
 

みどり野 園だより 9月 

 

園長日記 No.6 

「叱る
し か る

」ことの難しさ 

お母さんやお父さんは、子育てにおいて「叱る」ことが難しいなぁと思われることがた

びたびあるかと思います。 

 

「あんな言い方をするつもりはなかったのに」「いつも注意していることをきかないか

らついカッとなって」「お母さんだって大変なんだから」「怒ったあとで言い過ぎたなあ」

などいろんな気持ちがわいてきますね。なにかしら、後味の悪いものが残ってしまうこと

は度々です。 

 

なぜ、「叱る」ことが難しいのでしょうか？ 

その根本にあるのは、大人から見れば未熟に見えても、子どもは、親とは異なる人格のようなものを持ってい

るからではないでしょうか？ 

  

大人どうしの世界では、これはおかしいな、間違っているなあと思っても、余程のことがない限り、注意し

たり、意見したりすることはしません。なぜならば、一応大人だし、相手を一人の人格として捉えて、それぞ

れに考えがあるだろうし、プライドもあることを知っているからではないでしょうか。 

 

私の長女が生まれたときに、名前をどう付けようかということが議論になりました。生まれる前から名前に

ついて、男の子だったらどうしよう、女の子だったらどうしようと考えましたが、結論として、まだ生まれて

きていないし、顔をみてもいないのだから、生まれてから考えようということになりました。「麗子」「小百

合」などとつけておいても、お父さんと似ていたらどうしようと考えたからです。（笑） 

 

結局、女の子が生まれ「菜々」という名前をつけました。周りからは「ななちゃん」などと呼ばれるのが普

通ですが、我が家では「ななさん」と呼んでいました。小さい時から「ななさん」と呼ばれているものですか

ら、なぜ、「ななさん」と呼ぶのですかなどとよく聞かれましたが、ずうっと言い続けているとおじいちゃんも

おばあちゃんも次第に「ななさん」と呼ぶようになりました。 

 

神さまから授かった大切な命に対して、一人の人格をもつ人間として、未熟な子どもと捉えずに、人として

対等に接しようという姿勢が崩れないように自分を戒め、「さん」付けすることになりました。今でも我が家で

は「ななさん」と呼んでいます。 

 

親は子どもを一人前の大人にしたいという思いから、子どものいろんな行動が気にな

って、気になって、「ああしなさい」「こうしなさい」「これはしてはいけない」などと

言いたくなります。もちろん、それは大切なことですし、私も言います。教育が必要な

所以です。 

 

しかし、一方でついつい自分とは異なる一個の「主体性」をもった存在であることを

忘れ、親側の強い思いや願いが全面にでて、それが「怒り」や「いらだち」の感情が入

り、「叱る」というよりは「怒る」ことになってしまいます。親だって一生懸命生きて

いるのだし、感情や願いがあるのですから。 

 

それでも、時々、自分が子どもの立場ではなく、大人の立場から「怒りの感情が湧いている」、と思った時

は、深呼吸をして、「こいつも一人の人間なんだな」と思いなおせば、「叱り」方も変わってくるように思えま

すが、なかなか難しいことですね。 

2017年 9月 1日 

園 長 中田一夫 



９月の行事予定 

○ ２日（土） お弁当日･･･秋祭り準備の為、給食の準備ができません。 

            ※離乳食児もご用意ください。 

        13:30~15:00…設営準備（やぐら立て・ちょうちん吊り・ヨーヨー作り等） 

秋祭り  17:30~19:00…夜店（前半・後半担当のご協力よろしくお願いします。） 

19:00~19:30…職員による和太鼓に引き続き、子どもたちの盆踊り。 

＊ 雨天延期･･･３日(日) 17：30～19：30  

○１８日（月） 敬老の日・休園 

 ○１９日（火） 避難訓練（津波） 

○２２日（金） 誕生会 

○２３日（土） 秋分の日・休園 

○２９日（金） 運動会予行練習 9:30～ 

                  ※3.4.5 歳児は、水筒をご用意ください。 

●毎週金曜日…山本牧師による聖書のお話（3.4.5 歳児） 

☆しばらく暑い日はシャワーをしますので、引き続きタオルの用意をお願い致します。 

 

