今月の目標
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学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

・身の回りのことに興味・関心を持ち、保育士等の介助や見守りの中、自分で
しようとする。
・他児との関わりを楽しむと共に、簡単な言葉や仕草で意思表示をする。

安田式体育遊び

・
寒い日も増え冬本番の季節になりましたが、暖かい日は戸外遊びの中で季
節の変化を感じつつ、身体を動かして遊ぶ活動を多く取り入れています。最
近では「外にいくよ」の声かけで、自分で帽子を棚から取り出し自分たちで
被ろうとする姿も見られるようになってきました。また、靴箱に行くと自分
で靴箱から靴を取り、履こうとする姿も見られます。

毎週水曜日には、2 階のこんぺき・ぐんじょう組のお部屋で安田式体育遊びを
おこなっています。以前は、マットを避けて通ったり、恐る恐るマットのお山を
のぼったりおりたりしていた子どもたちですが、今では、トンネルをくぐり笑顔
で「ばあ～」と顔を見せたり、お山をのぼってお尻からおりることを覚え繰り返
し楽しんでいます。段差のあるマットでよろけた時は、しっかり両手をついて身
体を支えています。安田式体育遊びを通して、バランス感覚を養うだけでなく、
順番を守り、お友だちと楽しむ喜びも味わっています！
お山をのぼるよ！

フラフープをくぐろう！

まだ完全に一人で履くことは難しいですが、『自分でやってみよう』
トンネルは楽しい！

じ『自分でしたい』という意欲は、成長していくうえでとても大切です。保育
園では１人で出来るところは見守りながら難しい部分のみ援助し、子ども 1

今月の予定

人１人の意欲を伸ばしています。
園庭遊びでは遊びを固定せず自分で興味を持ち、“あれなんだろう”

3 日（木）身体測定

29 日（火）年末休み

“これで遊ぼう”と自ら考えて遊ぶことができるような活動を行っていま

10 日（木）消火避難訓練（火災）

30 日（水）年末休み

す。初めは保育士と一緒に遊んでいた

11 日（金）健康診断

31 日（木）年末休み

子どもたちですが最近では自分たちで

17 日（木）誕生会

遊びを発見して遊んでいますよ。

24 日（木）食育クッキング

２日（土）年始休み

25 日（金）お楽しみ会

3 日（日）年始休み

※

１月１日（金）年始休み

１２月１１日(金)の１０時から健康診断がありますので、お休みのないよう
にお願いします。

今月の目標

しらあい
２０２０年１２月１日発行
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・保育士や他児と戸外活動や散歩を楽しみながら、自然に触れる。
・一人ひとりの気持ちを丁寧に受けとめ、他児との関わりを援助し情緒の安定を図る

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

お知らせ
＊洋服について
気温がぐっと下がり日に日に寒さが増してきましたね。子どもも大人も体調管理には十
分気を付けていきたいと思います。さて、今年も残すところあと僅かとなってきました。
保育園でも玄関にクリスマスツリーを出しました。散歩や園庭遊びをする際玄関に行くと
「わあ」
「きらきら」
「サンタさん」などとても嬉しそうにお話してくれます。

朝晩は冷え込みますが、フード付きの防寒着は怪我や事故防止のため、着用は
ご遠慮いただきますようお願いいたします。
＊健康診断について
12 月 11 日(金)に健康診断を予定しています。
おやすみをされないようお願いします。

遊びの面では、しばらくは、園庭を誘導ロープをもって歩いていたのですが 11 月から
小田部中央公園までお散歩を楽しんでいます。誘導ロープを保育士が準備していると、
「まだ？まだ？」と嬉しそうに門の前に立つ姿がとてもかわいらしいです。また散歩中に

✿保育園での様子✿ 安田式体育遊び

は、地域の方に手を振ったり、落ち葉の上を踏んで落ち葉の音を楽しんだり、どんぐり拾
いをしたりと園外らしい楽しみも見つける事が出来ました。園にないものばかりで回りが
気になりキョロキョロ「○○があるねー」
「ワンワンいた」など気付いた事を保育士に教
えてくれたりします。これからも、天候、子ども達の体調を見ながら散歩等も多く取り入
れていきたいと思います。

今月の予定
３日（木）身体測定

２４日（木）食育クッキング

１０日（木）消火避難訓練（火災）
１１日（金）健康診断
１７日（木）誕生会

２５日（金）お楽しみ会

２９日～３１日

年末休み

１月１日～ 3 日

年始休み

※毎週水曜日に安田式体育遊びをします。

今月の目標

びゃくぐん
２０２０年 12 月 1 日発行

生活に必要な言葉がわかるようになり、要求や気持ちを言葉で伝える。
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学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

