
６月の行事・献立予定表  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

日 曜 行事予定 給  食 
おやつ 

午前（1.2 歳） 午 後 

1 水  
アスパラガスとキャベツのみそいため 
フライドポテト バナナ 

チーズ りんごかん 

2 木 
英会話（幼児） 
絵本貸し出し（幼児） 

にざかな ごまずあえ かぼちゃのオイルやき 
パインアップル 

クッキー ホイルケーキ 

3 金  カレー キャベツのひたし バナナ ラスク 
とうにゅう 
くずもち 

4 土 
 
 

いためビーフン きゅうりのそくせきづけ 
オレンジ 

ヨーグルト  

6 月  ごもくに ごまきゅうり パインアップル ウエハース ココアムース 

7 火 
参観日（きりん・ぱんだ 
    こあら・りす） 

さかなのタルタルソースかけ ゆでキャベツ 
きりぼしだいこんのすのもの オレンジ 

チーズ じゃがいももち 

8 水 米とぎ（きりん） 
とりにくのてりやき スティックきゅうり 
こまつなとひじきのあえもの バナナ 

ホットケーキ  
レタス 

チャーハン 

9 木 
参観日（うさぎ・こあら・りす） 
絵本貸し出し（幼児） 

ムニエル きゅうりのすのもの  
じゃがいものにつけ キウイフルーツ 

せんべい 
オープン 
バナナパイ 

10 金 布団持ち帰り 
ひやしちゅうかそば トマト 
かえりのつくだに バナナ 

シュガー 
トースト 

きなこいりとう
にゅうむしパン 

11 土  にくじゃが アスパラのひたし オレンジ ヨーグルト  

13 月 明細渡し おこのみやき ゆでグリーンアスパラ バナナ ビスケット 
カルピス 
ヨーグルト 

14 火 米とぎ（きりん） 
さかなのあまずづけ じゃがいものきんぴら 
スティックきゅうり キウイフルーツ 

きなこラスク パルミエ 

15 水  
とりにくとこんぶのにこみ オレンジ 
キャベツのそくせきづけ 

チーズ コーンピラフ 

16 木 
英会話（幼児） 
絵本貸し出し（幼児） 

さかなのコーンソースかけ こふきいも 
さやいんげんのソテー パインアップル 

クラッカー 
ジャムサンド 

ちんすこう 

17 金 身体計測（乳児） 
にんじんごはん わふうハンバーグ 
たんざくサラダ オニオンスープ バナナ 

クッキー レモンラスク 

18 土  
ポークビーンズ オレンジ 
きゅうりとだいこんのわふうサラダ 

ヨーグルト  

20 月 
利用料引落し日 
身体計測（幼児） 

とりにくのしおやき ゆでキャベツ 
ケチャップいため パインアップル 

むしパン バターサブレ 

21 火 米とぎ（きりん） 
さかなのかばやきふう リャンバンサンスー 
トマト キウイフルーツ 

おたのしみ バナナケーキ 

22 水 クッキング（ぱんだ） 
トマトとなすのスパゲッティ ゆでオクラ 
バナナ 

じゃがいもの 
オーブンやき 

ソフト 
ドーナツ 

23 木 絵本貸し出し（幼児） 
やきざかな こまつなのごまあえ 
かぼちゃのにつけ キウイフルーツ 

チーズ フルーツポンチ 

24 金 布団持ち帰り 
コロッケ いときりこんぶのにつけ 
ゆでキャベツ れいとうみかん 

せんべい じゃこなめし 

25 土  
やきどうふのふくめに ごまきゅうり  
オレンジ 

ヨーグルト  

27 月  
レバニラいため かぼちゃのオイルやき 
しおもみきゅうり キウイフルーツ 

ビスケット ひやしうどん 

28 火 
誕生会 
米とぎ（きりん） 

とりのたつたあげ キャベツのレモンずあえ 
にんじんのあまに オレンジ 

マカロニの 
あべかわ 

フライドポテト 
(のりしお) 

29 水 避難練習 
さかなのさざれやき じゃがいものにつけ 
ちゅうかふうサラダ バナナ 

チーズ チョコスコーン 

30 木 (再)引落し日 
こうやどうふのたまごとじ こまつなのひたし 
パインアップル 

せんべい 
しらすマヨ 
トースト 

６月の保育目標 

ひよこぐみ（０歳児） ・遊びのなかで、体を動かすことを楽しむ。 

り す ぐ み（１歳児） ・泥や砂、水に触れながら梅雨ならではの感触遊びを楽しむ。 

こあらぐみ（２歳児） ・簡単な身の回りのことを自分でしようとする。 

ぱんだぐみ（３歳児） ・梅雨時期の過ごし方や季節の移り変わりを感じる。 

うさぎぐみ（４歳児） ・友だちや保育者と触れ合いながら、一緒に遊ぶことを楽しむ。 

きりんぐみ（５歳児） 
・梅雨期の自然事象に興味を持ち、友だちと一緒に遊ぶことを楽 

しむ。 

６月 園だより とでみなみこども園 

0847-52-5545 

https://www.maruichikai.jp 

 
 もうすぐ 6 月に入り、雨の季節を迎えます。大人にとっては厄介な雨も、子どもたちにとっ

ては、雨ならではの楽しさが感じられる時期です。雨の降る様子を見たり、雨音を聞いたり、

また、雨上がりに雫の光る葉っぱに触れたりなど、この季節だから感じられる経験を大切にし

ていきたいですね。水たまりでの泥あそびや、夏野菜の生長、生き物の様子を観察して新たな

興味、関心に繋がっていけたらと思います。雨の日は室内で運動遊びやリズムあそびもしてい

きます。汗をかく時期になるので、衣服の調節をしながら気持ちよく過ごしていきましょう。 

 

★7 日(火)・9 日(木)の参観につきましては、先日手紙でお知らせしました時間で行いますの

で、よろしくお願いいたします。各自スリッパを持参してください。 

 駐車場は空いているところに停めてください。早く来られると前のクラスと混み合います

ので、開始時間の少し前にお越しください。 

★汗をかいて着替えをすることが多くなります。衣類など名前の確認をお願いします。 

★泥んこあそびなどで使った衣服は、園で洗わず持って帰ります。砂・泥が付いていること

もありますので、洗濯の際は気を付けてください。よろしくお願いいたします. 

★10 月の行事予定の変更があります。・お買い物ごっこ…27 日(木)→21 日(金) 

                  ・バス遠足(幼児)…28 日(金)→24 日(月) 

  
７月の予定 

4 日(月)プール・水遊び開始 

12 日(火)夏祭りごっこ 

(保護者の方の参加はありません)  

ホームページで写真や園だよりを閲覧できます。 

（パスワード） minami2022 

 ※5/30 からパスワードが変わります 

kara 

  

※白飯は毎日あります 

お知らせとお願い 


