
こぐま保育園に在園のみなさん、地域のみなさん、こんにちは！
毎年恒例のふゆまつりの⼀環として、お⼦さんとの⽣活が少し楽しくなるような情報を、そして地域のみなさ
んに私たち保育園の様⼦や⽇頃の感謝をお伝えします。

例年、給⾷の味を⽗⺟や地域の⽅々に味わっていただいたり、吹奏楽の鑑賞などを⾏ってきた、こ
ぐま保育園の恒例⾏事。今年は、12⽉3⽇に在園家庭に向け、場所を園庭に限定して、園の名物いも
まんじゅうの販売、あそび場コーナー、⼿作り遊具キットの配布を⽤意し開催。⼦どもたちに加え
て、お⽗さん・お⺟さん同⼠の交流の場にもなります。

そのほかにも、こぐま保育園ではイベントが盛りだくさん！
季節ごとに⼦どもたちが体験や交流を楽しめる恒例イベントを、地域や⽗⺟の皆さんのご協⼒をいただ
きながら開催しています。その⼀部をご紹介！

こぐま保育園
ふゆまつりだより
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ふゆまつり⽗⺟実⾏委員

<いもまんじゅうの販売>
地域のご協⼒のもと、⼦どもた
ちが⿊川の畑で育て、収穫した
サツマイモで作る、⽢くておい
しいおまんじゅう。保育園でも
⼦どもたちに⼈気のメニューで
す。

<あそび場コーナー>
乳幼児それぞれに中庭で遊べるコーナーをご⽤
意します。
乳児向け：ボールプール
幼児向け：親⼦で読める絵本コーナー
職員/⽗⺟による「おおきなかぶ」の紙⼈形劇

<⼿作り遊具キットの配布>
家庭に持ち帰り、作って遊べるキットをお配り
します。
乳児向け：紙コップを使った

「でんでんだいこ⾵キラキラ添え」
幼児向け：⾊とりどりの⿂釣りキット

なつまつり

例年は、おみこしや⼭⾞で団地を練り歩いたり、
模擬店など、盛⼤に開催していました。今年は、
制限のある中でしたが、園庭で2⽇間に渡って開
催。1⽇⽬はおもちゃが買えるお店屋さんやヨー
ヨー釣り、ストラックアウトなど。2⽇⽬はクラ
スごとにおみこしやこぐま⾳頭を踊る姿を⽗⺟
の⽅に参観してもらいました。

5歳児合宿

5歳児が1泊2⽇でお泊まりをします。保育園内で
スタンプラリー、クッキー作り、探検など、普
段とは違う体験を通して楽しい時間を過ごしま
す。親の元を離れて友だちと過ごし、いろんな
経験や気持ちを共有する中で、仲が深まったり
⾃信がついたり・・・ひと回りもふた回りも成
⻑する⼦どもたちの姿があります。

こぐま保育園のふゆまつり

①⼩⻨粉とベーキングパウダーを⼀緒にふるいにか
ける。
②別のボウルに⽔・上⽩糖・塩をいれて溶かす。
③①のボウルに②を加えて、粉がなくなるまで混
ぜあわせる。ボウルにラップをかけ⽣地を寝かせる。
④蒸したさつまいもに三温糖を加えてつぶす。
10個分に分け、丸める。

⑤③の⽣地を10個に分けてのばし、⼀つずつ④の芋
⽟を包む。
⑥セイロや蒸し器にクッキングシートを敷き、間隔
をあけ並べる。
⑦⽕⼒を全開にし15分蒸す。⼀気に蒸し上げるのが
ポイント！

材料（10個分）
さつまいも 250g
三温糖 25g
⼩⻨粉 175g
ベーキングパウダー9g
上⽩糖 40g
塩 1.2ｇ
⽔ 87cc

給⾷室直伝🍠いもまんじゅうレシピ🐻



⼦どもたちの成⻑に⽋かせない⾷事。とはいえ、⽇々の忙しさで毎回のレシ
ピや準備に悩んでいる⽅も多いのではないでしょうか。このコーナーでは、
忙しいご家庭でも参考にしていただきやすいレシピや情報をお伝えします！

