今月の目標

ごふん
ん
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・感染症に気を付けて元気に過ごす。
・保育士等との楽しいやり取りを通して、発語への意欲を持つ。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

～保育参観のご参加ありがとうございました～
少しずつ肌寒い季節となりましたが、戸外遊びには適した季節となりま

ひろがる

つながる

廃材あそび

子どもたちは日頃からいろいろな感触の素材や段ボールや
新聞紙などの廃材を使ったあそびを楽しんでいます。大好き

した。先日は保育参観にご参加頂きありがとうございました。短い時間で

な保育者やお友だちと遊ぶ中で、
「ここにはいってみよう」と

したが、普段子どもたちが過ごしている室内環境や、家庭とは少し違った

段ボールの中に入って隠れてみたり、「ばぁ」と声を出しては、

子どもたちの一面を見ていただくことができたのではないかと思います。

いないいないばあを楽しんだり。いろいろなことに気付き、感じ
ていくことでお友だちとの輪も広がり、夢中になって一緒に楽し

ごふん組では秋の自然物を探しに小田部中央公園に散歩に行く機会も増
え、グラウンドの周りを歩いて散歩したり砂場で遊んだりと秋の自然に触
れることを楽しんでいます。
どんぐりを見つけ保育園まで大切に握りし
めて持って帰る子もいれば、石、葉っぱ、
枝、枯れ葉と次々新しいものを発見し、

く遊ぶ姿も見られます。
普段何気なく捨ててしまう廃材ですが、子どもたちにとって
はあそびの一つになります。ぜひご家庭にでもある新聞紙や空
き箱に着目してみてください。きっと楽しい姿が見られますよ。

自分から触れようとする姿も見られるよう
になってきました。
毎日の生活の中で何か１つ新しい発見をして
いく子どもたち。自分で見つけ考えることに
より、少しずつ自分で考えるという事が身に

お願い
土曜日の保育を利用される際は、2 週間前に
お知らせください。

ついてきます毎日の“これは何だろう”
“ん？”等子どもたち１人１人の発見、
気づき、疑問を大切にしていきたいと
思っています。

今月の予定
３日（火）

文化の日

19 日（水）

食育クッキング

５日（木）

身体測定

23 日（月）

勤労感謝の日

消火避難訓練（火災）

26 日（木） 誕生会

１２日（木）
※

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
２０２０年１１月２日発行

第８号

・園外保育に出かけ、秋の自然に触れる。
・触れたもの、見たものを友達と共感し、共に喜ぶ。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

お知らせ
＊歯科健診について
11 月 17 日（火）は歯科健診を予定しております。

肌寒さを日増しに感じる季節になってきました。先月は保育参観に参加し
て頂き、本当にありがとうございました。室見ガーデン保育園では初のクラ
ス行事だったこともあり、職員の不慣れな点もお見せしたかと思います。練

山口

こうたろう歯科の先生に来て頂き、歯科健診をしていただきます。10:00～健診

を行いますので、遅れないようお願いいたします。当日欠席された場合は、用紙をお渡
ししますので、後日受診をされましたら結果をお知らせください。
＊土曜保育について

習の時はダンスや歌、お名前呼びも回数を重ねるごとに上手になっていき

土曜日に保育を利用される方は職員の配置等もありますので、２週間前までにお知らせ

日々成長する子どもの姿に感動しました。参観当日も、初めは泣いていた子

ください。

どもたちもプレゼントをもらう頃にはニコニコと嬉しそうな笑顔を見せてく

＊衣服について
着替えの服は裏起毛ではないもの、装飾がついていないものをご用意ください。

れてよかったです。
最近は、誘導ロープを持ってお友だちと一緒に園庭を歩く練習をしていま
す。始めはロープを持っても歩き出すとすぐに手を放していた子がほとんど

＜日常のおあつまりの様子＞
＞＞

でしたが、今ではしっかりとロープを握ったまま園庭を何周も歩けるように
なりました。また、先日は実際に園扉を越えて、駐車所付近まで歩いてみま
した。みんな少し緊張しているようでしたが、急に立ち止まったり転んだり
することもなく、落ち葉や木の実を見つけ教えてくれます。近くの公園まで
散歩に行きたいと思っています。
生活面では、トイレトレーニングとして午前中パンツを履いて過ごす子が

