




　

　　　

　５月
３日 （日） 憲法記念日　

４日 （月） みどりの日　休園

５日 （火） 子どもの日　休園

６日 （水） 振替休日　休園

た ん ぽ ぽ ―

も　    　　も ―新しい環境や保育者に慣れ安心して過ごす
身近な自然に触れながら保育者や友達と一緒に好きな遊びを
見つけて楽しむ

―ゆったりと活動しながら連休前の生活リズムを取り戻す
遊びの中で順番を待つ経験をし、相手を思いやったり、
少しずつ我慢したりする気持ちを持つ

さ 　 く 　 ら ―園生活の一日の流れがわかり安心して過ごす。
保育士に見守られながら身の回りのことを自分でしようとする
自分の好きな遊びをしたり友達と保育士と関わったりして楽しむ

ひ ま わ り ―生活の流れがわかり、自分の力で身の回りのことを
行おうとする。
春の自然を感じながら戸外遊びを楽しむ

ゆ　　　　り ―戸外で思い切り身体を動かして遊び心地よさや解放感を味わう
身近な自然に親しみを持ち関わりながら遊ぶ
一日の流れに見通しを持って意欲的に生活する

ちゅうりっぷ

一人ひとりが心地良いと感じるリズムで生活する
新しい環境や保育士に慣れ、安心して過ごす

じょうぶな子、げんきな子

5月の予定

今月の保育目標

●疲れが出やすい時期です。体調の変化に気を
付け気になる事は、こまめに担任につたえてくだ
さい。

●気温差があるので、調節のしやすい衣類を用
意してください。タンスや衣類袋の中は毎日、
整理・補充をしてください。

●自分で着脱しやすい衣類を心掛けて下さい。

●早寝・早起き・朝ごはん！を心がけ規則正しい
生活をしましょう。

●保育園と家庭のコミュニケーションを常に大

切にしながらお子さんの成長を共に喜び更な

る成長へとつなげていきましょう。

じょうぶな子、げんきな子

お知らせとお願い

休園期間が延長となりました
さくら連絡網でも配信しましたが、休園期間が

５月３１日まで延長となり、保護者の皆様には

大変なご不便とご心配をおかけしております。

保育利用対象家庭に変更はありません。

新たに保育を必要とする場合「保育利用申込

書」が必要となりますので、配信されたメール

もしくは松戸市ホームページよりプリントアウ

トしていただくか、園に取りに来ていただき、

5/1（金）までに用紙を提出していただくよう

お願い致します。

第４７号

令和２年 ４月３０日

和 ほいくえん
千葉県松戸市秋山45-2

ＴＥＬ047-710-7753

FAX 047-710-7761

体育指導・英語教室・リトミックは

中止となります。

新型コロナウイルス感染拡大防止の為緊急事態宣言が発令となり、大

人も子供も『密集・密接・密閉』の３密を防ぐ為、外出自粛など様々な予

防策行っておりますが現在も感染拡大が止まらない現状に大きな不安

を感じます。今は、一人ひとりの予防に対する意識がいずれはウイルス

を封じ込めると信じています。保育園においても家庭保育・保育時間の

短縮など、様々なご協力をして頂き感謝しております。今後も更にウイ

ルス感染拡大防止に努めなければなりません。どうか、ご理解ご協力お

願い致します。いつもなら楽しいはずのゴールデンウイークですが、今

年はしっかりと外出を控え『密集・密接・密閉』の３密を控えてください。

ご家庭でも手洗い・うがいをしっかりと行って元気に過ごしてください。

⭐５月に予定していた希望制の個人面談は・・・

新型コロナウイルス感染拡大が落ち着くまで、延期とさ

せて頂きます。ご理解・ご協力をお願い致します。

⭐休園中のお知らせは、【さくら連絡網】にて配信いたし

ますので、ご確認ください。
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さくら組（３才児）

