令和４年度

１月
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

1 月の行事予定
１日 (日)

新しい一年が、お子さまにとって、また保護者の

元旦

２日 (月） 年始休 み

皆様にとって笑顔があふれる年になりますよう、お

３日 (火)

年始休み

祈り申し上げます。

５日 (木)

本堂集会

６日 (金)

4,5 歳児運動あそび

１０日 (火)

4,5 歳児クッキング

１３日 (金)

4,5 歳児運動あそび

１８日 (火)

～身体測定

２５日 (水)

2･3･4･5 歳児リトミック

２７日 (金)

誕生会

登園してきた子どもたちが、年末年始の思い出を
たくさん聞かせてくれます。遠くにお出かけされた
方も多いと思います。
生活のリズムが崩れやす
い時期でもありますので
少しずつ元に戻していきましょう。

お 知 ら せ・お 願 い
＊年間計画で予定していた、年２回の縦割りクッキングですが、園の都合により２月２日(木)の
１回のみとさせていただきます。
この日のクッキングに新しくきく組さんが加わり、縦割りクッキングを行います。
メニューは、おにぎりと切り干し大根煮です。
＊１２月１０日(土)の生活発表会には、たくさんのご参加ありがとうございました。
１年間のお子さまの成長をご覧いただけたかと思います。みんな緊張の中で堂
々と 発表をしていて、とても立派でした。

～おせち料理～
前もっておせち料理を作っておくことは、神様を迎える正月の間は、料理中に物音を立て
て騒がしくすることを慎むためだそうです。
数の子…子孫繁栄
タイ…めでたい

黒豆…まめに過ごし、まめに働けるように
田作り…豊作

エビ…長寿祈願

それぞれに意味があり、家族みんなで楽しく食べていきたいですね。

お正月休みで生活リズムが変わってしまった子もいるようです。
もし、夜泣きが多くなったり、こども園に行きたがらなくなったりする場合には、いつでも職
員にご相談ください。

令和５年１月号
天林寺こども園
No.１０

新年あけましておめでとうございます。ご家庭ではどのような正月をお迎えになられたでしょうか。今年も子
どもたちが元気いっぱい過ごせるように、心を込めて食事を作りたいと思っておりますので、どうぞよろしくお
願いします。

～1 月の主な行事～

～フライパンでできるたらのうま味蒸し～

１月は伝統行事と一緒に行事食や郷土料理を食べる機

冬の寒さが厳しい季節には、旬の野菜を使った温

会が多いですね。

かいメニューが食べたいですね。酒蒸しをすること

おせち
季節の変わり目の大切な日をお祝いする行事のため
に、神様にお供えする料理。本来は正月だけのもの
ではありませんでしたが、年に何度もある節日の中
で正月が最も重要だったため、おせちといえば正月
料理をさすようになりました。

で食材のうま味が引き出されます。

材料
まだら 4 切れ
塩

小さじ 1/3

白菜

1/8 株

しめじ 1/2 パック
生ワカメ（ボイル済）６０ｇ

七草がゆ
1 月 7 日の朝にいただく春の七草をいれたおかゆ
のこと。「これからはじまる一年間を健やかに暮らせ
るように」という願いが込められた伝統食です。

酒

１００ｍｌ

鶏ガラスープの素小さじ 2

作り方
①

たらは塩をふり 15 分置く。キッチンペーパーで水気
をふきとり 3 等分に切る。

②

白菜はざく切り、わかめは 3ｃｍの長さに切る。しめ
じは根本を切りほぐす。

③

フライパンに調味料を入れ煮立ったら、しめじ、わか
め、たら、白菜を順にのせて、フタをして中火で 5 分
加熱して、火を止め蒸らす。

～餅の食べ方に注意～
鏡開き

餅を食べられる年齢は一般的に３歳以上とされて

正月の期間を過ぎたら「鏡開き」を行い、年神様にお

いますが、あくまで目安ですので、お子さんの発育

供えしていた鏡餅をおろして食べ、新年の無病息災

状況を見て判断してください。子どもに与えるとき

を願うという習慣があります。一般的には１月１１日

は、小さくちぎる、水分で喉を湿らせてから食べる

ですが地域によって行われる時期が異なるようで

などの工夫をしましょう。また、お子さんが眠くない

す。

かを確認し、口に入れ過ぎない、食べている時は目
を離さないように注意しましょう。

～調理室より～
今年度も残すところあと３ヶ月ですね。１月は寒さも厳しく体調を崩しやすいです。年末年始で崩れてしまった生活リ
ズムを少しづつ整え、残り少ない時間を楽しく過ごしましょう。

保 健 だ よ り

第 80 号
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天林寺こども園

新しい一年がスタートしました。本年もよろしくお願いいたします。
寒さも厳しく体調も崩しやすい時期です。体調管理に十分気を付けていきたいですね。

《１１、１２月の子どもたちの様子》
１１・１２月は嘔吐下痢、胃腸炎が流行りました。
嘔吐や下痢は‘‘お腹の風邪‘‘と言われるようにたくさんの種類の菌が原因で発症するため何度でも
繰り返し発症する可能性があります。手洗い、うがいを丁寧に行い感染を予防していきましょう。ま
た、嘔吐下痢をしている際には無理に食事をせず胃を休めること、脱水症にならないように水分をこ
まめにとることが大切だそうです。

