
平成３０年５月１日

保護者各位

黒野こども園

５月えんだより

入園・進級から１ヶ月がたち、子ども達も園での新しい生活に随分慣れてきたようで

す。ここ２年ほどの傾向として、園生活に早く慣れるお子さんが多くなってきているよ

うに感じます。先生達は早く園生活に慣れられるよう、子ども達が安心して過ごせるよ

う愛情を持って子ども達に関わるよう努めています。この安心感が家庭から一歩踏み出

す原動力にもなっています。また、新入児のお子さんは、黄組、緑組、赤組のどの学年

にも継続児童の割合が多くなってきている分、その子ども達が牽引役となり、早くクラ

スの雰囲気に溶け込んでいることも揚げられるのではないでしょうか。継続児のお子さ

んは、慣れ親しんだ新しいクラスに用意されたコーナー遊びの空間で夢中に遊び込んで

おり、新しいお友達もそんな光景を目の当たりにして興味、感心を抱くようになります。

継続児の子ども達が遊ぶ様子をみて「自分もやってみたい」との想いが、早く園生活に

慣れる一因になっているようです。

さて、先月、園庭で遊具の入れ替え工事が行われており、そこにパワーショベルが来

て土をすくう様子を１歳児が食い入るように見つめていました。

子ども達にとって見るものすべてが新鮮な光景なのですね。

次第にこの子達は年齢があがるにつれ、そのときにＩＮＰＵＴされた光景を想い出し

ながら砂場でシャベルで砂をすくい遊ぶようになります。

また、クラスには、遊びのコーナーが用意されています。家庭の台所に見立てたコー

ナーには、カップ、食器、フライパン、おたま等、様々な台所用品が置かれています。

ほかの一角には積木やミニカー、レール、などが置かれ、街に見立て車を走らせ遊ぶ

子ども達もいます。

子ども達は、自分たちが経験したことや家庭でのお母さんの家事をする様子に興味・

関心を持ち、それを遊びの中で再現しようとします。

いわゆる「ごっこ遊び」というものです。そこでは、子ども一人ひとりがそれぞれ役

割を持ちます。家庭の中では、「お父さん」「お母さん」「赤ちゃん」といったように。

子どもはなりたい役を自分で決め、お母さんであればキッチンに立ちフライパンで料

理をする。「ごはんできましたよ～」なんていいながら、できた料理を家族にふるまう。

子どもは「おいしいね」と言いながら食事をするまねをする。こんな遊びがクラスの

中で展開されています。子ども達は一番身近な家族という中で、大人へのあこがれを抱

きながら自分も「料理を作ってみたい」「赤ちゃんの世話をしたい」との思いから「大

人のまね」をするのですね。「学ぶ」の語源は「真似ぶ」であると言われるように、大

人に対するあこがれが学習への意欲に繋がっているのです。

聖心女子大学の河邊教授は、「豊かなごっこ遊びは、創造性、社会性、構成力、知的

理解力、操作性を高めている」言い換えれば「ごっこ遊びは主体的に学び続ける力の基

礎として近年重要視されている「非認知能力」が高まる遊びである」と言っています。

黒野こども園では、こうした遊びを通して人間関係深め、創造力豊かな人に育って

欲しいと願っています。

行事予定

3 日 憲法記念日 18 日 眼科健診

4 日 みどりの日 21 日 耳鼻科健診

5 日 こどもの日 22 日 身体測定（年長）

7 日 役員選出会 23 日 身体測定（0 歳児）

12 日 第 1 回保護者会役員会 24 日 身体測定（1 歳児）

14 日 耳鼻科健診 25 日 眼科健診 避難訓練

15 日 いちご狩り（年長） 28 日 耳鼻科健診

16 日 身体測定(年少) 30 日 身体測定（2 歳児）

17 日 身体測定(年中)

