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実り、収穫されているのかを知る良い機会

となり、食育に繋がる体験が出来たと感じ
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        主任

士が見本を見せると、要領をつかみダイナ

ミックに土をかき分け、見事な大きさのお

芋を掘ることが出来ました。

色々な食材を食べ味わうことも大切で

すが、自分達が食べている物がどのように

実り、収穫されているのかを知る良い機会

となり、食育に繋がる体験が出来たと感じ

ました。みんなで掘ってきたお芋は

が行う「おいもパーティー」で全園児に

振る舞いました。カリカリ・ホクホクのお

芋はみんなに大人気！あっという間に食

べ終わってしまい、秋の季節を感じる行事

となりました。ひまわり組さん、おいしい

お芋をご馳走様でした！ 

     副主任 

 

の始まりや終わりを迎える和やかな時間と

運動会前日、準備のために応援旗が外さ

れると寂しそうな表情を見せた 4 歳児が

いました。「運動会で園庭に飾るのよ」と

!?」と笑顔。園庭

「やったー!!」と声を

。運動会を迎えるに

あたり、保護者の皆様の大きな愛が原動力

となっていることを改めて感じた出来事

でした。運動会終盤、「ありがとう」の歌

を唄い、感極まり涙を見せた 5 歳児。親

子の愛が通い合う時間を共に過ごせたこ

とが保育士として幸せを感じた運動会で

主任 榎本 

士が見本を見せると、要領をつかみダイナ

ミックに土をかき分け、見事な大きさのお

芋を掘ることが出来ました。 

色々な食材を食べ味わうことも大切で

すが、自分達が食べている物がどのように

実り、収穫されているのかを知る良い機会

となり、食育に繋がる体験が出来たと感じ

ました。みんなで掘ってきたお芋は

が行う「おいもパーティー」で全園児に

振る舞いました。カリカリ・ホクホクのお

芋はみんなに大人気！あっという間に食

秋の季節を感じる行事

組さん、おいしい

 

 金久保 亜起子

 

の始まりや終わりを迎える和やかな時間と

運動会前日、準備のために応援旗が外さ

歳児が

いました。「運動会で園庭に飾るのよ」と

」と笑顔。園庭

」と声を

。運動会を迎えるに

あたり、保護者の皆様の大きな愛が原動力

となっていることを改めて感じた出来事

でした。運動会終盤、「ありがとう」の歌

歳児。親

子の愛が通い合う時間を共に過ごせたこ

とが保育士として幸せを感じた運動会で

 明子

士が見本を見せると、要領をつかみダイナ

ミックに土をかき分け、見事な大きさのお

色々な食材を食べ味わうことも大切で

すが、自分達が食べている物がどのように

実り、収穫されているのかを知る良い機会

となり、食育に繋がる体験が出来たと感じ

ました。みんなで掘ってきたお芋は 5 歳

が行う「おいもパーティー」で全園児に

振る舞いました。カリカリ・ホクホクのお

芋はみんなに大人気！あっという間に食

秋の季節を感じる行事

組さん、おいしい

亜起子  



 

 

 

「藍染体験」清新おひさま保育園

「モノ作りの楽しさを伝えたい

思ったことが藍染を計画したきっかけで

す。種を蒔いて毎日たっぷり水やり

むしりをしながら大切にお世話をしてき

ました。日々の成長を嬉しそうに報告し

てくれた

みが周りに広がり、他の

達や保護者の方々も興味を持ってくれる

ようになりました。

「芋掘り

4・

しみにしていた

した。当日は、天候にも恵まれ、バスの

中では、隣に座っている子ども達から「あ

とどれくらいで着くの？」と何度も聞か

れました。畑に着くと子ども達の

は更に上がり、いよいよ

「藍染体験」清新おひさま保育園

「モノ作りの楽しさを伝えたい

思ったことが藍染を計画したきっかけで

。種を蒔いて毎日たっぷり水やり

むしりをしながら大切にお世話をしてき

ました。日々の成長を嬉しそうに報告し

てくれたぶどう組

みが周りに広がり、他の

達や保護者の方々も興味を持ってくれる

ようになりました。

 

 

