ごふん
ん

2020 年 9 月 1 日発行

第6号
学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

今月の目標
・保育者やお友だちと一緒に身体を動かしたり、探索活動を楽しむ。
・休息をとりながら、安定した生活リズムの中で健康に過ごす。

絵本の読み聞かせ

～もぐもぐ食べて～
朝夕の空の色や肌に触れる風に、どことなく季節の移り変わりを感じる
頃となりました。窓の網戸にトンボがとまると、子どもたちは指さしで教
えてくれたりつかまり立ちで見上げたりしています。
探索活動が活発になり、食欲も増してきました。給食の準備が始まると

クラスでは、朝夕の集りの時や、おやつや給食の前後に絵本の読み聞かせ
をします。
「お話、お話～静かに聞きましょう♪」と歌うと一緒に口元に人差
し指をあてて「しー。しー。」としたり、手を叩いて喜んだりします。
この時期の絵本は、発語を促したり、コミュニケーションにもつながり、
とても大切です。ぜひ、ご自宅でも、絵本を楽しまれてください！

机につかまり立ちをして身体を揺らしたり、自ら椅子に座って待ったりし
ています。中期食の子どもたちは、徐々に飲み込むことに慣れ、口元にス
プーンを持っていくと、ニコニコしながら大きな口を開けて食べていま
す。後期食の子どもたちは、声を発して食べたい気持ちを教えてくれた
り、左右の手を使い、上手につまんで食べたりすることもできるようにな
りました。幼児食(きざみ)の子どもたちは、手づかみやスプーンで食べ、

◎おすすめ絵本
『おつきさまこんばんは』 林明子 作
『のせてのせて』
松谷みよ子・ぶん
東光寺啓・え
(CD もあります。お子様の名前で
歌いながら読むと、より楽しめます！)

コップやお椀も上手に持てるようになりました。食事の前後には、フキン
で手や口を拭いたり、手を合わせてご挨拶をしたりします。
月齢や発育に合わせ、和やかな雰囲気の中で食べることに楽しみや喜び
を感じながら、心身共に元気に過ごすことができるように援助していきた

今月の予定

いと思います。
★ミニミニ運動会について★
10 月 17 日(土)にミニミニ運動会を開催することとなりました。
詳細につきましては、後日別紙にてお知らせいたしますので、ご確認く
ださい。
なお、参加は 2 歳児～5 歳児までとなりますが、0 歳児・1 歳児は、
ミニミニ運動会の開始前に、園内にて保育参観を行う予定です。

3 日（木）身体測定
１0 日（木）消火避難訓練（地震）
17 日（木）食育クッキング

21 日（月）敬老の日
22 日（火）秋分の日
２4 日（木）誕生会

※ 毎週水曜日は安田式体育遊びを行います。

今月の目標

しらあい
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・友だちや保育士等と一緒にリズム遊びや言葉遊びを楽しむ。
・安定した生活リズムの中で元気に過ごす。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

２０２０年９月１日発行

お知らせ

暑い毎日だった 8 月。なかなか戸外遊びが出来ませんでしたが、室内で新聞破り・お
絵かき・シール貼りなど様々な遊びをして過ごしました。
初めての水遊びではビックリして泣いてしまう子が多かったですが回数を重ねていくこ
とで楽しそうにバシャバシャと自ら水に触れに行く姿がだんだんと見られてくるようにな
りました。水遊びの準備を保育士等がしていると自分のプールバックはどこかなと探し出
す子どもたち。
「○○ちゃん」「○○くん」と名前を呼ぶと嬉しそうに駆け寄ってきたり、
保育士と一緒に着替えをしている子がいると「まだ？」とお友だちの側へ何度も近付いて
きたりと楽しみにしている姿が見られるようになりました。9 月も天気・気温を見ながら
水遊びを行っていきたいと思います。
また最近は、ズボンの着脱や食事のエプロンを付けようとするなどと身の回りのことを
自分でしようとする姿が多く見られるようになってきました。
時間をかけながら自分でしようとしている時には見守り、出来ない部分はさりげなく手伝
いながら関わっています。そして、自分で出来た時には、しっかりと褒め自信に繋げてい
きたいと思います。おうちでもできた時には「すごいね」などと褒めてあげてください。