🍠さつま芋ごはん🍙
⽶・⽔ 2合分
さつま芋1本 ２５０ｇ
酒 ⼤さじ２
塩 ⼩さじ１

①2合分の⽶をとぎ、2合分の⽔を⼊
れセットし、30分浸⽔しておきます。
②さつま芋を２ｃｍ⾓に切り⽔につ
けあく抜きしておきます。
③①の３０分浸⽔後、②のさつま芋
を⽔切りしたものと塩・酒を⼊れ炊
飯し出来上がり

🥬チンゲン菜のコーンソテー🌽
チンゲン菜 半束（２００ｇ）
コーン⽸ 半⽸（４０ｇ）
油 ⼤さじ１
塩 ⼀つまみ

①チンゲン菜の根元を切り落とし、
流⽔で洗う。
②チンゲン菜を4ｃｍぐらいに切る。
（お⼦さんの年齢に合わせ⾷べやす
い⼤きさ）
③鍋にお湯を沸かし⼀つまみ塩を⼊
れ、チンゲン菜をさっと茹でます。
④湯を捨てた鍋に油をしき、コー
ン・チンゲン菜・塩を⼊れ、中⽕
さっと炒め、出来上がり

🐓鶏⾁の⽢⾟煮🍳
鶏もも⾁ ３００ｇ（約1枚分）
しょうゆ ⼤さじ１
砂糖 ⼩さじ２
酒 ⼤さじ１
かつおだし汁 鶏⾁が隠れる位

①鶏⾁が⼊る⼤きな鍋に、鶏⾁・
しょうゆ・砂糖・酒・かつおだし汁
を⼊れ、中⽕でコトコト煮こみます。
②煮汁がほとんどなくなり、味が鶏
⾁にしみ込んだら⽕を⽌め出来上が
りです。

おすすめ時短レシピや、お役⽴ち情報を集めました！

プラスひと⼿間で栄養UP!
お⼦さんと⼀緒につくるのもオススメ。 常備しておくと便利なアイテム！

こぐま保育園では、毎⽇給⾷室で⼿作りのおいしい給⾷が提供されています。
給⾷室の職員さん直伝の、⼈気メニューのレシピを公開！

⾷のお役⽴ち情報

給⾷室より

⽗⺟より

ジャージャー麺（2⼈分）
豚ひき⾁150g、ナス・えのき・⽩ねぎ適量
チューブ⽣姜 2cn、ごま油⼤さじ1、醤油⼤さじ1
⽔溶き⽚栗粉、中華麺 2⽟、きゅうり適量
調味料A:醤油、みりん、酒、みそ各⼤さじ2 /  砂糖⼤さじ1

①ナス、えのき、ねぎをみじん切りに
②Aの調味料を全て混ぜておく
③ごま油でチューブ⽣姜を弱⽕で炒める
④ねぎ、豚ひき⾁を⼊れ炒める
⑤なすとえのきも⼊れ、中⽕で炒める
⑥Aの調味料を⼊れる、5分くらい炒めたら⽔溶き⽚栗粉を⼊
れてとろみをつける
⑦ゆでた中華麺を氷⽔で冷やし、⑥と千切りにしたキュウリ
をのせて完成