ちゅうりっぷ組（２才児）

たんぽぽ組（０才児）

も も組（１才児） ひまわり組（４才児）

ゆ り組（５才児）

入園から1か月が過ぎましたが、お家での生活はい

かがお過ごしでしょうか？いろいろなご協力に感謝

しています。来月はまたゆっくり慣らし保育を進めて

いこうと思っています。天気の良い日は外に出て新

鮮な外気に触れ気分転換をし、健康に気をつけて

過ごして行きます。

よろしくお願い致します。

コロナウイルスの影響で不安な日々が続いていま

すが、みんなが元気で過ごせるようにと願いを込

めて、園庭のこいのぼりも勢いよく泳いでいます。

毎日少人数で過ごすことが多いですが、おうちで

過ごしているお友だちと会える日を楽しみに過ごし

ています。みんなが揃ったらゆっくりと１日のペース

を取り戻していきながら、園庭で思い切り身体を動

かして遊んだり、季節の制作等、色々と計画してい

ます。一日も早く平穏な日々が戻って、みんなと賑

やかに過ごせることを楽しみにしています。

コロナウイルス感染拡大の影響もありお休みのお

子さんも多く、一日も早く全員が揃ってほしい、と願

うばかりの毎日です。４月に予定していた製作がた

くさんあります。このお休みを利用して、お子さんと

一緒に何か製作を楽しんでみてはいかがでしょう

か。お家にある物なんでも構いません。子ども達の

発想は無限です。ハサミやノリ等、使い方の練習に

もなるかと思います。お子さんと一緒に楽しんでみ

て下さい。５月の連休明け、元気に元の園生活が

送れることを願っています！

早いもので進級して1ヶ月がたちましたが、コロナ

ウィルスの影響でお休みのお友達が多く寂しく思っ

ています。少人数ではありますが、天気の良い日

は園庭ではたっぷりと身体を動かし、保育士とも一

緒に遊びを楽しみました。お休みの間はおうちで

ゆっくりと、お父さんお母さんと一緒にお箸やハサ

ミを使ってみるのもいいですね。一日も早く、リュッ

クを背負って元気に登園してくるみんなの姿を見ら

れることを楽しみにしています！

進級し、年長児として期待を膨らませていた子ども

達ではありますが、コロナウィルスの影響により全

員で過ごすことが出来ず寂しく思います。

しばらくお休みになりますが、この機会に数字やひ

らがなに意識して触れてみるのも良いかもしれま

せんね。

来月は全員登園し、元気な姿を見られることを楽し

みにしています。

木々が青々としている新緑の季節になりましたが、

コロナウイルスの影響で生活の自粛が続いていま

す。登園しているお友だちは少人数ですが、又たく

さんのお友だちと遊べる時を楽しみにしています。

園庭で遊んだ後も手洗いやうがいの練習をしっかり

としています。一日も早く元の生活に戻り、みんな

のたくさんの笑顔で過ごしたいと思います。
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給 食 室 より

【 トマトと胡瓜のナムル 】

( 材料 )

・トマト １個 ・胡瓜 １本

・ごま油 大さじ１弱 ・塩 少々

・鶏がらスープの素 小さじ２／３

・白いりごま 大さじ１

( 作り方 )

①トマトは角切り、胡瓜はスライスする。

②調味料をまぜ、①を加えてまぜる。

③白ごまをふる。

じょうぶな子、げんきな子



    ５月 　給食献立予定表
　　　　　　(令和2年4月30日)

E：エネルギーP：蛋白質F：脂質 　　　　　　和ほいくえん
日 　　栄養価 日 　　栄養価
曜 未満児　　以上児 曜 未満児　　以上児

1 こいのぼりピザ 食パン、ツナ缶、ピーマン、玉葱 E　３７６/４７０ 牛乳 17
ポトフ ｺｰﾝ､ﾁｰｽﾞ､ｹﾁｬｯﾌﾟ､ﾏﾖﾈｰｽ P　１２.６/１５.８ ビスケット

