４枚   半袖Ｔシャツ２枚   肌着２，３枚   ズボン４枚

※デザイン重視ではなく、着脱しやすいもの、サイズが合っているものをご用意ください。

<食育>

・「いただきます」「ごちそうさまでした」と食事前後の挨拶や、皿に手を添えて食べる、スプーンの持ち方など一緒に食事を

していくなかで伝えていきました。自ら行う子や声をかけられてやってみようとする子がいました。

また苦手なものを一口食べてみようとする子もいました。はじめは「たべない」と言っていても、隣の子が食べている様子

を見て食べ始める子や、「おいしいよ」と声をかけたり、使われている食材の名前を伝えたりすることで興味を示し一口食

べてみる子もいました。

今月も楽しく温かい雰囲気のなかで食事をしていきたいと思います。



月 以上児だより
令和５年度 きく、ゆり、ふじ

暖かい日差しの中、汗ばむくらい戸外あそびを楽しんでいる子どもたち。新年度がスタートして、早

くも一か月が経ちました。少しずつ新しい環境に慣れ、子どもたちの笑顔も増えたように思います。今

月も戸外でたくさん遊び、季節や自然を楽しみたいと思っています。

【先月の子どもの様子】
きく組…・月の始めは新しい保育教諭や環境に慣れず不安を感じていた子も、少しずつ慣れて笑顔で生

活する姿が見られるようになりました。ハンカチの使い方や片付けも上手になり、手を洗った

後は自分のハンカチを嬉しそうに使っていました。

    ・自由保育やクラスの自由あそびでは、自分で好きなあそびを選んで楽しんでいました。友だ

ちと「いっしょにいこう」と同じあそびを楽しむ姿も多く見られました。

ゆり組…・自己紹介あそびをしました。歌に合わせてマイクを向けると、好きな食べ物や好きなあそび

を少し照れながらも笑顔で答えていました。

    ・園庭では、氷鬼やバナナ鬼などを楽しむ姿が多く、身体をたくさん動かして遊んでいまし

た。

ふじ組…・手型、足型製作をしました。見本を見ながら好きな動物を選び、手型、足型に絵を描いて表

現しました。思った様に描けず、「むずかしい」と言う子もいましたが、「いままでのせいさく

のなかでいちばんたのしい」と楽しんで参加する姿が見られました。

    ・親子遠足に向けて遠足ごっこをしました。廃材を使って弁当を自由に作り、シートを敷いて

皆で一緒に食べました。おやつを交換したり、中身を見せ合ったりして楽しんでいました。動

物を折り紙や切り紙で作ると、作った弁当を「えさだよ」と言ってエサやりごっこをする子も

いました。親子遠足を今からとても楽しみにしているようでした。

【食育】

きく組…・おかわりをしたり、苦手な食材は少し減らしたりして一人ひとりが考えてご飯の量を調節し

ようとしていました。食事前にタペストリーで献立を確認するため、「ネーブルすき」「おや

つはサンドイッチだね」と食材や食事に興味を持ち、楽しく食べる子が多くいました。これ

からも食事を行う中で簡単なマナーを身に付けていきたいと思います。

ゆり組…・げんキッズハウスでのクッキングが始まりました。保育教諭の話をよく聞き、夢中になって

取り組んでいました。友だち同士で何を作ったのかを嬉しそうに伝えたり、自分の番を楽し

みにしたりする姿も見られました。

ふじ組…・畑で育てているジャガイモの世話をしました。水やりに行くことを伝えると「いきたい」と

言う子がほとんどで、毎日成長を楽しみにする姿が見られました。大きくなっているのを見

て、「もうたべれそう」と嬉しそうな子どもたちでした。

    ・ふじ組クッキングで柏餅を作りました。餅を練って柔らかくすると、友だちと見せ合って

「もっとやわらかくしないと」と話していました。あんこを挟み、柏の葉を巻いて蒸したあ

と、皆で一緒に食べました。自分で作った柏餅はとてもおいしかったようでした。