《手洗い・うがいについて》
コロナウイルス感染症対策で、手洗い・うがいは意識されているとは思いますが、他の感染症も流行しやすい時
期ですので、手洗いの方法について再度確認できればと思います。
園では、手洗いの仕方が分かる絵を水道の前に貼ったり、歌‘‘手をたたきましょう‘‘の替え歌に合わせて手の洗
い方を伝えたりしています。
替え歌については下記をご参考ください。
１

手を洗いましょう 石けんを泡立てて
手のひら合わせ ゴシゴシゴシゴシ ゴシゴシゴシ
すべり台 シュッシュッシュッ すべり台 シュッシュッシュッ （手の甲を洗う）
猫の爪 ニャンニャンニャン 反対もニャンニャンニャン

２

お山をつくり キュッキュッキュッ キュッキュッキュッ
親指にぎり

（爪を洗う）
（指の間を洗う）

クリクリクリクリ クリクリクリ

腕時計 グールグル 腕時計 グールグル

家族みんなで丁寧に楽しく

石けんを流したら きれいなタオルで拭きましょう

手洗いができるといいですね

《便について》

《背すじを伸ばして元気》

「うんちは健康のバロメーター」とも言われるよう

寒いとつい背中を丸めてしまいますね。また、食

に、便の観察は体の状態のチェックに非常に役立

事中に肘をついたり、寝転んでテレビや絵本を見

ちます。便の状態の違いについてしっかり把握し

たりしていませんか。姿勢を崩してしまうと、体は

ておきましょう。

自然とバランスと取ろうとしてゆがみ、体調にも影

お子さんと一緒に便の形や色などを観察して、食

響が現れてくる可能性があります。

を見直したり、よく噛むことの大切さを感じたりす

乳幼児期は背骨や背骨を支える筋肉が発達する

るきっかけになればと思います。

大切な時期だそうです。強い骨と筋肉を作るため
にも、いい姿勢で過ごすことを心がけてみましょ
う。

1 月

つくし組だより
令和４年度

新年あけましておめでとうございます。 新しい１年がお子様にとって、保護者の
皆様にとって笑顔あふれる年になりますよう、お祈り申し上げます。 今年度も残り
わずかですが、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います。
本年もよろしくお願い いたします。

＜１２月の子どもの様子＞
・南園庭で遊びました。
南園庭に出ると、砂場遊びや 探索など自分の好きな遊びを見つけ、楽しむ子どもた
ち。落ち葉があることに気づくと「はっぱ」と言いながら指を 差し手に取る姿や、
保育教諭が 「まてまてー」と言うと走って逃げた り、保育教諭のところまで走った
りする姿がありました。また、年上の子がしている遊びを見たり、使っている 玩具
に興味を持 ったりする子もいました。
・保育教諭に甘える姿が見られました。
保 育 教 諭 の 膝 の 中 に 入 っ た り 、抱 っ こ を し た り し て 、ふ れ あ い 遊 び を 楽 し み ま し た 。
絵本を読んでいると 他の子も絵本を持ってきて“これも読んで”と 見せてきたり、
たかいたかいをすると足元に子どもたちが集まり順番を待ったりする姿も見られま
した。信頼関係が築けることができ 、担任との関わりを喜んでくれて いるのだなと
嬉しく感じました。

＜お知らせ・お願い＞
お子様の体調が優れない場合には、ノートに記入していただき、登園時には近く
の保育教諭に必ず口頭でお伝えください。

＜食育＞
つくし組で育てていた さつまいもを収穫しクッキングをしました。 プランターで育
てたさつまいもを“うんとこしょどっこいしょ”と保育教諭と一緒にさつまいもを
引き抜きました。さつまいもが出てくると、「うわー」と少し驚く子もいました。
後日クッキングをしました。 さつまいもを細く切り油で 炒めるとじっとその様子を
見る子どもたち。出来上がると夢中になって食べ、おかわりをする子が多くいまし
た。また、 さつまいもが苦手な子も食べ ることができ、嬉しかったです 。好き嫌い
がはっきりしてくる時期でもありますが、 苦手なものでも他の子が食べている姿を
見たり、保育教諭に励まされたりする中で 食べようとする姿も見られます。 食べよ
うとする姿を認め、一緒に喜ぶ経験をしていけたらと思います。

1 月 ももぐみだより
令和 4 年度

新年あけましておめでとうございます。年末年始は、どのように過ごされたでしょうか。子どもたちから、
思い出話を聞くのが楽しみです。今年度も残り 3 ヶ月、生活リズムや体調を崩しやすい時期ですので、体調管
理などに気を配りながら、元気に過ごしていきたいと思います。本年もよろしくお願いいたします。