金 　 キャベツ、人参、じゃが芋 F　１２.３/１５.３ せんべい 日
　　　　　　オレンジ ベーコン、コンソメ、オレンジ 食塩　　３．３

2 煮込みうどん うどん、しめじ、舞茸 E　２３６/２４５ 牛乳 18 ご飯 豚肉、生姜、玉葱 E　３１９/３９９ 牛乳

さつま芋の甘煮 葱、ほうれん草、油揚げ P　　６.６/８.３ クラッカー 豚肉の生姜焼き ほうれん草、豆腐 P　１２.４/１５.５ ビスケット

土 さつま芋 F　　３.８/４.８ せんべい 月 青菜と豆腐和え ごま、ごま油 F　　９.９/１２.６ せんべい

食塩　　２．１ みそ汁　　りんご 葱、わかめ 食塩　　２．１

3 19 雑穀米ご飯 ごま、鮭、マヨネーズ E　２７７/３４７ 牛乳

鮭のみそマヨネーズ焼き キャベツ、りんご、胡瓜 P　１２.９/１６.１

日 火 フルーツフレンチサラダ 人参、レーズン、みかん缶 F　　６.５/８.１ 野菜蒸しパン

みそ汁 南瓜、玉葱 食塩　　２．３

4 20 チャーハン 焼豚、なると、万能ねぎ E　２７９/３４８ ヨーグルト（0・1歳）

チーズ入りトマトサラダ卵、キャベツ、胡瓜、トマト P　　９.５/１２.０ みかんﾖｰｸﾞﾙﾄ・せんべい

月 水 オニオンスープ チーズ F　　６.１/７.７ 牛乳（2～5歳）

玉葱、わかめ、コンソメ 食塩　　２．２ 果肉入りみかんゼリー

5 21 米ぬかふりかけご飯 米ぬかふりかけ、鶏肉 E　３６４/４５５ 牛乳
鶏の照り焼き 片栗粉、ほうれん草 P　１３.８/１７.２ ビスケット

火 木 ポパイサラダ えのき、大根、油揚げ F　　９.７/１２.１ せんべい

みそ汁　　バナナ 食塩　　２．４

6 22 焼きそば 中華麺、豚肉、キャベツ E　２５０/３１３ 牛乳

ブロッコリーの もやし、人参、ピーマン、ソース P　１０.９/１３.５

水 金 　　　　ごま酢和え ブロッコリー、竹輪、ごま F　　６.２/７.９ バタースティックパン

すまし汁　　 ニラ、卵 食塩　　１．８

7 ひじきご飯 ひじき、人参、油揚げ E　２７６/３４５ 牛乳 23 焼肉丼 豚肉、生姜、玉葱、キャベツ E　２５９/３２４ 牛乳

胡瓜とささみの 胡瓜,ささみ、もやし、ごま P　１０.５/１３.２ ビスケット すまし汁 チンゲン菜、豆腐 P　１０.０/１２.６ クラッカー

木 　　　　ごまみそ和え豆腐、葱、バナナ F　　４.４/５.４ せんべい 土 F　　７.０/８.８ せんべい

みそ汁　　バナナ 食塩　　２．２ 食塩　　１．５

8 スパゲティー スパゲティ、豚肉、玉葱、ピーマン E　３３８/４２３ 牛乳 24
　　　　　ミートソース 人参、ケチャップ、ソース、片栗粉 P　１１.８/１４.７

金 フルーツヨーグルト ヨーグルト、みかん缶、りんご F　１１.６/１４.５ ぶどうパン 日
たまごスープ コンソメ、卵、葱 食塩　　１．８

9 親子丼 鶏肉、卵、玉葱、葱 E　２２３/２７９ 牛乳 25 ビビンバ 豚肉、生姜、にんにく、葱 E　２８６/３５８ ヨーグルト（0・1歳）

すまし汁 しめじ、舞茸 P　　９.１/１１.４ クラッカー 春雨スープ ほうれん草、人参、もやし P　　８.６/１０.９ 麦茶・せんべい

土 万能ねぎ、豆腐 F　　３.５/４.４ せんべい 月 卵、春雨、りんご F　　６.０/７.５ 牛乳（2～5歳）

食塩　　１．４ 　　　　　　バナナ 食塩　　１．５ 南瓜ババロア

10 26 雑穀米ご飯 ごま、鮭、小麦粉、バター E　２４６/３０７ 牛乳

鮭のムニエル レモン、キャベツ、胡瓜 P　１２.４/１５.５ ビスケット

日 火 りんごサラダ 人参、りんご F　　５.５/６.９ せんべい

みそ汁　　　 小松菜、えのき 食塩　　１．５

11 ツナご飯 ツナ、豚肉、トマト E　２７９/３４９ 牛乳 27 ゆかりご飯 ゆかり、鶏肉、人参、筍 E　２５７/３２１ 牛乳

豚肉とトマトの ごま油 P　１０.１/１２.６ 筑前煮 蓮根、こんにゃく P　１０.６/１３.２ クラッカー

月 　　　　和風サラダ ほうれん草、生姜 F　　４.９/６.２ きなこバナナ 水 小松菜とﾊﾑのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え 小松菜、ハム、卵、ごま油 F　　５.２/６.５ せんべい