芋掘り」東小松川

・5 歳児クラスの子ども達がとても楽

しみにしていた

した。当日は、天候にも恵まれ、バスの

中では、隣に座っている子ども達から「あ

とどれくらいで着くの？」と何度も聞か

れました。畑に着くと子ども達の

は更に上がり、いよいよ

おひさま

「藍染体験」清新おひさま保育園

「モノ作りの楽しさを伝えたい

思ったことが藍染を計画したきっかけで

。種を蒔いて毎日たっぷり水やり

むしりをしながら大切にお世話をしてき

ました。日々の成長を嬉しそうに報告し

ぶどう組さん。次第にその楽し

みが周りに広がり、他のクラス

達や保護者の方々も興味を持ってくれる

ようになりました。 

東小松川おひさま保育園

歳児クラスの子ども達がとても楽

しみにしていた芋掘り遠足に行ってきま

した。当日は、天候にも恵まれ、バスの

中では、隣に座っている子ども達から「あ

とどれくらいで着くの？」と何度も聞か

れました。畑に着くと子ども達の

は更に上がり、いよいよ芋掘り

おひさま  

「藍染体験」清新おひさま保育園 

「モノ作りの楽しさを伝えたい!」そう

思ったことが藍染を計画したきっかけで

。種を蒔いて毎日たっぷり水やりや

むしりをしながら大切にお世話をしてき

ました。日々の成長を嬉しそうに報告し

さん。次第にその楽し

クラスの子ども

達や保護者の方々も興味を持ってくれる

おひさま保育園

歳児クラスの子ども達がとても楽

遠足に行ってきま

した。当日は、天候にも恵まれ、バスの

中では、隣に座っている子ども達から「あ

とどれくらいで着くの？」と何度も聞か

れました。畑に着くと子ども達の気持ち

芋掘り！ 

おひさま
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」そう

思ったことが藍染を計画したきっかけで

や草

むしりをしながら大切にお世話をしてき

ました。日々の成長を嬉しそうに報告し

さん。次第にその楽し

の子ども

達や保護者の方々も興味を持ってくれる

種蒔きから約

茂り、花が咲く直前

時期に収穫しました。ミキサーを使って

藍の青汁を作り、その中に布を漬け空気

に晒して染色。最初は緑色だった布が酸

素に触れる

やかな

つめていた子ども達。

運動会では藍染した布を旗や衣装とし

て使

情が引き締まり、見事にオープニングを

飾る

これから

ひさま保育園の伝統にしていけたらと思

っています。

おひさま保育園 

歳児クラスの子ども達がとても楽

遠足に行ってきま

した。当日は、天候にも恵まれ、バスの

中では、隣に座っている子ども達から「あ

とどれくらいで着くの？」と何度も聞か

気持ち

土の中で育っている

けず、子ども達は大苦戦していました。

土を直接

笑顔が忘れられませんでした。

芋

お家の方が一生懸命作ってくれたお弁当

を嬉しそうに食べていた

的でした。

東小松川おひさま保育園は、自然環境

に恵まれていますが、

た大自然は素晴らしく、大人も子ども達

も大変よい経験となり、充実した

なりました。

 おひさま TOPICS

12 月 25 日号

種蒔きから約

茂り、花が咲く直前

時期に収穫しました。ミキサーを使って

藍の青汁を作り、その中に布を漬け空気

に晒して染色。最初は緑色だった布が酸

素に触れること

やかな藍色に変わる様子を興奮気味に見

つめていた子ども達。

運動会では藍染した布を旗や衣装とし

て使い、手拭を腰に巻くと

情が引き締まり、見事にオープニングを

飾ることが出来ました。

これからも藍染が

ひさま保育園の伝統にしていけたらと思

っています。 

    

土の中で育っている

けず、子ども達は大苦戦していました。

土を直接触った

笑顔が忘れられませんでした。

芋堀りの後は、お楽しみのお弁当です。

お家の方が一生懸命作ってくれたお弁当

を嬉しそうに食べていた

的でした。 

東小松川おひさま保育園は、自然環境

に恵まれていますが、

大自然は素晴らしく、大人も子ども達

も大変よい経験となり、充実した

なりました。   

TOPICS 

日号 

種蒔きから約 3 か月。藍の葉は青々と

茂り、花が咲く直前、染物に最も適した

時期に収穫しました。ミキサーを使って

藍の青汁を作り、その中に布を漬け空気

に晒して染色。最初は緑色だった布が酸

とで化学変化を起こし

色に変わる様子を興奮気味に見

つめていた子ども達。 

運動会では藍染した布を旗や衣装とし

い、手拭を腰に巻くと

情が引き締まり、見事にオープニングを

が出来ました。 

も藍染が受け継がれ、清新お

ひさま保育園の伝統にしていけたらと思

 

