ごふん
２０２０年 8 月１日発行

お知らせ・お願い

第5号
学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

◆土曜保育について
保育士の人数や給食の人数把握の為、土曜保育を利用される際は
２週間前までに連絡ノートか職員に連絡をお願いします。
◆記名について
毎日着替え等を行いますので、新しい服やおさがり等持ち物すべてに
記名をお願いします。

夏本番の暑い日差しが差し込む中でも子ども達は暑さに負けずハイハイをし
たり、歩いてテラスに出て外の空気に触れたり、たらいの中に入った氷や水に触
れて遊んでいますよ。また、今までは 1 人遊びをする姿が多く見られていまし
たが、最近では自分以外の存在に興味を持ちはじめ、目の前に行って顔を触った
り目を合わせて笑いあったりする姿が多く見られてきました。一人称から二人称
と少しずつ他児との関り合いが増え玩具や場所の取り合いでトラブルになる事
や、他児や保育士の真似をして“ありがとうございました”と頭を下げて表現し

◆爪について
他児との関わりが増え怪我をさせてしまう事になる場合もあるため、
爪を細目に切るようお願いします。
◆着替えの補充について
夏ならではの水遊びを基本的に毎日活動の中で取り入れていこうと
思っているので、着替えの補充を多めにお願いします。

たり、
“いただきます”
“ごちそうさま”と手を合わせたりする姿が多く見られ毎
日子ども達の成長を感じています。今後も子ども達一人一人の発達、成長に応じ
た関りを行い、沢山の経験を通して成長できるようにしていきたいと思っていま

♦沐浴・水遊びについて
先月のクラス便りに詳しく書いてありますのでよく読まれて下さい。

す。
食育ではスイカを触りました

★8 月 5 日に園のＤＶＤ撮影がありますので、
紺色のベビーＴシャツを着てきてください。

今月の予定

今月の目標
・保育者に見守られた環境の中で水に触れ、夏ならではの遊びを楽しむ。

・スプーンや手づかみで自分で食べる。

3 日（月）身体測定

20 日（木）避難訓練（不審者）

6 日（木）消火避難訓練（火災）

27 日（木）誕生会

１３日（木）食育クッキング
※

毎週水曜日は安田式体育遊びを行います。

しらあい
２０２０年８月 1 日発行

今月の目標

第5号
学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

・保育士等や友だちと水遊びを楽しむ。
・水分補給を十分に摂り、快適に過ごす。

お知らせ・お願い
◎DVD 撮影について
８月５日に園紹介のための DVD 撮影を行います。当日はベビーT
梅雨が明け、暑さが本格的に舞い込んできました。しらあい組のみんなは暑さ
に負けず、外でも元気に遊んでいます。
7 月は七夕に向けて、子どもたちが作った可愛い流れ星の七夕の飾りと、保護
者の皆様に書いていただいた子どもたちの願いを笹に飾りました。当日の七夕
会では紙芝居を楽しんだり、他のクラスの短冊の願い事を面白そうに聞いたり
していました。
20 日には交通安全教室に参加し、交通安全指導員の方のお話を聞きました。

シャツの着用をお願いします。

◎水筒について
公園に散歩に行くことが増えるので紐付きの水筒の準備をお願いしま
す。水筒の紐があるものは紐を付けるようにお願いします。

◎靴下について
靴を脱いだら、靴下を靴に入れ靴箱に入れるように声かけをしていま
す。お家の方もご協力よろしくお願いします。

横断歩道を渡る時は保育士の声掛けで手をあげたり、右・左と顔を動かして確
認したりする可愛らしい姿を見ることができました。

※戸外遊び、水遊び等で着替えが増えてくるので、紛失防止のため衣

また、22 日には待ちに待った水遊びをしました。最初は怖がっている子もいま

服やタオル等、持ち物に記名があるかのご確認をよろしくお願いし

したが、顔や体に水がかかると水の気持ちよさに気づいて、水に手を入れたり

ます。

思いっきりバシャバシャと水面を叩いたりしている子どもたちの姿はとても楽
しそうでした。次回の水遊びの日がとても楽しみです。

今月の予定

最近は座って朝のお集りに参加し、先生のお話を聞けるようになってきまし
た。室内遊びは、椅子に座って絵本を読んだり小さい穴にストローを通したり
と、座って遊ぶことが増えています。
これから暑い日が続くので、遊びや活動の合間にはこまめな水分補給を心掛け
ていきたいと思います。また、汗をかくことも多くなるので、着替えの準備を
多めによろしくお願いいたします。