今月の予定

増えてきました。中には自分から「パンツにする！」と言ってきて、やる気
満々の子もいます。トイレの様子もおたより帳でお知らせしていきますので
お家でもたくさん褒めてあげてくださいね。
11 月も寒さに負けず、戸外遊びや運動遊びでたくさん体を動かして楽し
んでいきたいと思います。

３日（火）文化の日

１９日（木）食育クッキング

５日（木）身体測定

２３日（月）勤労感謝の日

１２日（木）消火避難訓練（火災）

２６日（木）誕生会

１７日（火）歯科健診
※

毎週水曜日は安田式体育遊びを行います。

びゃくぐん
２０２０年１１月２日発行

今月の目標

第８号

・保育士等や友だちと言葉のやり取りやごっこ遊びを楽しむ。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

おしらせ・お願い
先日の運動会はお忙しい中お越し頂きありがとうございました。天候も回復

◎歯科健診について

し、無事に子どもたちの頑張る姿をお見せすることができ、嬉しく思います。

11 月 17 日(火)は歯科健診を予定しております。

初めての運動会、入退場の行進やかけっこ、ダンスなどを慣れない広い場所で

山口こうたろう歯科の先生に来て頂き、歯科健診をしていただきます。

披露し、その一つ一つに取り組む姿に大きな成長を感じました。終わった今で

10：00～健診を行いますので、遅れのないようお願い致します。

も“じゃくじゃくあまのじゃく”の音楽が流れると友だちと顔を見合わせなが

当日、欠席された場合は、用紙をお渡ししますので、後日受診をされまし

ら楽しそうに踊っています。また、手を繋いで歩くことも上手になり、クラス

たら結果をお知らせください。

の一体感が広がり友だちとの仲も深まったようです。

◎スモックについて

１０月から始めた歯磨きでは、歯磨きの歌を歌うことから始め、先生たちと

11 月から長袖スモックを着用します。登園時に着て来ていただき、降園

一緒に歯ブラシを持って練習し、少しずつ自分たちで出来るようになってきま

時もそのまま着て帰ります。活動で汚れた場合はビニール袋に入れて持ち

した。上の歯～下の歯～いーの口～を意識しながら、鏡を見て「い～」と言っ

帰ります。

て磨いている姿が微笑ましいです。

◎土曜保育について

ハロウィン製作では、絵の具を使って魔女の帽子や洋服に絵を描きました。
白・オレンジ・水色・黄色の４色から好きな色を選び、自分で筆に絵の具をつ

職員の人数の配置等がありますので、土曜保育を希望される方は 2 週
間前までにご連絡お願いします。

けて大きな丸や様々な形の線を描くなど、自由に楽しむ子どもたち。とっても
素敵な模様の洋服を着た可愛らしい魔女が出来上がりました。

今月の予定
３日(火)文化の日

19 日(水)食育クッキング

5 日(木)身体測定

2３日(月)勤労感謝の日

12 日(木)消火避難訓練(火災)
17 日(火)歯科健診
ダンス

製作

歯磨き

日

2６日(木)誕生会

今月の目標

あさぎ
２０２０年１１月２日発行

第８号
学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

・製作活動を通じて自己表現を楽しんだり、自分で作った達成感を友達と共
有したりしながら活動を楽しむ。
・身の回りのことを率先してする。

お知らせ・お願い
本格的な秋の訪れに、すっかり過ごしやすくなり友達や先生と色々な遊びを楽しんでい
る子どもたち。昼夜の気温差がある季節でもあるので、健康面には十分に気をつけていき

◎歯科健診について
・11 月１７日は歯科健診を予定しております。
山口こうたろう歯科の先生に来て頂き、歯科健診をしていただきます。

たいと思います。

10：００から健診を行いますので、遅れないようお願い致します。

10 月に行われたミニミニ運動会いかがだったでしょうか。子どもたちにとっては保育園

当日、欠席された場合は用紙をお渡ししますので、後日受診をされま

に来て初めての大きな行事となりました。少し緊張しながらも頑張った子どもたちのかっ

したら、結果をお知らせ下さい。

こいい姿を保護者の方にお見せすることができてよかったと思います。子どもたちも毎日
続くたくさんの練習に疲れたり、集中力を持続させることが難しかったのですが、運動会
にはお父さんお母さんが観に来るよと伝えると、やる気スイッチが入ったかのように練習