みそ汁　　 じゃが芋、わかめ 食塩　　１．７ みそ汁 豆腐、葱 食塩　　２．３

12 発芽玄米ご飯 ごま、カラスカレイ、カレー粉 E　２７２/３３８ 牛乳 28 ロールサンド ロールパン、いちごジャム E　３７３/４６７ 牛乳

魚のカレー焼き 胡瓜、トマト、ごま油 P　１０.８/１３.６ （ウィンナー・ジャム） ウィンナー、ケチャップ、ソース P　１２.７/１５.８

火 胡瓜とトマトのナムル 鶏ガラスープの素 F　　３.６/４.４ 人参ケーキ 木 クリームシチュー 玉葱、人参、じゃが芋、コーン、豚肉 F　１３.２/１６.５ ふかし芋

みそ汁　　オレンジ さつま芋、ほうれん草、オレンジ 食塩　　１．７ 　　　　　　オレンジ ｼﾁｭｰﾙｰ、オレンジ 食塩　　１．５

13 鮭寿司 紅鮭、ごま、のり、胡瓜 E　２５０/３１２ 麦茶 29 きのこうどん うどん、鶏肉、舞茸、しめじ、なめこ E　２０２/２５２ 牛乳

マカロニサラダ じゃが芋、人参、マカロニ P　９.２/１１.５ ヨーグルト 大根と生揚げの煮物 椎茸、人参、葱、ほうれん草、なると P　　８.２/１０.３

水 なめこ汁 ツナ、コーン缶 F　　５.１/６.４ せんべい 金 大根、生揚げ、いんげん F　　４.６/５.７ しらすマヨトースト

なめこ、葱、豆腐 食塩　　１．４ 　　　　　　りんご りんご 食塩　　２．１

14 ふりかけご飯 のりたま、鶏肉、レモン E　２７３/３４１ 牛乳 30 中華丼 豚肉、舞茸、玉葱、人参 E　２２８/２８５ 牛乳

鶏のレモン醤油かけ生姜、片栗粉、胡瓜 P　１２.９/１６.１ ビスケット すまし汁 白菜、うずらの卵 P　　８.３/１０.４ クラッカー

木 胡瓜の華風和え もやし、コーン缶、わかめ、ごま油 F　　４.６/６.１ せんべい 土 豆腐、万能ねぎ F　　４.４/５.６ せんべい

みそ汁 大根、えのき 食塩　　２．９ 食塩　　１．１

15 五目うどん うどん、豚肉、ねぎ、人参 E　２６９/３３６ 牛乳 31
南瓜煮 牛蒡、ほうれん草、なると P　１０.５/１３.０

金 卵、南瓜 F　　４.７/５.９ ブルーベリーチーズサンド 日
　　　　　　ヤクルト 食塩　　２．６

16 カレーライス 豚肉、人参、じゃが芋 E　２５８/４０８ 牛乳

すまし汁 玉葱、カレールー P　　６.８/１０.４ クラッカー 　　　　※ は新メニューです。

土 豆腐、チンゲン菜 F　　５.１/９.６ せんべい

食塩　３．２

※おやつのお菓子は塩分や硬さ等年齢に対応したものを提供しています。

【バランスのとれた食事をとろう】
毎日栄養バランスのとれた食事をしていますか？偏った食生活をしていると体の調子を崩してしまい体力も持ちません。

　 よく噛んで様々な食べ物から栄養をとるようにしていきましょう。

※栄養価表示について、未満児0～2歳児、以上児3～5歳児を表しています。また食塩の数値は以上児のものです。

　　おやつ　　献　　立 　　　材　　料 　　おやつ 　　献　　立 　　　材　　料

憲法記念日

みどりの日

こどもの日

振替休日



　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ５月　離乳食 献立表
　　　　　              　(令和２年　４月３０日)
　　　　　               　和ほいくえん