ピザ
市販の焼くだけのピザに、
冷蔵庫にある野菜をレン
ジでチンしてのせ、
チーズを追加。
トースターで焼くだけで
バランスアップ！

ホットケーキ
ホットケーキ
ミックスに⻘汁
やきなこをまぜ
て焼くと、簡単
に栄養up！

炒め⽟ねぎ
ひき⾁に加えて形作
れば簡単にハンバー
グに。
ひき⾁カレーも包丁
いらずで作れます！

冷凍フルーツ
アイス⾷べ過ぎだな、
お菓⼦こんなにあげ
たくないな、と思っ
た時には、冷凍のブ
ルーベリーやマン
ゴーがおすすめ！

⻑芋のおやき⾵
⻑芋1/2、鶏ひき⾁200g
にら（1束）
卵（1個）

①⻑芋をすって、にらは1cm程度に切る
②全部の材料を混ぜ合わせる
③②をお⽟ですくい、ホットプレートで丸く焼く
④ポン酢につけて召し上がれ！

🐻ポイント🐻
⼩松菜・ほうれん草・ブロッコリーも
おいしくできます。コーンの代わりに、
ツナ・卵・ベーコン・ハム・ちくわで

アレンジできます。 ※約4⼈分のレシピです



⾬の⽇にもおすすめ！室内ボードゲーム
保育園で⼈気のゲーム。⼤⼈も⼀緒に楽しめます！

♪あんたがたどこさ♪
歌に合わせたあそびの
バリエーション

・“さ”の時にジャンプで前に進む
・お⼿⽟を使って、”さ”の⾳の時
にお⼿⽟を上にあげる
・2⼈で向かい合い、”さ”の時に、
相⼿にお⼿⽟を渡す

⼦どもが楽しみながら、成⻑や⼈とのかかわりにもつながるような、あそびの
ヒント。保育園からは、実際に⽇々⼦どもたちに親しまれているわらべうたや
⼈気のあそびを。おやぐまからも、各家庭でのおすすめをお伝えします！

♪ちょちちょちあわわ♪ ♪ニューメンソーメン♪

<⽗⺟の声>
この歌は特に我が⼦
のお気に⼊り。年⻑
さんでも、くすぐる
時にきゃっきゃっと
喜びます。

あそびのお役⽴ち情報

保育園より

⽗⺟より
家庭でおすすめの、あそびのレパートリーを集めました！

⿂つり
磁⽯とクリップを使った⿂釣り。
⿂を⾃分たちで書いてから、お
なじみクルクル棒に紐と磁⽯を
つけて⾃作できて楽しいで
す！！

ジャンボリミッキー動画
東京ディズニーランドのキッズダン
スショー。YouTubeの公式チャンネ
ルに振付け動画が公開されていて、
ディズニーランドに⾏った気分を味
わいながら、⼦どもと⼀緒に踊れて
楽しい♫

幼児向けのかるた
何回かやってるうちに絵を⾒て覚え
てしまうのでよく「かるたする〜」
と持ってきます！

ボール⼊れ
洗濯かごなど家にあるカゴにゴム
ボールやスーパーボール、ピンポ
ン⽟など⾊々な⼤きさのボールが
何個⼊るか対決！！
家にあるもので出来て、ボールな
ければ紙など丸めて⾃作してもい
いですよね！！

新聞じゃんけん
①2⼈組になり、それぞれが新聞
紙の上うえに乗のる。
②じゃんけんをして、負けた⼈
は新聞紙を半分に折って乗る。
③これを繰返して、新聞紙が⼩
さくなって乗れなくなった⼈の
負け。

あそびのお役⽴ち情報

<⽗⺟の声>
0歳児からでも楽しめる、
わらべうたです。”おつ
むてんてん”の響きがか
わいくてお気に⼊り。

ドブル
30種類以上の動物のうちの6匹が描かれ
たカードが30枚⼊っています。すべて
のカードは、他のカードとたった１匹
だけ共通する動物が描かれていて、そ
れを探すゲームです。⼤⼈も⼦どもも
真剣勝負！

果樹園
サイコロには⾊とカラスの⾯があり、
出た⾊の果物を摘み取ります。カラ
スの⾯がでるとカラスが1マス進むの
で、カラスが果樹園にきて果物を⾷
べてしまう前にみんなで協⼒して果
物を収穫するゲームです！

窓ふき職⼈
窓枠のシルエットだけを⾒て同じ窓の
枠を探すゲーム。35個の窓はすべてち
がう窓の⼤きさ。微妙な⼤きさの違い
を⾒極めるのに、みんな夢中になりま
す！