＊手拭きタオルについて
給食前に手洗いを行っていきたいと思いますのでループつきの手拭き
タオルの準備をお願いします。
※ご家庭で朝準備される際「今日はこれ入れているからね」などの声掛け
のご協力お願いします。
＊爪切りをお願いします。
安全に楽しく過ごせるようお子さんの爪を短く切って頂きますように
お願い致します。
＊記名について
おしぼり、エプロン、洋服等の記名が薄くなってきています。
再度記名の確認をお願いします。
＊靴下について
靴下を脱いだら、靴下を靴に入れ靴箱に入れるように声掛けをしていま
す。おうちの方もご協力よろしくお願いします。
＊ミニミニ運動会について
１０月１７日（土）にミニミニ運動会を開催することとなりました。
詳細につきましては、後日別紙にてお知らせいたしますので、ご確認くだ
さい。なお、参加は２歳児～５歳児までとなりますが、0 歳児・１歳児は、
ミニミニ運動会の開始前に、園内にて保育参観を行う予定です。

今月の予定
クラスの好きな絵本

ＢＥＳＴ３

1位

だるまさんシリーズ

作者

かがくいひろし

2位

はらぺこあおむし

作者

エリック・カール

3位

おばけなんてないさ

作者

せなけいこ

是非お家でも読まれて見てください。

３日（木）身体測定

２１日（月）敬老の日

１０日（木）消火避難訓練（地震）

２２日（火）秋分の日

１７日（木）食育クッキング

２４日（木）誕生会

※毎週水曜日に安田式体育遊びをします。

みんなの大好きな給食の時間、「先生こうでしょ？」とスプーンの持

びゃくぐん
２０２０年 9 月 1 日発行
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ち方を気にする姿が多く見られるようになりました。子どもたちの中で
は、「水鉄砲の手だよ。」と友だちに教え微笑ましい姿もあります。子ど
もたちの姿に合わせ、お父さん指とお母さん指を立てて鉄砲の形を作り、
親指と人差し指で持つよう声掛けしています。お箸を持って食べられる
ように、スプーンの持ち方を知らせていき、楽しい食事ができるように
していきたいと思います。

まだまだ蒸し暑い日が続いていますが、少しずつ涼しい風が吹き、秋
の気配を感じられるようになってきました。天気のいい日は、戸外に出
かけ秋の自然を探し、楽しんでいきたいと思います。また、体調を崩し
やすい時期でもあるので子どもたち一人一人の様子を見守っていきたい

今月の目標
・秋の自然に親しみ、ごっこ遊びや簡単なルールのある遊びを楽
しむ。

と思います。
7 月後半から始まった水遊び。最初は恐る恐る手を入れていました
が、だんだんとシャワーにも慣れてきて、体に水がかかるのを楽しめる
ようになっています。ペットボトルの玩具を使って、水をかけ合ってダ
イナミックに遊ぶようにもなりました。来年はどのような姿を見せてく
れるか、今から楽しみです。
8 月の食育クッキングでは、ゼリー作りをしました。
『みかん・ぶど

お知らせ
★

ミニミニ運動会について
１０月１７日（土）にミニミニ運動会を開催することとなりました。
詳細につきましては、別紙にてお知らせいたしますので、ご確認くだ
さい。

う・りんご』のジュースをこぼれないように、そーっと容器に移し、魔
法の粉（ゼラチン）を入れて、「美味しくな～れ！美味しくな～れ！！」

今月の予定

と言いながら混ぜて作りました。おやつの時間にみんなで美味しくいた
だきました。
8 月の製作では、クリームソーダ作りをしました。スポンジスタンプ
で氷、シールでシュワシュワの炭酸を表現し、アイスクリームとサクラ
ンボをトッピング、好きな色のストローを選んで作りました。とても涼
しげで美味しそうな作品が出来上がっています。

３日（木）身体測定

１７日（木）食育クッキング

８日（火）スイミング

２１日（月）敬老の日

１０日（木）消火避難訓練（地震）

２２日（火）秋分の日

１５日（火）スイミング

２４日（木）誕生会

※安田式体育遊びは毎週水曜日に行います。

今月の目標

あさぎ
２０２０年９月１日発行
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・夏の疲れが出やすい時期のため、気温の変化に留意し生活リズムを整え
ながら安定した生活ができるようにする。