お知らせ・おねがい
〇１２月１１日（金）の１０時から健康診断がありますので、出席をおねがいします。
〇怪我や事故防止のため、フードがついてない防寒具の着用をお願い致します。

2020 年の最後の月となりました。舞い散る枯れ葉や冷たい風に本格的な冬の訪れを
感じられるこの頃となりましたが、子ども達は寒さ吹き飛ばすかのように戸外遊びを楽

また、持ち物や洋服(特に、上着や肌着など)の記名をご家庭で再度確していただきま
しようお願い致します。

しんでいます。季節の歌『やきいもグーチーパー』の歌が大好きで、ノリノリの踊りと
ともにみんなの綺麗な歌声が響きわたっています。朝の会と帰りの会で、第 3 回戦まで

ムシ見つけた！

先生とじゃんけんをして楽しんでいます。歯科健診では、ちょっぴり泣いてしまう子も
いましたが、みんな大きなお口を開けて先生に見せることができていました。歯科健診
を受けてから、子ども達の中で歯医者さんごっこをする姿がよく見られます。先生役、
衛生士さん役、患者さん役になりきり、
「口を大きく開けてね」
「痛くないからね」など、

かくれんぼ
ボーリング

健診での体験を再現していて楽しんでいました。子ども達の観察力には驚かされます！
11 月は色々なルールのある遊びをみんなで楽しみました。
かくれんぼ

鬼の先生が１から１０まで数え、
「もういいかーい？」と言うと、
「まーだ

だよ」
「もういいよー」など自分の今の状態をきちんと言葉で答えることができていまし

粘土遊び

た。お友達とどこにかくれるか相談しながら、かくれている姿や見つからないようにお
口に手を当てて、静かに様子を見ている姿は、とても可愛らしかったです。
中あて

お散歩

先生達が転がすボールに当たらないように、よくボールを見て逃げ回っていま

した。最後の数名になると接戦になり……悔し涙を流すお友達もいました。一生懸命な
姿に熱い思いを感じました。
ボーリング

トイレットペーパーの芯に、自分で選んだ折り紙をちぎって貼って、ボー

今月の予定
３日（木）身体測定

29 日（火）年末休み

１０日（木）消火避難訓練（火災）

30 日（水）年末休み

１１日（金）健康診断

31 日（木）年末休み

リングのピンを作り、ボーリングをしました。ボールの投げ方も子ども達の個性が光っ

１７日（水）誕生会

1 月 1 日（金）年始休み

ていました。片手で投げる子、両手で投げる子や助走をつけたり、ポーズを決めたりな

２４日（木）食育クッキング

1 月２日（土）年始休み

ど、思いのままに投げて楽しんでいました。

２５日（金）お楽しみ会

1 月３日（日）年始休み

12 月も引き続き色々なルールのある遊びをして、元気いっぱい楽しくみんなで遊びた

※毎週水曜日に安田式体育遊びを行います

いと思います。
。

あさぎ
２０２０年１２月１日発行
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今月の目標
・色々な遊びの中で身体を動かす心地よさや楽しさを味わう。
・状況に応じてメリハリをもって生活を送れるようにする。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

お知らせ・お願い
◎大根堀りについて

寒さも少しずつ厳しくなり、本格的な冬の訪れを感じるこの頃。それでも冷たい北風に
負けず子どもたちは毎日元気に外に飛び出し遊んでいます。また、子どもたちそれぞれが
自分のペースで大きくたくましく成長してきて、自分でできることも増えてきました。あ
さぎ組で過ごす期間も残り少なくなってきましたが、これからも子どもの「楽しい！」
「で
きた！」等の気持ちがたくさん子どもから聞こえるようにたくさんの楽しい活動や遊びを
一緒にしていきたいと思います。
壁面製作は折り紙に挑戦しました。一つ一つの折り方を先生と一緒に折っていきました。
中には少し難しい折り方があり、苦戦する子どももいましたが、最後まで諦めずにやり抜
く姿が見られました。折り終わった後は先生と「できた！」ハイタッチをして一緒に達成感
を味わっていました。折りながら「簡単！」
「それくらいできる！」と自信満々だった子ど
もたちもいざやってみると難しかったようで顔をしかめながら頑張っている姿がとても可
愛かったです。その他に土の中に住んでいる生き物を一緒に考え、ミミズやダンゴムシ、モ

