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長引く新型コロナの影響…。園のイベントも例年とは違った形での開催が続きます。
少しでも普段の保育を見てもらう・知ってもらうために各クラスの先生に聞きました!

おしえて 先生!!
Q1.1日の大まかなスケジュールは? Q2.室内遊びで一番人気の遊びは？

Q3.園庭で一番人気の遊びは？ Q4.〇〇組のヒミツ（クラスのヒミツをこっそり教えてください）Q
1 日の大まかなスケジュール
7：30 開門・登園（視診・合同保育・自由遊び）

9：00 各部屋に入室

9：20 手洗い・調乳　排泄

10：00 一日の活動（日によって異なります）

11：00 給食　順次午睡

15：00 目覚め・検温

15：30 おやつ・自由遊び・順次降園

1 日の大まかなスケジュール
7：30 開門・登園（視診・合同保育・自由遊び）

9：00 各部屋に入室

9：20 手洗い・調乳・排泄

10：00 一日の活動（日によって異なります）

11：00 給食　順次午睡

15：00 目覚め・検温

15：30 おやつ・自由遊び・順次降園

ひよこ組（０才児）

ばんび組（1才児）

りす組（1才児）

きりん組（2才児）

A2.
音の鳴る玩具、ぽっとん落とし、
仕掛け玩具
おもちゃを準備していると、にこにこ
笑顔で待ってくれています。ままごと
にも興味があり、食材を「これあ？」
とたくさん聞きに来てくれます。 A2.

おままごと
ぬいぐるみやキッチン、机や椅子などを用
意するととても喜んで遊んでいます。ぬい
ぐるみを赤ちゃんに例えて、寝かしつけた
り、食べ物をあげたりする姿が可愛いです。

A2.
指先を使った玩具
ポットん落としや洗濯ばさみをはさむ
遊び、ブロックなどが大好きで、夢中
になって遊んでいます。

A2.
女の子はお人形とおままごと
お人形やおままごとで遊ぶこと
男の子は電車や乗り物のおもちゃ
電車や車の乗り物の玩具で遊ぶことが大好きです。

A3.
ドラえもんの滑り台
上手に階段も登り、順番が来るまで
ちゃんと待っているりす組さん。何度
も繰り返し滑っては嬉しそうに笑いか
けてくれます。

A3.
おにごっこやかくれんぼ
お友だちとの関わりが増えてきました。
最近は三輪車にも挑戦しています。

ドラえもんの滑り台や、
ジャングラミング
低いところをくぐるのが大好きで

す。飛行機や電車の遊具も好きで、

お友だちと乗ったり、保育教諭と

乗ったりして、楽しんでいます。

A3.
ドラえもんの滑り台、ジャング
ラミングのすべり台
ジャングラミングのすべり台に行く

までに、段ばしごを登る真剣な顔つき

が素敵です。

A3.

保育教諭がトイレに行く時に、トイレの扉の前
で必ず待ってくれている可愛いところです。

A4.

甘えん坊なところ
「だっこ～」とニコニコしている

ときもあります。その可愛さにつ

い私たちも癒されています。

A4.

とってもよく食べる事！
スプーンを使って上手に食べ、おかわりも待ち遠し

そうにしています。

A4.
お昼寝の時間、一度寝たらなかなか起きません。
コットに敷いているタオルは、実はくるくると自分で畳んで片付けて

います。さらに食いしん坊なお友だちが多く毎日完食です。にぎやか

なクラスで、変顔をし合って大笑いする声が響いてます。

A4.

ねえねえ

A1.

A1.

ばんび・きりん組さん　1日の大まかなスケジュール
7：30 開門・登園（視診・合同保育・自由遊び） 11：00 給食　順次午睡

9：00 各部屋に入室 13：00 室内遊び・園庭遊び

9：20 手洗い・調乳・排泄 15：00 目覚め・検温

10：00 一日の活動（日によって異なります） 15：30 おやつ・自由遊び・順次降園

A1.