みどり野保育園の新メールアドレス 

midrino＠vega.ocn.ne.jp 

9月 1日以降、旧メールアドレスへの 

送受信はできなくなりますので、よろしく

お願い致します。 

ご協力を、よろしく

お願い致します 

☆園庭開放☆ 

毎週水曜日 AM9:30～11:00 

地域の 0歳児～就学前のお子さんを親子で 

受け入れ、園庭で自由に遊んで頂いています。

ご近所の方を、ぜひお誘いください。 

＜１０月の行事予告＞ 

７日(土) 運動会（場所：保育園隣の公園）9:00～12:00 予備日 14 日(土)     

１７日(火) 芋ほり遠足･･･伊丹市（中島農園） 対象：くじら・いるか・らっこ・ぺんぎん 

２６日(木) 全園児お弁当日・いるか、くじら園外保育(武田尾廃線ハイク) 

 

 

☆3･4･5歳児運動あそび☆ 

７日・２１日の（木）10:00～12:00 

動きやすい服装・運動靴で登園して下さい。 

 

９がつ生まれのおともだち 

ほりりょうたろうさん ６さい 

かわせかなとさん    ５さい 

うちぞのりゅうがさん ４さい 

にしやまなつきさん   ３さい 

あらいれあさん     ２さい 

なかおしゅんきさん   ２さい 

ささきゆうさん      １さい 

 

支給認定変更申請書及び変更届について 

住所変更・職場変更・勤務時間の変更・ 

求職活動・就学・妊娠出産・疾病・障害・ 

介護・看護・災害復旧 等 

現在受けている、支給認定に変更が生じる場

合は、速やかに上記の届をご提出ください。 

用紙は保育園事務所にお申し出ください。 

～事務所からのお願い～ 

主食代・延長料のお支払いは、 

毎月 15 日までにお願い致します 

おめでとう！ 

大きくなってね 

 

 
 

 

 