３日（月）身体測定

１３日（木）食育クッキング

５日（水）DVD 撮影日

２０日（木）避難訓練（不審者）

６日（木）消火避難訓練（火災） ２７日（木）誕生会
１０日（月）山の日
※毎週水曜日に安田式体育遊びを行います。

しらあい
２０２０年８月 1 日発行

今月の目標

第5号
学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

・保育士等や友だちと水遊びを楽しむ。
・水分補給を十分に摂り、快適に過ごす。

お知らせ・お願い
◎DVD 撮影について
８月５日に園紹介のための DVD 撮影を行います。当日はベビーT
梅雨が明け、暑さが本格的に舞い込んできました。しらあい組のみんなは暑さ
に負けず、外でも元気に遊んでいます。
7 月は七夕に向けて、子どもたちが作った可愛い流れ星の七夕の飾りと、保護
者の皆様に書いていただいた子どもたちの願いを笹に飾りました。当日の七夕
会では紙芝居を楽しんだり、他のクラスの短冊の願い事を面白そうに聞いたり
していました。
20 日には交通安全教室に参加し、交通安全指導員の方のお話を聞きました。

シャツの着用をお願いします。

◎水筒について
公園に散歩に行くことが増えるので紐付きの水筒の準備をお願いしま
す。水筒の紐があるものは紐を付けるようにお願いします。

◎靴下について
靴を脱いだら、靴下を靴に入れ靴箱に入れるように声かけをしていま
す。お家の方もご協力よろしくお願いします。

横断歩道を渡る時は保育士の声掛けで手をあげたり、右・左と顔を動かして確
認したりする可愛らしい姿を見ることができました。

※戸外遊び、水遊び等で着替えが増えてくるので、紛失防止のため衣

また、22 日には待ちに待った水遊びをしました。最初は怖がっている子もいま

服やタオル等、持ち物に記名があるかのご確認をよろしくお願いし

したが、顔や体に水がかかると水の気持ちよさに気づいて、水に手を入れたり

ます。

思いっきりバシャバシャと水面を叩いたりしている子どもたちの姿はとても楽
しそうでした。次回の水遊びの日がとても楽しみです。

今月の予定

最近は座って朝のお集りに参加し、先生のお話を聞けるようになってきまし
た。室内遊びは、椅子に座って絵本を読んだり小さい穴にストローを通したり
と、座って遊ぶことが増えています。
これから暑い日が続くので、遊びや活動の合間にはこまめな水分補給を心掛け
ていきたいと思います。また、汗をかくことも多くなるので、着替えの準備を
多めによろしくお願いいたします。

３日（月）身体測定

１３日（木）食育クッキング

５日（水）DVD 撮影日

２０日（木）避難訓練（不審者）

６日（木）消火避難訓練（火災） ２７日（木）誕生会
１０日（月）山の日
※毎週水曜日に安田式体育遊びを行います。

びゃくぐん
２０２０年８月 1 日発行

今月の目標

第5号

戸外遊びを通して夏の自然や生き物に触れ興味や関心を持つ。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

お知らせ・お願い
◎DVD 撮影について
暑い、暑い夏がやってきました。汗をかく季節のため着替えをすることが多く
なりましたが子ども達は衣服の着脱を「自分でする」と言って頑張っています。
たくさん遊んで、いっぱい食べて、そしてしっかりと休息を取りながら、暑い
夏を元気に過ごしていきたいと思います。
７月は、スイカの七夕飾りの製作をしました。赤、黄色の二種類の画用紙を自
分で選び、スイカの種を綿棒で描き、皮の模様は指先を使い、一人ひとり個性

８月５日に園紹介のための DVD 撮影を行います。当日はベビーT
シャツの着用をお願いします。

◎水筒について
公園に散歩に行くことが増えるので紐付きの水筒の準備をお願いしま
す。水筒の紐があるものは紐を付けるようにお願いします。

◎靴下について

豊かな作品ができました。完成すると「できたね」
「上手だね」などと子ども達

靴を脱いだら、靴下を靴に入れ靴箱に入れるように声かけをしていま

同士で褒め合っていました。

す。お家の方もご協力よろしくお願いします。

交通安全教室では、手作りの紙芝居を見て横断歩道を渡る際のルールを学び、
それらをしっかりと守りながら、お部屋の中で横断歩道を渡る練習を行うこと
ができました。
初めてのお散歩では、二人組で手を繋いで上手に小田部中央公園まで歩けまし

※戸外遊び、水遊び等で着替えが増えてくるので、紛失防止のため衣
服やタオル等、持ち物に記名があるかのご確認をよろしくお願いし
ます。

た。公園に着くと「チョウチョウがいた」
「何が鳴いているの？」
「これなに？」
などといつもと違う場所にみんな興味津々でした。

今月の予定

そして初めての水遊びでは園庭に出るなり大はしゃぎ。水のトンネルやシャワ
ーなどを楽しみました。やっと夏らしい遊びができて、とても嬉しそうでした。
なかには泣いている子もいましたが、これから面白さや楽しさに気付けるよう
に遊びの工夫をしていきたいと思っています。

３日（月）身体測定

１３日（木）食育クッキング

５日（水）DVD 撮影日

２０日（木）避難訓練（不審者）

６日（木）消火避難訓練（火災） ２７日（木）誕生会
１０日（月）山の日
※毎週水曜日に安田式体育遊びを行います。

今月の目標

あさぎ
２０２０年８月１日発行

第５号

・保育士等の話を聞き、安全に水遊びや泥遊び等の夏ならではの遊びを楽
しむ。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