室見ガーデン保育園

＜ボディペインティング＞

こんがりとやけた子どもたちの顔に、このひと夏で成長を感じているこの頃。

身体に絵の具を塗って

まだまだ暑い日が続きそうですが、朝夕は過ごしやすい日もあり、秋が待ち遠しいですね。

表現遊びをしたよ！

８月はボディペインティングや縁日遊び、お化け屋敷など夏ならではの遊びを楽しみまし
た。初めての体験にワクワクする姿、少し緊張しながらもやってみようかなとドキドキす
る姿など子どもたちの様々な姿を見ることができました。友達との関わりも増えてきて今
では年齢関係なく活動や自由遊びを楽しめるようになっています。

＜縁日遊び＞

製作はシャボン玉に絵具で色をつけてストローで吹き絵をし、アイスクリームを作りまし
た。ストローを吹く際に絵具を飲み込まないように事前にティッシュを使って優しく吹く
練習もしました。力加減を考えながらストローで優しく吹いてシャボン玉を作り、割れて
紙に色がつく瞬間を楽しんでいました。そのあとはアイスの形にハサミで丸型に切りまし

自分で好きなお面を
選んだよ！

た。少し難しい作業でしたが先生と一緒に最後まで頑張ってカラフルなアイスが出来上が
ったので是非ご覧になってください。
９月も子どもたちが「やってみたい」と思えるような活動や遊びを取り入れ、楽しい体験
の中でお友達とたくさん関わって欲しいと思っています。そして子どもたちから「楽しか
った」という声が聞けるような関わりができたらと思っています。

今月の予定
お知らせ
★

３日（木）身体測定

１７日（木）食育クッキング

８日（火）スイミング

２１日（月）敬老の日

ミニミニ運動会について

１０日（木）消火避難訓練（地震）

２２日（火）秋分の日

１０月１７日（土）にミニミニ運動会を開催することとなりました。
詳細につきましては、別紙にてお知らせいたしますので、ご確認くだ
さい。

１５日（火）スイミング

２４日（木）誕生会

※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９月１日発行
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友だちと共通の目的を持ち、協力しながら活動に取り組む。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

猛暑が続いていますが、子どもたちは暑さに負けず夏ならではのプール遊びや泥遊び、
縁日遊び、ボディーペインティングなどを楽しんでいます。

体全体を使って、色が混ざる様子や絵の具

プール遊びでは、水をかけあったり泳いだり、水の冷たさに気持ちよさを感じながら友

の感触を楽しみました。

だちとの水遊びを思いきり楽しんでいます。
ボディーペインティングでは、体に絵の具がつくことに抵抗はなく、自ら体全体につけ
て感触を味わったり、様々な色の絵の具を友だちとつけ合いっこをしながら楽しむことが
できました。
縁日あそびでは、ヨーヨー釣りや的当て、魚釣り、かき氷作り、輪投げなどをして夏祭り

毎回子どもたちが楽しみにしてい

の雰囲気を味わうことができました。縦割りのグループごとに夏祭りを楽しんだのですが、

るプール遊び。プールの中では、大

その中で年下の子と手を繋ぎ引っ張ていく姿や、うまくできないときは応援したり、子ど

興奮で友だちと泳いだり水をかけ

もたち同士での関わりもたくさん見られました。

合ったりしています。

食育クッキングではゼリー作りをしました。ぶどう、りんご、みかんのジュースからゼリ
ーが出来上がるまでの過程を経験し、驚きや発見をしながら楽しんでいました。自分たち
で作ったゼリーは美味しさも倍増したようで、おかわりをたくさんして満面の笑みの子ど

今月の予定

もたちでした。今後も様々な活動や経験を重ね、友だちと協力をしたり喜びを共感したり
達成感を味わいながら、成長や自信に繋がってくれると嬉しいです。

★ミニミニ運動会について★
10 月 17 日（土）にミニミニ運動会を開催することとなりました。
詳細につきましては、後日別紙にてお知らせいたしますので、ご確認くださ
い。

3 日（木）身体測定

17 日（水）食育クッキング

８日（火）スイミング

21 日（月）敬老の日

10 日（木）消火避難訓練（地震） 22 日（火）秋分の日
1５日（火）スイミング
※

24 日（水）誕生会
毎週水曜日に安田式体育遊び