★はお楽しみメニュー

きつねうどん 牛乳 ▲牛乳

ひじきそぼろ煮 とうもろこしおにぎり 米（国産）
チンゲン菜とえのきの梅風味和え コーン・塩

牛乳 ▲牛乳

ベジスナック ベジたべる

サケのオーロラ焼 牛乳 ▲牛乳

ブロッコリーの和え物 ドーナツ 小麦粉・砂糖・豆乳

こんぶ豆 ベーキングパウダー

ごはん 油・グラニュー糖

味噌汁

鶏じゃが 牛乳 ▲牛乳

チーズサラダ 黒糖ミルクプリン ▲牛乳・黒砂糖

ごはん ▲プリンの素

味噌汁

フルーツ（黄桃）

豚肉と野菜の炒め物 牛乳 ▲牛乳

高野豆腐の卵とじ かぼちゃマフィン 小麦粉・砂糖・▲牛乳

ごはん ▲無塩バター・かぼちゃ

味噌汁 ベーキングパウダー

フルーツ（バナナ）

アジの味付天ぷら 牛乳 ▲牛乳

蒸さつま芋 チヂミ 小麦粉・片栗粉・油

きんぴらごぼう 調合ごま油・豚肉

ごはん 玉ねぎ・人参・青ねぎ

味噌汁 塩・醤油

カレーライス 牛乳 ▲牛乳

コーンサラダ お麩のチーズスナック 麩・オリーブ油

みかん入りオレンジかん ▲粉チーズ・塩

わかめうどん 牛乳 ▲牛乳

鶏肉と野菜の炒め物 揚げせんべい 揚げ一番

しらすと大根の酢の物

炒り豆腐 牛乳 ▲牛乳

ほうれん草と白菜のお浸し ヨーグルト蒸しパン 小麦粉・砂糖

ごはん ▲ヨーグルト

味噌汁 ベーキングパウダー

フルーツ（パイン）

白身魚の中華みそ煮 牛乳 ▲牛乳

グリーンサラダ ぶどうゼリー ぶどうジュース

かぼちゃのチーズ焼 ゼラチン・砂糖

ごはん

すまし汁

マヨ唐チキン 牛乳 ▲牛乳
ちくわとキャベツのゆかり和え ホットケーキ 小麦粉・砂糖・油

切干大根の煮物 手作りトマトジャム 豆乳・ベーキングパウダー

麦入りごはん トマト

味噌汁

塩ラーメン 牛乳 ▲牛乳

じゃが芋の中華サラダ 五平餅 米（国産）

フルーツ（バナナ） 片栗粉・砂糖

赤味噌

大根・胡瓜

鶏肉 醤油・みりん・酒

かつおだし・醤油・みりん・塩

人参・玉ねぎ・もやし・グリーンアスパラガス

厚揚げ わかめ・青ねぎ・だし昆布

寒天・オレンジジュース・みかん{缶詰}

おやつ

その他
魚類・肉類・豆類・乳類・卵類

鶏ミンチ

献立名

バナナ

コーン・赤パプリカ・あおさのり 醤油・穀物酢・みりんじゃが芋・砂糖・調合ごま油

かつおだし

●中華麺・油・調合ごま油 豚肉・さつま揚げ

切干大根・人参・グリーンピース かつおだし・醤油・みりん

米（国産）・押麦

ちくわ キャベツ・紫キャベツ・ゆかり

玉ねぎ・人参・もやし・青ねぎ・にんにく 醤油・鶏がらスープ・塩みりん

油・砂糖 うす揚げ

赤味噌・白味噌 小松菜・玉ねぎ・わかめ

油・砂糖・調合ごま油 豆腐・豚肉・●卵 玉ねぎ・人参・ピーマン・しいたけ・生姜 かつおだし・醤油・みりん・酒

ほうれん草・白菜

塩

醤油・みりん・かつおだし

米（国産）

巻麩・さつま芋

鶏肉

米（国産）

高野豆腐・●卵

穀物酢・塩・醤油

砂糖 水煮大豆

胡瓜・キャベツ・黄パプリカ・レモン果汁

かつおだし・醤油・みりん

かぼちゃ・しめじ

米（国産）

サケ 塩・ケチャップ

うどん

油・砂糖

味付け揚げ・●かまぼこ

かつおだし・醤油・みりん・酒玉ねぎ・人参・グリーンピース

▲チーズ

じゃが芋・糸こんにゃく・油・砂糖

小麦粉・油・マヨドレ

麩 赤味噌・白味噌 かつおだし

醤油・みりん・かつおだしブロッコリー・人参

うす揚げ・赤味噌・白味噌 かつおだし茄子・青ねぎ

米（国産）

豚肉 醤油・みりん・酒

黄桃{缶詰｝

玉ねぎ・人参・ニラ・まいたけ

かつおだし大根・もやし・わかめ

醤油・みりん

小松菜 かつおだし・醤油

バナナ

かつおだし・醤油・みりん・酒ごぼう・人参

さつま芋

アジ

醤油・穀物酢コーン・オクラ・キャベツ

かつおだし

穀物酢・醤油

オレンジ

赤味噌・白味噌 かつおだし茄子

しらす干し

醤油・穀物酢ブロッコリー・胡瓜・人参