◎DVD 撮影について
８月５日に園の様子を撮影する DVD 撮影があります。
ようやく梅雨が明け、眩しい太陽の陽射しと共に夏がやってきました。７月には３名の

服装は夏の体操服上下に靴下は無地の白でお願いいたします。

新しいお友達が加わり１７名となりました。あさぎ組のお部屋はさらに元気いっぱいの子
どもたちで賑わっています。

７月の製作

先月からあさぎ組・こんぺき組・ぐんじょう組の縦割り保育を取り入れています。異年齢
のお友達との生活に最初は少し慣れない様子でしたが、自由遊びでは一緒にグロックで車

初めてのハサミに
少し緊張しながら
も一生懸命線の上
を切るように集中
しています！！

やお家を協力しながら作ったり、一緒に絵本を読んだりと以前より友達との関わりが大分
増えてきています。グループ活動では異年齢のお友達に助けられながら、自分でしようと
する意欲的な姿も見られるようになってきました。また給食も少しずつ食べられる量が増
え、苦手な食べ物も頑張って一口食べようとしたり、完食できるようになったりしていま
す。異年齢のお友達が近くにいることによって「こうなりたい！」
「やってみたい！」とい

フィンガーペイント

う思いがより表れるようになり、あさぎ組の子ども達にとっていい刺激になっていると思
絵具の感触を、手を

います。これからもこんぺき・ぐんじょう組のお友達からたくさんのいい刺激を受けなが
使って思いっきり楽

ら生活を送れたらなと思います。
しんでいました！！

製作活動ではかき氷製作をしました。氷の部分は初めてハサミを使い、先生と一緒に慎
重に線の上をチョキチョキと切ってつくりました。仕上げにシロップはシールをペタペタ

今月の予定

と貼り、自分好みのかき氷が出来上がりました。はじめてのハサミに緊張した様子でした
が切り終わった後は達成感でニコニコ笑顔を見せてくれました。大盛りかき氷を作ったり、

３日（月）身体測定

１３日（木）食育クッキング

色んな味がトッピングをしたりと種類豊富なかき氷ができましたので、是非ご覧になって

５日（水）DVD 撮影日

2０日（木）消火避難訓練（不審者）

ください。

６日（木）消火避難訓練（火災）

２７日（木）誕生会

８月は水遊びや泥遊び等夏ならではの遊びをたくさん予定しております。暑い日が続く

１０日（月）山の日

と思いますが、熱中症に十分に気をつけて８月もたくさんの思い出を作っていけたらなと

※

今月のスイミングはありません。

思います。

※

安田式体育遊びは毎週水曜日に行います。

今月の目標

こんぺき・ぐんじょう
２０２０年８月１日発行

第５号

・夏の遊びを楽しみ、工夫したり試したりしながら、遊びを進めていく。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

7 月からあさぎ、こんぺき、ぐんじょうの縦割り保育を始めています。それ
ぞれ混合の３、４人グループを 9 つ作り、自分たちでグループ名を決めまし
た。プリキュアや仮面ライダー、おほしさま、牛乳など様々なグループ名が決

スイカ割りでは、友だちの応援も頑張

まりました。グループで活動をしたり、ゲームをしたり、給食を食べたり、お

っていました。

当番にも取り組んでいます。徐々にグループでの関わりや友だちの幅も広が
り、こんぺき、ぐんじょう組さんは少しずつ年上としての自覚を持ち、あさぎ
組さんに優しく教えたり、お世話をしたり、引っ張っていく姿が見られ、思い
やりの気持ちや責任感を身につけています。

フィンガーペインティングで

縦割り保育をする中で、年下の子に対する行動や言動、思いやる気持ちを見逃

は、絵の具の感触を味わったり、

さずにしっかり認めて、今後の子どもたちの自信や成長に繋げていけたらと思

色を重ねていき、色の変化を楽

います。

しんだりしました。

7 月の食育クッキングでは、スイカ割りをしました。勢いよく棒を上から振
り落としてスイカを割る力強い姿が見られました。スイカが割れるとみんなで

今月の予定

喜び合い、盛り上がりました。
自分たちで割ったスイカは美味しさも倍増だったようで、おかわりをたくさん

3 日（月）身体測定

13 日（木）食育クッキング

していました。

5 日（水）ＤＶＤ撮影日

20 日（木）避難訓練（不審者）

フィンガーペインティングでは、絵の具の感触を楽しみ、一色の色から色を

お知らせ・お願い
重ねていき、色の変化に驚きや喜びを感じながら取り組んでいました。次はボ
・ＤＶＤ撮影について

ディーペインティングに取り組みたいと思います。

8 月 5 日に園の様子を紹介するＤＶＤ撮影があります。

服装は夏の体操服上下に靴下は無地の白でお願いいたします。

6 日（木）消火避難訓練（火災） 27 日（木）誕生会
10 日（月）山の日
※

毎週水曜日に安田式体育遊び

※

8 月はスイミングはありません。