「いくぞ！発車！」

「かっこいいスポーツカー」
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おしえて 先生!!
Q1.1日の大まかなスケジュールは? Q2.室内遊びで一番人気の遊びは？Q

 あか・き組さん　1 日の大まかなスケジュール
7：30 開門・登園（視診・合同保育・自由遊び） 12：00 給食

9：00 各部屋に入室 12：40 午睡

9：20 朝の会 15：00 目覚め・検温

10：00 設定保育（日によって異なります） 15：45 終わりの会　自由遊び・順次降園

あお組さん　1 日の大まかなスケジュール 12：00 給食

7：30 開門・登園（視診・合同保育・自由遊び） 13：00 室内遊び・園庭遊び

9：00 各部屋に入室 14：30 休憩

9：30 朝の会 15：00 おやつ

10：00 設定保育（日によって異なります） 16：00 終わりの会　自由遊び・順次降園

あか組（3才児） あお組（5才児）

園長先生、副園長先生にも質問 !

き組（4才児）

A2. あか1組
ラキュー、ビオブロ、
レゴブロック、ポポちゃん
ラキューは青組さんのものを借り
てみんなで遊んでいます。時間が
経つのも忘れて集中して楽しんで
くれています。

A2. あお1組
おままごと
おままごとの玩具だけでなく、ビ
オブロックやおはじきなどなんで
も食べ物に見立ててお料理を楽
しんでいます。他にも、女の子は
お絵かき、男の子はモルファンが
人気です。

A2. き1組
ひざのりいすとりゲーム
座る椅子がなくなったら、お
友だちのひざに座りコミュニ
ケーションをとります。お友
だちと顔を見合わせ笑う笑顔
はピカイチです。

A2. あか2組
おままごと
食事を用意したり友だちのと
ころに運んだりしています。
ポポちゃんのお世話も優しい
手つきでしていますよ。

A2. あお2組
おままごととラキュー
おままごとでは、おいしそうなご飯を作っ
たり役になりきっったりして楽しんでいま
す。ラキューでは、説明書を見たり想像
したりしながら様々な作品を作っている
のですが、完成度が素晴らしいです。

A1. 園長先生
皆様と同様、これまで経験の
ない事態に、その都度子ども
を中心に考えたうえで試行錯
誤した日々でした。また、生
活が一変する中でも、こども
達は変わらず、笑顔と元気で
健康に過ごしてくれているこ
とを何よりも嬉しいと思える
一年でした。

A2. 園長先生
子どもたちが一年を重ねる大
切な1 年です。少しでも、以
前のように過ごすことができ
るように、皆で知恵を出し合
い、子どもたちの育ちを支え
ていきたいと思います。マス
クが取れてお互いの笑顔が
見られる生活ができるといい
ですね。

A1. 副園長先生
「素直でかわいい子どもたち
だなあ。」「言葉が出てきた
ねえ。」「よちよち歩けるよう
になってきたねえ。」小学校
とはまた違った子どもたちの
かわいい様子に癒され、心温
まるとともに、子どもたちの
成長ってすごいなあと感じた
一年でした。

A2. 副園長先生
一日も早くコロナ禍が収まっ
てくれることを願いながら、子
どもたちが元気に園生活を楽
しんでくれるように願います。
今年は、園の環境をよりよく
整えていきながら、子どもたち
の活動にもいろいろ関わって
行けたらなあと思います。

A2. き2組
レゴブロック
お部屋には様々な玩具があり、
どれも皆大好きです。お友だちと
一緒にお城や動物園などを作っ
て遊ぶことを楽しんでいます。

A3. あか2組
ごっこ遊び
自然物を使ってお店屋さん
ごっこをしたり、家族のメン
バーを振り分けたりして楽
しく遊んでいます。 A3. あお2組

リレーやドッジボール
リレーでは何周も園庭を駆け回り、お友だ
ちとバトンをつないで上手に走っています。
日に日に足が速くなっています。ドッジボー
ルでは、ボールをキャッチして投げたり逃
げたりし、白熱しながら楽しんでいます。

A4. あか2組
お話が上手
子どもたちから逆に…お家で
の出来事や㊙情報をいろい
ろ教えてくれています。

A4. あお2組
ご飯をたくさん食べます！
給食は、毎日からっぽです。
あと、歌が大好きです！ 一人が歌
い出すと、みんなで大合唱が始ま
ることもあります。

A4. き2組
食べること
おかわりをたくさんしてい
ます。お鍋はすぐ空っぽ
です。

A3. あか1組
三輪車
みんなでゆずりっこをしながら楽し
んでいます。お砂場も人気で、友
だちと協力しながら遊ぶ姿が見ら
れますよ。

A3. あお1組
鬼ごっこ

「おにごっこするひとこのゆびと
まれー！」の掛け声から始まり、
大人数で楽しんでいます。保育
教諭が追いかけても追いつかな
いくらいみんな足が速いです！

A3. き1組
身体を動かして遊ぶこと
サッカー、ドッチボールなどの
ボール遊びや遊具を使った遊び
も大好きです。鬼ごっこも大好き
で園庭を広く使って走り回ってい
ます。