片栗粉・砂糖 ホキ・テンメンジャン 醤油・みりん・酒おろし生姜

鶏肉 醤油・酒生姜・にんにく

そうめん かつおだし・醤油・塩まいたけ・みつば

マヨドレ・小麦粉・片栗粉・油

米（国産）

油

砂糖・オリーブ油

米（国産）・押麦・じゃが芋・油

油・砂糖

油・砂糖

こんにゃく・黒ごま・油・砂糖

砂糖

油・砂糖

きざみ昆布

赤味噌・白味噌

砂糖・小麦粉・油

チンゲン菜・玉ねぎ・しめじ

米（国産）

赤味噌・白味噌

油・砂糖 ●/▲ハム

砂糖

砂糖

かぼちゃ

青ねぎ・だし昆布

芽ひじき・人参・玉ねぎ

うどん

牛肉 ▲カレールー・カレーフレーク玉ねぎ・人参

▲チーズ

献立名
穀類・油脂類・砂糖類・いも類 野菜類・藻類・くだもの類

日
曜
日

材　　料
緑◇　からだの調子を整えるもの

チンゲン菜・えのきだけ・しそ練り梅

黄◇　力や体温となるもの 赤◇　　血や肉になるもの

原材料

1 金

4 月

5

月

12 火

火

6 水

7 木

8 金

醤油・みりん・かつおだし

13 水

14 木

9 土

11

かつおだし・醤油・みりん・塩

醤油・酒・みりん・かつおだし

2 土 お　弁　当　日　（　秋　ま　つ　り　）

２０１７年 ９月度 みどり野保育園メニュー

＜注意事項＞

1）アレルギーについて

①卵を含む食品に●印を、乳を含む食品に▲印をつけています。

②そば・落花生の入った食材は使用しておりません。

2）0～2歳児は昼食に牛乳を飲みます。

3）材料の都合により、献立が一部変更になる場合もありますので、ご了承下さい。



５８３Kcal

２１．３g

１７．２g

２５３mg

サンマの蒲焼 牛乳 ▲牛乳
チンゲン菜と大根のさっぱり和え ジャムサンド ▲食パン
ひじきときのこの炊き込みごはん いちごジャム

根菜汁

さつま芋の黒みつがらめ

三色丼 牛乳 ▲牛乳

かぼちゃの煮物 せんべい ぽたぽた焼

味噌汁

家常豆腐（ｼﾞｬｰﾂｧﾝﾄﾞｳﾌ） 牛乳 ▲牛乳

ツナと切干大根の中華和え あずき蒸しパン 小麦粉・砂糖

麦入りごはん 豆乳・小豆（缶詰）

中華スープ ベーキングパウダー

フルーツ（梨）

サケの甘辛焼 牛乳 ▲牛乳

野菜サラダ フルーツポンチ 寒天・砂糖

レバーのケチャップ煮 パイン（缶詰）

ごはん 黄桃（缶詰）

味噌汁 バナナ
牛肉と秋野菜のオイスターソース炒め 牛乳 ▲牛乳

焼きさつま芋 大学かぼちゃ かぼちゃ・砂糖

麦入りごはん 油・黒ごま

中華スープ

フルーツ（バナナ）

白身魚のセサミフライ 牛乳 ▲牛乳

マカロニサラダ バナナと豆腐のケーキ 小麦粉・砂糖・バナナ

じゃが芋のスープ煮 オリーブ油・豆腐

ごはん ベーキングパウダー

コーンクリームスープ ▲ホイップクリーム

白桃かん

鶏照焼丼 牛乳 ▲牛乳

おかかサラダ しらすごまおにぎり 米（国産）

味噌汁 しらす干し・醤油

フルーツ（オレンジ） 黒ごま

ハンバーグデミグラスソース 牛乳 ▲牛乳

かぼちゃのスープ煮 納豆お焼き 米（国産）

春雨サラダ 納豆・ちくわ

ごはん 玉ねぎ・小麦粉

味噌汁 塩・醤油・油

サバのカレー風味揚げ 牛乳 ▲牛乳

キャベツと胡瓜の塩昆布和え 米粉のきなこ蒸しパン 米粉・砂糖

高野豆腐の煮物 きな粉・豆乳

ごはん ベーキングパウダー

味噌汁

とん平焼 牛乳 ▲牛乳

しらすとほうれん草のソテー フルーツヨーグルト ▲ヨーグルト

煮豆 パイン（缶詰）

ごはん 砂糖

味噌汁

牛肉ときのこのうどん 牛乳 ▲牛乳

がんもの煮物 ツナロールパン ▲ホットドッグパン

バナナ まぐろフレーク・胡瓜

キャベツ・マヨドレ

ツナチャーハン 牛乳 ▲牛乳

小松菜ともやしのナムル ビスケット アスパラガスビスケット

中華スープ

かつおだし

砂糖・片栗粉・油 サバ おろし生姜

米（国産）・油・砂糖・片栗粉

かつお節