《

12 月の子どもたちの様子

》

・クリスマスの製作をしました。
ポンポンスタンプとシールでクリスマスツリーとプレゼントに飾り付けをしました。ポンポンスタンプで
は、赤色・黄色・緑色・水色の 4 色から好きな色を選び、「ぽんぽん」と楽しそうにスタンプを押していま
した。色がつかなくなると、自分で絵の具をつける姿も見られました。シール貼りでは、大きさの違うシー
ルを重ねて貼ったり、同じ色のシールを並べて貼ったりしていました。
「きれいだね」
「かわいいね」と友達
と見せ合っている姿も見られました。
・東園庭で遊びました。
平均台で遊ぶと、落ちないようにゆっくり歩いたり、カニ歩きで渡ったりしていました。
「じゅんばんだよ」
と友達にルールを伝える姿も見られました。砂場では、皿やバケツに砂を入れ「ごはんどうぞ」や「ぷりん
です」など見立て遊びを楽しんでいました。また、売る人と買う人に分かれて店屋さんごっこを楽しむ姿も
ありました。
《

お知らせ・お願い

》

・感染症が流行するこの時期、爪にも菌が繁殖することがあります。1 週間に 1 回は爪を見ていただき、伸び
ていたら切るようにお願いいたします。
・洗濯や時間が経ち、持ち物の名前が薄くなっているものがあります。再度確認していただき、大きく分かり
やすい場所に記名をお願いいたします。

《

食育 》

・10 月からももぐみの子どもたちと育ててきたにんじんを、収穫しクッキングをしました。保育教諭が切っ
たり、茹でたりする様子を集中してみていました。にんじんを茹でている所を見て、
「おどってる」
「じゃん
ぷしてるみたい」と表現する子もいました。茹でたにんじんをツナ・胡麻と和えると、真剣な表情で混ぜて
いました。ほとんどの子が完食し、おかわりを求める子もいました。













                                  



                              
















 











































令和 4 年度

以上児だより～きく、ゆり、ふじ～
あけましておめでとうございます。新しい一年が皆様にとって笑顔があふれる
年になりますようお祈り申し上げます。
気温が低く乾燥している季節なので体調管理に気を付けながら元気に過ごして
いきたいと思います。

【先月の子どもの様子】
きく組… ・クリスマスの製作をしました。リトミックや絵本などでクリスマスのことを取り上げていたため、どの子も楽しんで
製作をしていました。サンタさんにどんなプレゼントをもらうか友だちと話していました。
・松ぼっくりの実験をしました。松ぼっくりを 1 日水に浸けたり、１週間乾かしたりしてどのように変化するか子ども
たちと観察しました。小さくしぼむと「しょんぼりまつぼっくりになってる」、乾いて大きくなると「びっくりまつぼ
っくりだ」と目を輝かせていました。

ゆり組… ・クリスマスと紅葉の製作をしました。クリスマスの製作は、はさみやのりを使い一つひとつ丁寧に切ったり貼った
りしていました。なかには、あわてんぼうのサンタクロースを歌いながら製作を進める子もいて、クリスマスを楽し
みにしているようでした。紅葉の製作はコーヒーフィルターを絵具で染めました。染まったり、色が混ざったりして
いく様子を楽しんでいました。
ふじ組… ・クリスマスをテーマに製作をしました。サンタクロース、トナカイはもちろん、リースにツリーと、ソリは自分で考え
て色紙で作っている子がいました。ツリーやリースには色とりどりのオーナメントが飾られていました。仕上げに雪
を降らせました。歯ブラシと網を使ったスパッタリングに興味を持つ子が多く、粉雪を表現できると「わー」と歓声
が上がりました。少し難しい折り方にも挑戦した色紙で作った作品を貼る子、ソリに乗っているところ、プレゼント
を表現する子がいました。

【食

育】

きく・・・ 大根の収穫をしてクッキングをしました。大根の抜き方の絵本を見たこともあり、「ゆさゆさする」「そらにむ
かってとる」とよく覚えていました。立派な大根に子どもたちも喜び、「はたけにおおきなだいこんができた」
と発表会の替え歌をする子もいました。クッキングは初めての包丁に緊張の表情を見せていましたが、猫の手
を意識して切っていました。

ゆり・・・ 畑で育てているブロッコリーが実ってきました。「ブロッコリーのあかちゃんだ」と実ったことを喜んでいました。
食事中の姿勢や箸やスプーンの持ち方について伝えました。食事中は足を床につけて揃える、皿を手に持つ、箸を
使っていくことなどを子どもたちと確認していくと、食事中意識している子がいました。

ふじ・・・ 畑で育てたカブと小松菜を収穫してクッキングをしました。クリームシチューと小松菜のごま油炒めを作りました。
包丁で材料を切るとカブと人参の硬さの違いに気づき「にんじはちょっとかたい」と言う子がいました。沸騰する
鍋の中の野菜を見て「だんすしてる」「じぇっとこーすたーみたい」と大興奮の子どもたち。「カレーライス」の替え歌
「カブ入りシチュー」を歌って盛り上がり、おいしくいただきました。