日 中期 日 中期
後期 後期

曜 午後おやつ 午後おやつ 曜 午後おやつ 午後おやつ

1 お粥 パン粥 食パン、ミルク こいのぼりピザ 17
キャベツ煮 ポトフ キャベツ、人参、じゃが芋 ポトフ

金 人参煮 玉葱、コンソメ オレンジ 日
野菜スープ ヨーグルト　せんべい 牛乳　ビスケット・せんべい

2 煮込みうどん 18 お粥 お粥（軟飯） 豆腐、鶏肉、ほうれん草 ご飯

さつま芋の甘煮 ほうれん草煮 豆腐のそぼろ煮 醤油、砂糖 豚肉の生姜焼き　みそ汁

土 月 豆腐煮 みそ汁（葱、わかめ） 煮干、鰹節、味噌 青菜と豆腐和え　りんご

牛乳　クラッカー・せんべい 野菜スープ ヨーグルト　クッキー 葱、わかめ 牛乳　ビスケット・せんべい

3 19 お粥 お粥（軟飯） 鮭、醤油、砂糖 雑穀米ご飯

南瓜煮 煮魚　みそ汁（南瓜、玉葱） 煮干、鰹節、味噌、南瓜 鮭のみそマヨネーズ焼き　

日 火 キャベツ煮 キャベツの和え物 玉葱、キャベツ、人参 フルーツフレンチサラダ　みそ汁

野菜スープ ヨーグルト　野菜蒸しパン 牛乳　野菜蒸しパン

4 20 お粥 お粥（軟飯） キャベツ、トマト チャーハン

キャベツ煮 野菜のそぼろあんかけ 鶏肉、醤油、砂糖、片栗粉 チーズ入りトマトサラダ

月 水 人参煮 オニオンスープ コンソメ、玉葱、わかめ オニオンスープ

野菜スープ みかんヨーグルト みかん缶、ヨーグルト 麦茶　みかんヨーグルト・せんべい

5 21 お粥 お粥（軟飯） 鶏肉、醤油、砂糖 米ぬかふりかけご飯

ほうれん草煮 鶏肉の煮物　みそ汁（大根）煮干、鰹節、味噌、大根 鶏の照り焼き　みそ汁

火 木 大根煮 ほうれん草和え　バナナ ほうれん草、えのき、バナナ ポパイサラダ　バナナ

野菜スープ ヨーグルト　ビスケット 牛乳　ビスケット・せんべい

6 22 お粥 煮込みうどん 煮干、鰹節、醤油、うどん 焼きそば

人参煮 ブロッコリー 人参、キャベツ、鶏肉 ブロッコリーのごま酢和え

水 金 ブロッコリー煮 ブロッコリー すまし汁

野菜スープ ヨーグルト　食パン 牛乳　食パン

7 お粥 お粥（軟飯） ひじき、人参、醤油、砂糖 ひじきご飯 23 焼肉丼

人参煮 ひじき煮　みそ汁（豆腐、葱） 胡瓜、ささみ、もやし 胡瓜とささみのごまみそ和え すまし汁

木 豆腐煮 胡瓜とささみの和え物　バナナ 煮干、鰹節、味噌 みそ汁　バナナ 土
野菜スープ ヨーグルト　クッキー 豆腐、葱 牛乳　ビスケット・せんべい 牛乳　クラッカー・せんべい

8 お粥 ミートソースうどん うどん、鶏肉、ピーマン、人参 スパゲティーミートソース 24
人参煮 フルーツヨーグルト 玉葱、コンソメ、ケチャップ フルーツヨーグルト