パン粉・油 牛ミンチ・豚ミンチ・豆腐

小松菜・もやし・まいたけ

麩 うす揚げ・赤味噌・白味噌 ほうれん草

玉ねぎ・玉ねぎ

原材料

日
おやつ

献立名

献立名
その他

材　　料
黄◇　力や体温となるもの曜

日

牛肉・ちくわ 玉ねぎ・エリンギ・しめじ・小松菜・だし昆布

ごぼう・人参・グリーンピース

バナナ

塩

米（国産）

かつおだし・醤油・みりん一口がんも

しらす干し

キャベツ・玉ねぎ・あおさのり

チキンコンソメ

かつおだし

醤油・酒・カレー粉

オレンジ

緑豆春雨・油・マヨドレ

砂糖

赤味噌・白味噌

うどん

片栗粉・油・砂糖

米（国産）

醤油・酒生姜

赤味噌・白味噌

穀物酢・醤油胡瓜・人参・コーン・玉ねぎ

みりん・醤油・ケチャップおろし生姜鶏レバー

鶏がらスープ白菜・青ねぎ

米（国産）・押麦

かつおだし白菜・わかめ

オイスターソース・醤油ごぼう・しめじ・玉ねぎ・人参・チンゲン菜牛肉

塩胡瓜・人参・キャベツ

油・マヨドレ かつおだし・お好み焼ソース

チキンコンソメ

塩

▲牛乳 ▲コーンクリームスープの素コーン

米（国産）

マカロニ・マヨドレ

バナナ

かつおだし・醤油・みりん・酒人参

砂糖 寒天・おろし白桃

●卵・豚肉

塩・デミグラスソース・ケチャップ・赤ワイン・みりん

かつおだし茄子・玉ねぎ赤味噌・白味噌

米（国産）

じゃが芋

チキンコンソメほうれん草・えのきだけ

穀物酢・醤油大根・ブロッコリー・人参

かつおだし・醤油・酒人参・グリーンピース

人参・コーン・わかめ

キャベツ・胡瓜・塩昆布

かぼちゃ・グリーンピース

醤油・みりん玉ねぎ・青ねぎ・おろし生姜

醤油・塩小松菜・もやし・人参・にんにく

かつおだし大根・青ねぎ

鶏がらスープ玉ねぎ・ニラ

かつおだし・醤油・みりん・塩

鶏がらスープキャベツ・青ねぎ・えのきだけ

赤味噌・白味噌

米（国産）

白ごま・砂糖・調合ごま油

米（国産）・油 まぐろフレーク

こんにゃく・砂糖 水煮大豆

砂糖・油

鶏肉

オリーブ油・砂糖

油・砂糖・調合ごま油・片栗粉

さつま芋・油

豆腐

砂糖・調合ごま油 まぐろフレーク

15 金

野菜類・藻類・くだもの類

巻麩

砂糖 高野豆腐

砂糖・油

ブロッコリー・玉ねぎじゃが芋

小麦粉・パン粉・白ごま・黒ごま・油 ホキ

油

エネルギー

蛋白質

脂質

カルシウム

魚類・肉類・豆類・乳類・卵類

油・砂糖・片栗粉 豚肉・厚揚げ・テンメンジャン・赤味噌 醤油・酒・鶏がらスープ

赤◇　　血や肉になるもの 緑◇　からだの調子を整えるもの

穀類・油脂類・砂糖類・いも類

豆腐・赤味噌・白味噌 ごぼう・れんこん・青ねぎ かつおだし

片栗粉・油・砂糖・片栗粉 サンマ おろし生姜

切干大根・人参

人参・エリンギ・しめじ・芽ひじき 醤油・みりん・酒・かつおだし

こんにゃく

玉ねぎ・しいたけ・ピーマン・赤パプリカ・にんにく・生姜

かぼちゃ・茄子・チンゲン菜

サケ

じゃが芋

穀物酢・醤油・みりん

米（国産）

酒・醤油・みりん

砂糖 チンゲン菜・大根

かぼちゃ かつおだし・醤油・酒

ほうれん草・玉ねぎ かつおだし

さつま芋・油・黒砂糖

人参・さやいんげん 醤油・みりん・塩・かつおだし

水

19 火

鶏がらスープ

梨

豆腐・赤味噌・白味噌16 土

米（国産）・砂糖・油・砂糖・油 鶏ミンチ

砂糖

醤油

米（国産）・押麦

30 土

27 水

25 月

29 金

22 金

28 木

26 火

21 木

20

★



カルシウムが摂れる、 

乳製品や小魚など 

ビタミンが 

摂れる 

果物など 
 

 

おやつにはどんな役割があるの？見直してみよう！ 

役割その１ 『 栄 養 補 給 』     役割その２ 『 食 育 』 

どんなことが 

できるかな？ 

＊野菜を洗い、皮をむく 
（香りをかいだり、触ったりしてみよう） 

 
 