眼科健診 18 日 桃組 青組

25 日 ひよこ組 黄組 緑組 赤組

耳鼻科健診 14 日 ひよこ組 黄組 緑組

21 日 赤組 桃 1.2 組

28 日 桃 3.4 組 青組

健診のお知らせ

＜１０ヶ月児健康診査＞
平成２９年 ７月生まれ

中市民健康センター ①平成３０年５月１日（火） ②平成３０年５月２３日（水）

南市民健康センター ①平成３０年５月２日（水） ②平成３０年５月１８日（金）

北市民健康センター ①平成３０年５月７日（月） ②平成３０年５月２８日（月）

①（１日～１５日生まれ）

②（１６日～月末生まれ）

受付時間：午後１時～２時３０分

＜１歳６ヶ月歯科健診と育児教室＞
平成２８年 １０月生まれ

中市民健康センター 平成３０年５月２９日（火）

南市民健康センター 平成３０年５月１７日（木）

北市民健康センター 平成３０年５月２４日（木）

受付時間：①（１日～１５日生まれ）午前９時～１０時３０分

②（１６日～月末生まれ）午後１時～２時３０分



＜3歳児健康診査＞

平成２７年 ４月生まれ

中市民健康センター 平成３０年５月１１日（金）

南市民健康センター 平成３０年５月１０日（木）

北市民健康センター 平成３０年５月１６日（水）

受付時間：①（１日～１５日生まれ）午前９時～１０時３０分

②（１６日～月末生まれ） 午後１時～２時

東部コミュ二ティーセンター 平成３０年５月９日（水）

もえぎの里 平成３０年５月２５日（金）

西部コミュ二ティーセンター 平成３０年５月１８日（金）

受付時間：午後１時30分～２時３０分

持ちもの：母子健康手帳

該当する方は進んで健診を受けましょう。病気になってしまったら翌月でも受けられます。

＜幼児歯科薬物塗布＞

中市民健康センター 平成３０年５月８日（火）

南市民健康センター 平成３０年５月１５日（火）

北市民健康センター 平成３０年５月２２日（火）

西部コミュ二ティーセンター 平成３０年５月２５日（金）

もえぎの里 平成３０年５月２１日（月）

日程は「広報ぎふ」「岐阜市ホームページ」等でもお確かめ下さい。

看護師より・・・

入園して 1 ヶ月、慣れない生活に疲れが出る頃です。また、ゴールデンウィークに入

り、生活リズムがくずれやすくもなります。家族揃ってのお出掛けの後には、ゆっくり

休む時間をとることも大切です。連休明けには、元気に登園できるようにご配慮頂けま

すようお願い致します。

栄養士より・・・
元気な１日を過ごすために、朝ごはんをしっかり食べてから登園しましょう。朝ご

はんを食べていないと、ぼんやりしてしまい集中できません。朝ごはんを食べることで、

寝ている間に下がった体温が上がっていき、体や脳が動く準備ができます。規則正しい

生活リズムを身につけて、元気な体をつくっていきましょう。ご家庭でもご協力お願い

致します。

　　　平成30年　5月　こども園予定献立
10時のおやつ
３時のおやつ

1 おかし

火 グレープかん

2 おかし

水 クラッカーサンド　ぎゅうにゅう

7 おかし

月 おかし　ぎゅうにゅう

8 バナナ

火 カスタードどらやき

9 オレンジ

水 まっちゃむしパン　ぎゅうにゅう

10 おかし

木 かりんとう

11 チーズ

金 パインゼリー　ぎゅうにゅう

12

土

14 おかし

月 バナナ　おかし

15 オレンジ

火 マカロニのあべかわ

16 おかし

水 アメリカンドッグ　ぎゅうにゅう

17 ヨーグルト

木 じゃがいももち　ぎゅうにゅう

18 チーズ

金 バナナ　おかし　ぎゅうにゅう

19

土

21 おかし

月 ももゼリー

22 おかし

火 フルーツヨーグルト

23 おかし

水 やきふのラスク　ぎゅうにゅう

24 チーズ

木 あべかわかんてん

25 バナナ

金 チキンソーセージ　　おかし　ぎゅうにゅう

26

土

28 おかし

月 おかし　ぎゅうにゅう

29 おかし

火 ホットドッグ　ぎゅうにゅう

30 バナナ

水 とうにゅうココアかん

31 おかし

木 きなこまめ

●　

●　 こども園の物資入荷、行事等により献立が一部変更することがあります。
●　 牛乳は毎日２００ｍＬ提供しています。

昼             食

ドライカレー　ジュリエンヌスープ　バナナ　ぎゅうにゅう

ごもくごはん　すましじる　きんときまめのあまに

ビビンバどん　キャベツのちゅうかふうスープ　バナナ

くろぱん　ホキのマリネ　ミニトマト　カラフルポテト　ぎゅうにゅう

ごはん　とりにくのてりに　こまつなのみそしる　キャベツのあまず

バターロールパン　ポークビーンズ　マカロニサラダ　バナナ　ぎゅうにゅう

ピースごはん　かんとうに　ほうれんそうともやしのごまあえ

ハムチーズロールパン　りんごヨーグルト　ぎゅうにゅう

こがたバターロールパン　スパゲティミートソース　グリーンサラダ　ぎゅう
にゅう

こくとうレーズンパン　さわらのたつたあげ　ミニトマト　ポパイサラダ　ぎゅ
うにゅう

ごはん　わふうにくだんご　すましじる　わかめのすのもの

ごはん　ぶたにくとやきどうふのにもの　しらすいりおひたし　バナナ

ピラフ　ウィンナーのソースに　ゆでブロッコリー　キャベツスープ

ウィンナーカレーパン　ももヨーグルト　ぎゅうにゅう

カレーライス　フレッシュサラダ　バナナ　ぎゅうにゅう

バターロールパン　とりにくのオランダに　だいこんとしめじのスープ　ブロッ
コリーのおかかあえ　ぎゅうにゅう

ツナライス　やさいスープ　グリーンポテト　ぎゅうにゅう

バターロールパン　チキンカツ　ゆでキャベツ　ポテトスープ　ぎゅうにゅう

こども園の給食は食中毒予防のため、サラダや和え物等のハム、竹輪等の練り製品は  すべて加熱し
て提供しています。

マーボーはん　ちゅうかスープ　バンサンスー

ごはん　さばのケチャップに　けんちんじる　きゅうりのごまず　ぎゅうにゅう

パン　こうやどうふのからあげ　キャベツとツナのいためもの　こまつなのスー
プ

ツナピザふうみパン　やさいゼリー　ぎゅうにゅう

ぶたにくのスタミナどん　みそしる　きりぼしだいこんのあまず

ごはん　チャンプルー　わかめサラダ　メロン