金 さつま芋煮 ヨーグルト、りんご たまごスープ 日
野菜スープ ヨーグルト　食パン 牛乳　ぶどうパン

9 親子丼 25 お粥 お粥（軟飯） 鶏肉、ほうれん草、もやし ビビンバ

すまし汁 人参煮 鶏肉と野菜の煮物 人参、醤油、砂糖 春雨スープ

土 月 ほうれん草煮 春雨スープ　バナナ 煮干、鰹節、醤油、春雨 バナナ

牛乳　クラッカー・せんべい 野菜スープ ヨーグルト　せんべい 麦茶　ヨーグルト・せんべい

10 26 お粥 お粥（軟飯） 鮭、キャベツ、人参、コンソメ雑穀米ご飯

キャベツ煮 鮭のコンソメ煮 煮干、鰹節、味噌 鮭のムニエル

日 火 小松菜煮 みそ汁（小松菜、えのき） 小松菜、えのき りんごサラダ　みそ汁

野菜スープ ヨーグルト　ビスケット 牛乳　ビスケット・せんべい

11 お粥 お粥（軟飯） 鶏肉、ほうれん草、トマト ツナごはん 27 お粥 お粥（軟飯）みそ汁（豆腐、葱煮干、鰹節、味噌、豆腐、葱 ゆかりご飯

ほうれん草煮 鶏肉のコンソメ煮 コンソメ 豚肉とトマトの和風サラダ 豆腐煮 鶏肉と根菜の煮物 鶏肉、人参、蓮根、砂糖 筑前煮　みそ汁

月 じゃが芋煮 みそ汁（じゃが芋、わかめ） 煮干、鰹節、味噌 みそ汁 水 小松菜煮 小松菜の和え物　 醤油、小松菜 小松菜とハムのドレッシング和え

野菜スープ ヨーグルト　バナナ じゃが芋、わかめ 牛乳　きなこバナナ 野菜スープ ヨーグルト　クッキー 牛乳　クラッカー・せんべい

12 お粥 お粥（軟飯） カレスカレイ、トマト、コンソメ 発芽玄米ご飯　みそ汁 28 お粥 パン粥 食パン、ミルク ロールサンド

さつま芋煮 魚のトマト煮 煮干、鰹節、味噌 魚のカレー焼き　オレンジ 人参煮 ポトフ 鶏肉、じゃが芋、玉葱 （ウィンナー・ジャム）

火 ほうれん草煮 みそ汁（ほうれん草、さつま芋）ほうれん草、さつま芋 胡瓜とトマトのナムル 木 じゃが芋煮 人参、コンソメ クリームシチュー　オレンジ

野菜スープ ヨーグルト　ビスケット 牛乳　人参ケーキ 野菜スープ ヨーグルト　ふかし芋 さつま芋 牛乳　ふかし芋

13 お粥 鮭粥（軟飯） 鮭、じゃが芋、人参、胡瓜 鮭寿司 29 お粥 煮込みうどん 煮干、鰹節、醤油、うどん きのこうどん
豆腐煮 ポテトサラダ 煮干、鰹節、味噌 マカロニサラダ ほうれん草煮 大根の煮物 鶏肉、しめじ、舞茸、人参 大根と生揚げの煮物

水 人参煮 なめこ汁 なめこ、豆腐、葱 なめこ汁 金 大根煮 りんご ほうれん草、大根、いんげんりんご

野菜スープ ヨーグルト　せんべい 麦茶　ヨーグルト・せんべい 野菜スープ ヨーグルト　食パン 砂糖 牛乳　しらすマヨトースト

14 お粥 お粥（軟飯） 鶏肉、人参、ほうれん草 ふりかけご飯 30 中華丼

大根煮 鶏と野菜の煮物 醤油、砂糖 鶏のレモン醤油かけ すまし汁

木 人参煮 みそ汁（大根、えのき） 煮干、鰹節、味噌 胡瓜の華風和え　みそ汁 土
野菜スープ ヨーグルト　クッキー 大根、えのき 牛乳　ビスケット・せんべい 牛乳　クラッカー・せんべい

15 お粥 煮込みうどん 煮干、鰹節、醤油、うどん 五目うどん 31
ほうれん草煮 南瓜煮 豚肉、葱、人参、ほうれん草 南瓜煮

金 人参煮 南瓜、砂糖 日
野菜スープ ヨーグルト　食パン 牛乳　ブルーベリーチーズサンド

16 カレーライス

すまし汁

土
牛乳　クラッカー・せんべい

※おやつのお菓子は塩分や硬さ等年齢に対応したものを提供しています。
※アレルギー食は除去または代替えで対応しています。
※離乳食の塩分は０．５ｇを目安にしています。

完了期
初期 離乳食・材料

完了期
初期 離乳食・材料

憲法記念日

みどりの日

こどもの日

振替休日