A3. き2組
ボール遊び
ぽーんと遠くへ蹴ってサッカーをした
り、中当てドッヂボールをしたりするこ
とを楽しんでいます。固定遊具のジャン
グラミングやブランコも大好きです。

かなりおしゃべり
（笑）

けんかもしますが、誰と
でも仲良く遊べます。

A4. あか1組
ゲーム遊びは、いつも本気
負けてしまうと悔しくて涙を浮
かべることも多いです。でも、
そんなお友だちの頭を優しく
なでて励ましてくれる子も多
く、ほっこりします。

A4. あお1組

「喧嘩するほど仲が良い」
喧嘩もよくしますが、実は友だち
思いの仲良しです。というように
喧嘩していたと思っても、困って
いる子を見つけると、優しく友だ
ちに声を掛けています。

A4. き1組

Q1. 2020はどんな1年でしたか Q2. 2021はどんな1年にしたいですか

ねえねえ

Q3.園庭で一番人気の遊びは？ Q4.〇〇組のヒミツ（クラスのヒミツをこっそり教えてください）

A1. A1.
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みんなだいすき給食 !
子どもたちが楽しみにしている「給食」と「おやつ」をあお組さんにリサーチ !!

トップ 3 はどんな給食・おやつかな？？？？

人気のレシピ簡単Ｃｏｏｋｉｎｇ
今回人気だったおかずとおかしの一部を、

広報係も家で作ってみました!

うどんスナック

じゃこトースト

麻婆豆腐

ちくわの磯辺天

カレー

（所要時間：約30分/1人分）
①豚肉・玉ねぎ・じゃが芋・人参

は一口大に切る
②鍋で豚肉を炒める
③水を加え、玉ねぎ・じゃが芋・

人参を入れ煮込む
④具材がやわらかくなったら、カ

レールウ・中濃ソースケチャッ
プを入れて5分程度煮込む

⑤最後にグリーンピースを入れる

◆ 材料 ◆
● 豚肉　30ｇ
● 玉ねぎ　30ｇ
● じゃが芋　10ｇ
● グリーンピース　15g
● 油　3g
● カレールウ　15g
● 中濃ソース　1g
● ケチャップ　1g

ポテトサラダ

（所要時間：約30分/1人分）
①じゃがいもを茹でる（じゃがい

もが熱いうちにつぶす）
②ミックスベジタブルを茹でる
③じゃがいも、ミックスベジタブルが

冷めたらマヨネーズ、塩で味付け

◆ 材料 ◆
● じゃが芋　40ｇ
● ミックスベジタブル　10ｇ
● マヨネーズ　8ｇ
● 塩　0.05g

とんかつ

（所要時間：約20分/1人分）
①豚肉は、すじ切りをし塩をふり

かける
②小麦粉を水で溶く
③②に①をつけ、パン粉をつける
④180℃できつね色になるまで
（5～6分）揚げる

◆ 材料 ◆
● 豚ロース肉　60ｇ
● 塩　0.3ｇ
● 小麦粉　5ｇ
● 水　5g
● パン粉　7g
● 油　6g

パフェ

【スポンジ生地を作る】
①小麦粉を振るい、砂糖・油と合わせる
②①を天板に流し入れ170℃で15分焼く
③焼きあがったら一口大に切る

【トッピングの準備】
①バナナは皮を剥き5mm幅ぐらに斜めスライス

に切る(酸化するようであれば、レモン果汁を
振りかけたり砂糖水にくぐらせておくと良い）

【盛り付け】
①容器にフレークを入れる
②①の上にホイップを絞る
③②の上にスポンジをのせる
④③の上にホイップを絞る
⑤④にバナナ・黄桃缶を盛り付ける

◆ 材料 ◆
● 小麦粉　100ｇ
● 砂糖　2ｇ
● 油　1.5ｇ
● コーンフレーク　5g
● ホイップ　30g
● バナナ　10g
● 黄桃缶　10g

◆ 材料 ◆
● 豆腐　30ｇ 　　　　● 豚ミンチ　20g
● 椎茸　15g　　　　 ● 玉ねぎ　15g
● 枝豆　10g　　　　 ● 醤油　1g
● みそ　1.5g 　　　　● ケチャップ　2g
● 鶏がら　2g　　　　 ● ごま油　0.2g
● 片栗粉　2g