   保育士

土の中で育っているお芋は、なかなか抜

けず、子ども達は大苦戦していました。

触った時の感触や抜けた瞬間の

笑顔が忘れられませんでした。

の後は、お楽しみのお弁当です。

お家の方が一生懸命作ってくれたお弁当

を嬉しそうに食べていた

東小松川おひさま保育園は、自然環境

に恵まれていますが、街中の自然と違っ

大自然は素晴らしく、大人も子ども達

も大変よい経験となり、充実した

      

園長

 

か月。藍の葉は青々と

染物に最も適した

時期に収穫しました。ミキサーを使って

藍の青汁を作り、その中に布を漬け空気

に晒して染色。最初は緑色だった布が酸

化学変化を起こし

色に変わる様子を興奮気味に見

運動会では藍染した布を旗や衣装とし

い、手拭を腰に巻くと子ども達の

情が引き締まり、見事にオープニングを

 

受け継がれ、清新お

ひさま保育園の伝統にしていけたらと思

保育士 鈴木 

芋は、なかなか抜

けず、子ども達は大苦戦していました。

時の感触や抜けた瞬間の

笑顔が忘れられませんでした。 

の後は、お楽しみのお弁当です。

お家の方が一生懸命作ってくれたお弁当

を嬉しそうに食べていた姿がとても

東小松川おひさま保育園は、自然環境

街中の自然と違っ

大自然は素晴らしく、大人も子ども達

も大変よい経験となり、充実した 1

  

園長 山﨑

か月。藍の葉は青々と

染物に最も適した

時期に収穫しました。ミキサーを使って

藍の青汁を作り、その中に布を漬け空気

に晒して染色。最初は緑色だった布が酸

化学変化を起こし、鮮

色に変わる様子を興奮気味に見

運動会では藍染した布を旗や衣装とし

子ども達の表

情が引き締まり、見事にオープニングを

受け継がれ、清新お

ひさま保育園の伝統にしていけたらと思

 孝子 

芋は、なかなか抜

けず、子ども達は大苦戦していました。

時の感触や抜けた瞬間の

の後は、お楽しみのお弁当です。

お家の方が一生懸命作ってくれたお弁当

とても印象

東小松川おひさま保育園は、自然環境

街中の自然と違っ

大自然は素晴らしく、大人も子ども達

1 日と

山﨑 陽



 

 

 

寒暖の差がある季節の変わり目は体調を崩しやすいので、生活リズムを整えましょう。

しっかり身体の芯から温まる食事、体に熱をたくわえる食べ物を摂り、ぐっすり眠って、よ

く身体を動かすことが

 

 

 

 

 

１．しっかり食べて免疫力アップ！

たんぱく質

     

脂

ビタミンＣ

ビタミンＡ

 

大根・かぶ・ねぎ・人参・白菜など寒くなっておいしくなる食べ物は、身体を温めるものが

多く、火を加えるとカサが減るので鍋物など献立に入れやすいですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【材料】

・ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ

・ﾏｯｼｭﾙｰﾑ

・醤油

【作り方】

①人参は皮をむいて千切りにする。

②玉ねぎは皮をむき、

ｽﾗｲｽする。

③ｳｲﾝﾅｰは

④ﾌﾗｲﾊﾟﾝ

を炒めて、調味料で味付けする。

⑤ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ

合わせる。

⑥お皿に盛り付け、お好みで粉

寒暖の差がある季節の変わり目は体調を崩しやすいので、生活リズムを整えましょう。

しっかり身体の芯から温まる食事、体に熱をたくわえる食べ物を摂り、ぐっすり眠って、よ

を動かすことが

１．しっかり食べて免疫力アップ！

たんぱく質：魚・肉・卵・大豆製品などは、血や肉をつくり、脂肪をもえやすくして、

     身体を温めます。

脂 肪：油は少量でもエネルギーをたくさん出すので、

ビタミンＣ：寒さに対する抵抗力を強くする働きがあります。

ビタミンＡ：のどの粘膜を丈夫にします。（かぼちゃ・人参・ほうれん草・小松菜等）

大根・かぶ・ねぎ・人参・白菜など寒くなっておいしくなる食べ物は、身体を温めるものが

多く、火を加えるとカサが減るので鍋物など献立に入れやすいですね。

【材料】4 人分(

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ 300

ﾏｯｼｭﾙｰﾑ缶 30

・醤油 24ｇ・粉

【作り方】 

①人参は皮をむいて千切りにする。

②玉ねぎは皮をむき、

する。 

は 3 ㎜ほどの

ﾌﾗｲﾊﾟﾝを熱し、ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ

を炒めて、調味料で味付けする。

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰを茹で、水分を切りすぎないようにして、④と

合わせる。 

⑥お皿に盛り付け、お好みで粉

おひさま

寒暖の差がある季節の変わり目は体調を崩しやすいので、生活リズムを整えましょう。

しっかり身体の芯から温まる食事、体に熱をたくわえる食べ物を摂り、ぐっすり眠って、よ

を動かすことが大切です。

１．しっかり食べて免疫力アップ！

：魚・肉・卵・大豆製品などは、血や肉をつくり、脂肪をもえやすくして、

身体を温めます。

：油は少量でもエネルギーをたくさん出すので、

：寒さに対する抵抗力を強くする働きがあります。

のどの粘膜を丈夫にします。（かぼちゃ・人参・ほうれん草・小松菜等）

大根・かぶ・ねぎ・人参・白菜など寒くなっておいしくなる食べ物は、身体を温めるものが

多く、火を加えるとカサが減るので鍋物など献立に入れやすいですね。

(大人 2 人・子ども

300ｇ・ｳｲﾝﾅｰ

30ｇ・ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ

ｇ・粉ﾁｰｽﾞはお好みで

①人参は皮をむいて千切りにする。

②玉ねぎは皮をむき、ﾋﾟｰﾏﾝは

㎜ほどのｽﾗｲｽにする。

ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙをひき、野菜と

を炒めて、調味料で味付けする。

を茹で、水分を切りすぎないようにして、④と

⑥お皿に盛り付け、お好みで粉

風邪を予防する身体をつくって元気

おひさま  

寒暖の差がある季節の変わり目は体調を崩しやすいので、生活リズムを整えましょう。

しっかり身体の芯から温まる食事、体に熱をたくわえる食べ物を摂り、ぐっすり眠って、よ

大切です。 

１．しっかり食べて免疫力アップ！  

：魚・肉・卵・大豆製品などは、血や肉をつくり、脂肪をもえやすくして、

身体を温めます。 

：油は少量でもエネルギーをたくさん出すので、

：寒さに対する抵抗力を強くする働きがあります。

のどの粘膜を丈夫にします。（かぼちゃ・人参・ほうれん草・小松菜等）

大根・かぶ・ねぎ・人参・白菜など寒くなっておいしくなる食べ物は、身体を温めるものが

多く、火を加えるとカサが減るので鍋物など献立に入れやすいですね。

法人給食だより

人・子ども 2 人

ｳｲﾝﾅｰ 120ｇ・玉ねぎ

ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ 30ｇ・ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ

お好みで 

①人参は皮をむいて千切りにする。 

はﾍﾀと種を取り、

にする。 

をひき、野菜と

を炒めて、調味料で味付けする。 

を茹で、水分を切りすぎないようにして、④と

⑥お皿に盛り付け、お好みで粉ﾁｰｽﾞをかけて出来上がり。

予防する身体をつくって元気

食べ物で風邪をやっ
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寒暖の差がある季節の変わり目は体調を崩しやすいので、生活リズムを整えましょう。

しっかり身体の芯から温まる食事、体に熱をたくわえる食べ物を摂り、ぐっすり眠って、よ

  ＜風邪を予防する４つの栄養素＞

：魚・肉・卵・大豆製品などは、血や肉をつくり、脂肪をもえやすくして、

：油は少量でもエネルギーをたくさん出すので、

：寒さに対する抵抗力を強くする働きがあります。

のどの粘膜を丈夫にします。（かぼちゃ・人参・ほうれん草・小松菜等）

大根・かぶ・ねぎ・人参・白菜など寒くなっておいしくなる食べ物は、身体を温めるものが
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