◎

をもうひと踏ん張り頑張ろうとする姿が見られました。運動会が近づくにつれて「運動会
楽しみ」
「雨降るのいや」と運動会を心待ちにしている子どもが多くて、こちらがびっくり
するほどでした。当日は無事開催することができ、行進やかけっこ、ダンスも今まで一番の
頑張りでした。特にダンスでは移動のところや前列と後列が交互にグーパーするところが
とても上手にできていて前で踊りながらその子どもたちの様子を見て、少し涙が出そうに

今月の予定

なりました。保護者の方々も子どもたちのかっこいい姿を見てなにか感じるところがあっ
たと思います。そして 2 月にはお遊戯会も予定しております。そこではさらに成長した子

3 日（火）文化の日

１９日（木）食育クッキング

どもたちの姿をお見せできるように子どもたちと一緒に頑張っていきたいと思います。

５日（木）身体測定

２３日（月）勤労感謝の日

壁面製作ではとんぼ製作をしました。戸外遊びで見たとんぼや図鑑で見たトンボなど子

１０日（火）スイミング

２４日（火）スイミング

どもたちのイメージを大切にしながら体や羽をのりで張り付けるところから自分でしてみ

１２日（金）消火避難訓練（火災） ２６日（木）誕生会

てそのあとはクレヨンで好きなようにトンボの模様を描きました。トンボだけでは寂しい

１７日（火）歯科健診

ということで周りにカボチャやブドウなど子どもたちが好きなようにお絵かきをしまし
た。お時間のある時にでも子どもたちと一緒にお話をしながらご覧になってみてください。

※

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 11 月２日発行
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学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

友だちとのつながりを深めながら遊びを展開していく。

お知らせ・お願い
・歯科健診について
11 月 17 日（火）は歯科健診を予定しております。
山口こうたろう歯科の先生に来て頂き、歯科健診をして頂きます。

ミニミニ運動会ではあたたかい拍手とご観覧ありがとうございました。
友だちと一緒に一つの目標に向かって挑戦したり力を合わせたりしながら練
習に取り組み、その中で達成感や喜び、時には悔しい思いを抱きながら、運動

10:00～健診を行いますので、遅れのないようお願い致します。
当日欠席された場合は、用紙をお渡ししますので、後日受診をされましたら
結果をお知らせください。

会という大きな経験をした子どもたちは、またさらに大きく成長したと思いま
す。短い期間で本当に子どもたちはよく頑張ってくれました。運動会を通して
得た自信が今後の新たな活動に繋がってくれると嬉しいです。

・土曜保育について
土曜保育を利用される方は、2 週間前までにお知らせください。

食育クッキングでは、豆乳かぼちゃプリンを作りました。ボールにかぼちゃ
を入れたり、豆乳を量って入れたり、ミキサーで混ぜたり、一つひとつの工程
をドキドキワクワクしながら友だちと一緒に作ることを楽しんでいました。豆
乳かぼちゃプリンが出来上がると、
「早く食べたいなー」とおやつの時間を待
ち遠しそうにしていました。季節の食材を使ってのクッキングで、食材にも興

・園外保育について
11 月 6 日（金）に園外保育で福岡市科学館でプラネタリウムに行きます。
お弁当のご用意と９時までの登園をお願いします。
園外保育代は後日徴収いたします。詳細は後日配布いたします。

味を持ち、友だちと一緒に作ったり味わったりする体験ができて良かったで
す。

今月の予定

10 月の壁面作りでは、お月見製作をしました。今回は折り紙に挑戦しまし
た。お月見の団子の部分を折り紙で折ったのですが、角と角を丁寧に折り合わ

３日（火）文化の日

1７日（火）歯科健診

せたり、折り方が分からない友だちには優しく教えたり、一つひとつ頑張って

５日（木）身体測定

19 日（木）食育クッキング

折る姿が見られました。同じものを３つ折ったのですが、一つ折ると折り方を

6 日（金）園外保育（プラネタリウム）

2３日（月）勤労感謝の日

覚えて、残りの２つは自分たちでスムーズに折っている子もいました。最近は

10 日（火）スイミング

2４日（火）スイミング

製作をする中でもイメージをしながら取り組む姿が見られ、今後もイメージや

12 日（木）消火避難訓練（火災）

２６日（木）誕生会

表現の幅が広げられるような活動をしていきたいと思います。

※

毎週水曜日は安田式体育遊びを行います。