◆ 材料 ◆
● ちくわ　30ｇ 　　　　● 青のり　0.1g
● 卵　　 1個　　　　 ● 水　       7g
● 小麦粉　5g

①うどんは適当な長さに切り（5ｃｍ～6ｃｍ位）
水をかけてほぐす

②水分を切る

③水分が切れたら180℃の油で揚げ、少し固
く揚がってきたら、菜箸などで割り、きつね
色になるまで揚げる

④③にチキンコンソメをふりかける

◆ 材料 ◆
● うどん　45ｇ　　● 油　 5g　　● チキンコンソメ　0.5ｇ

◆ 材料 ◆
● 食パン　30ｇ　　● じゃこ　 6g　　
● 青のり　0.1ｇ　　● マヨネーズ　 7g

まずは「給食」を発表 !!

つづいて「おやつ」を発表 !!

レシピを紹介 !! 一度お家でも作ってみては？？

※園で提供しているとんかつ・ちくわの磯辺天は既製品を揚げています。　※園で提供しているあんまん・野菜かりんとうは既製品です。　
※園で提供しているゼリーはゼリーの素を使用しています。

かきたま汁

（所要時間：約20分/1人分）◆ 材料 ◆
● たまご　20ｇ
● しいたけ　5ｇ
● ねぎ　2ｇ
● だし汁　150g
● 淡口醤油　1g

①椎茸を切る（スライス・2ｃｍ位）
②鍋にだし汁を入れ、椎茸を入

れ、煮立ったら調味料を加え
味をととのえる

③沸騰したら卵を流し入れる
④最後に、ねぎを入れる

（所要時間：約45分/1人分）

①フレーク

②ホイップ
③スポンジ
④ホイップ

⑤バナナ・黄桃缶

あお 1 組
とんかつ

 かきたま汁
 ちくわの磯部揚げ
 ポテトサラダ

1位
2位

33位位

あお 2 組
あんまん

ゼリー
（オレンジ、マスカット、桃）

野菜かりんとう

1位
2位

33位位

あお 2 組
カレー

 麻婆豆腐

 ポテトサラダ

1位
2位

33位位

あお 2 組
野菜かりんとう

うどんスナック

じゃこトースト

1位
2位

33位位

①椎茸、玉ねぎはみじん切りにする

①卵・水・小麦粉・青のりを合わせ、衣を作る

①じゃこ・青のり・マヨネーズを合わせる

②①にちくわをつけ、180℃で5～6分揚げる

②食パンに①をぬりオーブントースターで
焦げ目がつくまで焼く

②豚ミンチを炒め、油を切る

③鍋に水を入れ椎茸、玉ねぎを加える

④③に②を加える

⑤④が沸騰したら豆腐を加える

⑥⑤に枝豆を加える

⑦鶏がら・ケチャップ・みそ・醤油を加え調味する
⑧水溶き片栗粉を加えとろみをつける
⑨最後にごま油を入れる

水気を切ったうどんが
ペタペタとくっ付くので、
揚げながらばらばらに
　してあげましょう

青のりがなんともいい仕事
してます。! この上にチーズを
乗せて焼いてもGOOD！

食べやすいように
4等分しておくと出来
上がったらすぐに
　食べれますよ

子どもにもお手伝い
してもらいながら「こども
園の給食」のお話を
　聞くのも楽しい!!

パクパク

食べちゃう!

市販のスナックよりも
歯ごたえがしっかり！

天ぷら粉を使うと
もっとサクサクに
上がります。

豚ミンチは別々に
炒めて油をきってから投入
する事で、子どもたちが
食べやすいあっさりした
　食感になります
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いこまこども園   イベントを紹介 !
10月3日（土）に開催された運動会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、年齢別入
れ替え制で行いました。

１１月１３日（金）は赤組さんときりん組さんが滝寺に「七五三参り」に出かけました。
山道をがんばって登り、理事長先生のお話しを聞きました。
１１月１７日（火）は、青組さんと黄組さんが宝山寺までお参りに行きました。
参道の大階段を上り、宝山寺でお祈りをしてきました。
大注連縄かけ替えのための藁締めの様子を見て、お話を聞きました。

あか組は、かけっこと
ダンス 「そんな きみが 
すき♡」 を披露しました !!