動画はこちら

わらべうた
こぐま保育園では毎⽇たくさんのわらべうたに触れています。

動画はこちら
<⽗⺟の声>
昔から馴染みのある
歌なので、親⼦で遊
びやすいですよね。



いつも⾒守り、⽀えていただいている地域の皆さまへ、⽗⺟から感謝をお伝えします。

⼦どもが毎⽇通う中で、私たち⽗⺟が感じているこぐま保育園の魅⼒をご紹介します。

地域の皆さんへ ありがとうのメッセージ

こぐま保育園ってこんなところ！

上の⼦が⼩さい⼦の⾯倒を⾒
てたくさんお世話をしてくれ
たりして、本当に第⼆のおう
ちのように過ごしています。

異年齢であるため、クラスで
の先⽣の移動が毎年⼤きくな
いので、⾃然と先⽣と保護者
の距離が近くなり、⾊々と相
談しやすいです！！アット
ホームな雰囲気です。

異年齢の幅がひろいこと。3-5
歳などという枠はよくきくけど
ここまで広い年齢層と⼈数の多
さはあまり聞かない気がします。
男⼥、年齢層関係なく関わりを
もてることがいいなとおもいま
す。

異年齢保育のため、体験の幅が
広がると感じています。下の⼦
を可愛がったり、お兄さんお姉
さんにお世話されて憧れたりす
るのが、⼼の成⻑にすごくプラ
スになっていると思います。

先⽣⽅の⾏事に対する熱意が素
晴らしい！！
例えば、合宿など。
合宿前から⼦供達をファンタ
ジーの世界に巻き込み、ただの
お泊まり会というだけでなく特
別な体験になるようにしてくれ
ている。

先⽣をはじめ、⾊々な⼈が⼦ど
もをかわいがってくれるところ。
家でお⼈形遊びをしている時に、
「ねんねする？」「びっくりし
たねえ」など、相⼿の気持ちを
確認するような⾔葉をかけてお
世話をしていて、いつもやって
もらっているんだろうなと感じ
る。

園内調理の美味しい給⾷。
季節ごとに献⽴が⼯夫されて
いて、調理場も近いため、⼦
供が⾃然と⾷材に興味をもつ
くらい給⾷が楽しみなようで
す。

学年が上がったときに先
⽣やお友達がそこまで変
わらないので環境の変化
などで泣いたりとかがあ
まりなかったです。

児童館の職員の⽅や保護者の⽅
に、保育園に⼊る前、⽣活が変
わる不安な気持ちに寄り添って
いただきました。⼦どもの成⻑
を⼀緒に喜んでいただいたり、
保育園に通っているママと引き
合わせていただいたり、とても
感謝しています。

今⽇、時間が早すぎたからなの
か、⾒守りボランティアさんが
いらっしゃらず、娘が「おじさ
んいない！！」「おじさん待っ
てる」と⾔って、しばらく待っ
ていました。それぐらい⽇課に
なっているようです。

駐⾞場の誘導＆⾒守りボラン
ティアさんに、いつもバイバイ
をするのが⽇課になっています。
にこやかに付き合っていただき
ありがたいです。

時間に追われている朝に、保育
園前で道⾏く⽅に「おはようー、
かわいいねぇー」と声をかけて
いただいて、ホッと⼼が和みま
した。

⾒守りボランティアの⽅たちと
いつも⼿を振り合うのが⼦供の
⽇課になっています♬
今ではどんぐり先⽣と呼ぶよう
になりました笑

時々児童館に⾏くと職員の⽅が
よく話しかけてくれたり、いろ
いろアドバイスをしてくれて有
り難いです！こぐまのふゆまつりと⾔えば

「芋まんじゅう」
⿊川の農園の⽅に毎年お世話に
なっています。特別な体験なの
で、⼦供たちはとても楽しそう
にさつま芋の苗植え&収穫をして
います。

送迎時にどうしてもグズってし
まった⼦どもに、優しく話しか
けてくださり、親まで救われた
気持ちになりました。いつもあ
りがとうございます！

四季や伝統⾏事などを⼤切にさ
れているので、五感を使って⽇
本らしい⽂化に触れられる機会
がありがたいです。