＊一緒に料理を作る 
（好き嫌いをなくし、感謝の気持ちを 

はぐくむことにつなげよう） 
 

＊郷土料理・菓子を作る 
 （行事のいわれや、昔の人の思いを 

伝えよう） 

 

手作りのおにぎりや 

蒸しパン、お好み焼、うどん、 

野菜スティック、焼き芋、 

ゼリー など 

 

※甘みの強いおやつに慣れると、虫歯や偏食、肥満、食欲不振などの原因になるので注意しましょう！ 

 

どんな食べ物がおやつに向くのかな？ 

 

 

 

日中はまだまだ暑い日がありますが、朝晩は気温が下がり、秋を感じるようになってきました。 

これからの季節は、『実りの秋』といわれるように、多くの食べ物が旬を迎えます。旬の食べ物は栄養価

が高く、味もよいのが特徴です。食卓でも秋を感じるように、旬の食材を取り入れていきましょう。 

 

２０１７年９月

号 給食だより 

おやつは栄養補給の役割をするとともに、子どもたちに楽しみを与える機会となります。難しく 

考えず、まずは、ご飯の時に果物がなかったら果物、乳製品がなかったら乳製品という感じで、 

おやつメニューを考えてみましょう。 

 

お や つ は 小 さ な 食 事 ！ 
１ 

幼児期の子どもは活動量が多く、体の成長も 
 

著しいため、たくさんの栄養素を必要としま 
 

す。しかし、食べ物を消化するための胃や腸 
 

が小さく、消化機能も未熟なため、３回の食 
 

事だけでは足りない栄養素を、おやつで補う 
 

必要があります。 

おやつは子どもの興味や関心が高く、様々な経験 
 

をしたり、食材や料理について知るよい機会です。 

 

おやつの目安

は？ 

１日のエネルギー量の１０～２０％程度 
 

＜幼児の１日の推定エネルギー必要量＞ 
 

年 齢    女 児    男 児 

１～２歳  ９００kcal  ９５０kcal 

３～５歳 １２５０kcal １３００Kcal 
 

『日本人の食事摂取基準 2015年版』より   

エネルギーは？  食べる時間は？ 

＊消化を考えて食事とおやつの間は、 

前後２時間以上空けましょう。 
 

 
＊１～２歳は午前,午後の２回ですが、３～５歳 

は食べられる量が増え、消化する力もつくため、 

午後の１回とします。 

次の食事に支障がない量にしましょう。 
 

 食べる回数は？ 

おやつの摂り方注意点 ３ 
 

① 食事で摂れなかった栄養を摂る 
(不足しやすいビタミンやミネラルに気をつける) 

 

② 甘いものや、辛いものにかたよらない 
 

③ 薄味を心がけ、素材の味を生かす 
 

④ 適当な固さ 
 

⑤ 旬の食べ物で季節感をだす 
 

⑥ お茶や水、牛乳などの甘くない飲み物を添える 
 

 

 

２ 

みどり野保育園 

協力 一冨士フードサービス㈱ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うみで とれる さかなだよ 

 

9 がつに とれる たべもの「なまえは なあに？」 

 

＜こたえ＞ 

さんま 

いりぐち 

でぐち 

いりぐち 

ねこも だいすきな 

おさかな だよ！ 
 

たこくんが おさかなさんの 

くちに まよい こんでいくよ 

でてこられるかな ？ 

 

 

 

でぐち 

★今月のレシピ★ 

納豆お焼き 

材料：幼児２人分 

ひき割り納豆 20ｇ 

ちくわ 10ｇ 

玉ねぎ 15ｇ 

小麦粉 36ｇ 

水   36ｃｃ 

塩   １つまみ 

サラダ油 適量 

濃口醤油 少々 

作り方：①ちくわは半月のスライス、玉ねぎは 

縦を半分の長さに切り、スライスする。 

②小麦粉に水を加えて混ぜる。 

    ③納豆は混ぜてほぐす。 

    ④②にちくわ・玉ねぎを加え、塩で薄い 

味を付ける。 

    ⑤フライパンに薄くサラダ油をしき、 

④の生地を流し入れ、中火で焼く。 

    ⑥焼き色が付いたら裏返し、弱火にして 

火を通す。 

    ⑦焼きあがった⑥に醤油を塗る。 
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