あお組は、
マーチング 「ファンタジックメドレー」、
リレー 「チーム対抗リレー」、
ダンス 「虹色の華」

き組は、かけっことバルーン
「まあ スカッと おどりましょう!!」 を披露しました !!

あか組

き組

あお組

あお組

あお組さんは、こども園で

最後の運動会。

マーチングを演奏する姿

も凛々しくとってもステキ。

かけっこも迫力満点!!

ガンバって階段も
上りました

紅葉も終わりかけ。
みんな整列して
歩きます

ヨーイドンっ !!

みんな可愛い
ポーズで踊りました。

き組さんになったら
バルーンダンス!!

みんなで力を合わせて
大きく膨らませて!!

入場行進は
あお組さんにおまかせ

隣を確認しながらも、
とってもかわいいダンス

全員でのダンスも
バッチリ!
キマってます。

ピシっ !って音が
聞こえそうな位!
 上手に回転!

10月

11月
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いこまこども園イベント紹介 !

作品展

12月22日（火）「お餅つき」 1月12日（火）「雪遊び」 1月18日（月）「ＳＬイベント」

12月23日（水）「クリスマス会」

「コロコロボール」　
ボールを転がして遊んだり、鈴のはいった
ボールの音を楽しんだりして遊びました。

「サンタと一緒にメリークリスマス」
なぐり書きをしたり、自分でシールをはった
り、スタンプを押したり、足型をとったりし
たものを貼って吊るしました。

「雪だるまのモビール」　
指で絵の具を付けました。

「だるまさんのパズル」　
ローラーやスタンピング、はじき絵な
どいろんな技法を使ってかいたものを
切って貼りました。

「自由画」　ばんび組になって初めて
描いた絵と１１月に描いた絵です。

「モビール」　動物と顔写真を吊り下
げ、枝や木の実で飾りをつける。

「コロコロ落とし」ペットボトルの中
に仕切りを作ってスーパーボールや鈴
を落としていくおもちゃです。

「はらぺこあおむしのひも通し」
粘土を丸め、穴をあけてひもを通して色を付け
て目や触覚をつければあおむしの出来上がり

「モビール」　葉っぱやどんぐり、毛糸など
を飾りにミノムシを作り、モビールにしました。

「絵画制作」　□○△の形を自由に組
み合わせ、形遊びを楽しみました。

「タコ焼きマントマンの世界」　鈴の入ったプラケースに紙粘土を巻いたたこやきの頭に手足をつけて「たこやきマントマン」を作りました。たこやきマン
トマンにでてくる「スパゲッティおばけ」を共同製作。廃材でたこやきを作りました。

「ビックリ扉」　絵を描いた画用紙にカラーフィルムを貼り、上から色画用紙を二重に貼り、それを破ると自分のかいた絵がでてきました。
「デッサン」　園庭などで拾った秋の自然のものを絵にかきました。

テーマは「動物園」　
ポスターカラーを使って大きな画面にのびのびと描いた「動物の絵」。ぞう・きりん・らいおん・かんがるー・ぺんぎん・ごりら・ふらみんご・
りす・ふくろう・さい・しかの中から好きな動物を選んで、段ボールや廃材を使った「立体的な動物」。共同製作の大きな「ワニ」。

青組さんは杵を持ってお餅つき
を体験しました。ついたお餅をこ
ねて丸める体験もしました。

朝雪が降って、園庭に白く雪が積もりました。み
んな大喜びで外に出て雪投げをしたり、かわい
い雪だるまを作ったりして楽しみました。

乳児さんは、保育室からトーマスが見えると指を
差して「でんちゃ！」と言って大興奮!
幼児さんは、始まる前からそわそわでした。

歌を歌ったりしてクリスマス会を楽しんでいるところに、サンタさんがやってきました。
プレゼントをもらって、みんな大喜び。クラスごとに記念写真を撮りました。

 テーマは「春夏秋冬」　
「春」「もうすぐ１年生」の顔ぬきとの木、４月からの思い出を綴った「おもいでつづり」、ミニトマトの観察記録
「夏」お楽しみキャンプで作った「Tシャツ」、模造紙を繋げた大きな夏の風景の絵
「秋」 すすきとともに、自分の名前を土捻りで作った「ネームプレート」お話の絵「いっすんぼうし」
「冬」牛乳パックを使った氷のお城と毛糸で編んだ「マフラー」

ひよこ組

りす組

ばんび組

きりん組

あか組

き組

あお組

12月
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