・７日（月）に小田部公民館にて大根堀りを行います。マスクと軍手を使用しますので忘
れずにお持ちくださるようお願いいたします。

◎防寒着について
・防寒着にフードがついているものは遊んでいる最中に引っかかって事故や怪我に繋がる
恐れがありますので、園ではフードがついていない防寒着の着用をお願いいたします。
また、手袋やマフラーをつけてくる場合は園に着いたら外して頂き、
保護者の方が持ち帰ってくださるようご協力よろしくお願いいたします。

◎持ち物の名前記入について
・園に持ってくる物や衣類に関しましては入れ間違い等を防ぐため、必ず

名前の記入を

お願いいたします。再度ご確認の程よろしくお願いいたします。

◎健康診断について
・１２月１１日（金）に健康診断があります。お休みのないようお願いいたします

グラを描きました。土の中のお化けを描くなど今月もあさぎさんらしいとてもユニークな

今月の予定

作品が出来上がりました。ぜひお子さんとご覧になってみてください。
今月は、表面のでこぼこした素材の上に紙を置きその上から鉛筆などでこする技法のフ
ロッタージュといった製作遊びやミニミニピクニック等を体験し、活動を通して秋の自然
にたくさん触れることができました。戸外に出ればたくさんの葉っぱやどんぐりを見つけ
て拾ってきます。子どもにとってはその一つひとつが宝物になり、先生に「見て見て！」と
世紀の大発見をしたかのように見せてくれる子どもの姿も見られました。
12 月もまた季節を感じられる製作や活動を子どもたちと一緒に楽しみながら取り入れ
ていきたいと思います。

３日（木）身体測定

２２日（火）スイミング

１月１日（金）年始休み

７日（月）大根堀り

２４日（木）食育クッキング

１月２日（土）年始休み

8 日（火）スイミング

２５日（金）お楽しみ会

１月３日（日）年始休み

１０日（木）消火避難訓練（火災） ２９日（火）年末休み
１１日（金）健康診断

３０日（水）年末休み

１７日（木）誕生会

３１日（木）年末休み

※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 12 月１日発行
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学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

お楽しみ会に向けて友だちと力を合わせて楽しみながら取り組む。

お知らせ・お願い
・大根掘りについて
12 月７日（月）に大根掘りに行きます。軍手とマスクを持ってきてください。

・防寒着について

ハロウィンパーティーでは、衣装や飾りつけを自分たちで作り、イメージし
ながらハロウィンパーティーに向けて準備してきました。当日は、頭につける
飾りも持ってきて朝から嬉しそうな子どもたち。実際に仮装をしてグループで
お部屋を色々回って「トリックオアトリート」とお菓子をもらって嬉しさも楽
しさも倍増で大満足の子どもたちでした。
園外保育では、福岡市科学館に行ってきました。プラネタリウムでその日の
福岡の夜の星空を見たり、身近な風景に子どもたちは興味津々でした。子ども
たちがこの日一番に楽しみにしていたのはお弁当でした。保護者の方が作った
手作りお弁当はとっても嬉しかったようで、
「早く食べたい」と朝から待ち遠

防寒着はフードがついてないものの着用をお願いいたします。また、手袋やマフラーを
つけてくる場合は、園についたらはずして保護者の方が持ち帰っていただきますよう
お願いいたします。

・持ち物について
体操服のズボンに毎日ハンカチを入れて持たせてください。
また、汚れたときに着る着替えのストック（冬用）を持たせて下さい。
※長袖、ズボン、下着を各 1 枚ずつ
・健康診断について
12 月 11 日（金）に健康診断があります。お休みのないようお願いいたします。

しそうにしていました。お弁当の中に何が入っているのか友だち同士で盛り上
がっていました。とても楽しい食事の時間になりました。お弁当作りありがと

今月の予定

うございました。
戸外遊びでは小田部中央公園だけではなく、どんぐり公園や原北公園など少
し保育園から離れた公園にも遊びに行っています。みんなでご飯にふりかけを
かけて自分たちでおにぎりを握ってピクニックにも行きました。外で友だちと
一緒に食べるおにぎりはとっても美味しかったようで、満面の笑みの子どもた
ちでした。
ぐんじょう組さんは、11 月から午睡がなくなり午後の活動も始まりました
が、ひらがなや数字の勉強、切り紙遊びの製作など、友だちとたくさん関わり
ながら楽しく過ごしています。

３日（火）身体測定

22 日（火）スイミング

７日（月）大根掘り

24 日（木）食育クッキング

2 日（土）年始休み

８日（火）スイミング

25 日（金）お楽しみ会

3 日（日）年始休み

10 日（木）消火避難訓練

2９日（火）年末休み

1１日（金）健康診断

30 日（水）年末休み

17 日（木）誕生会

31 日（木）年末休み
※

1 月 1 日（金）年始休み

毎週水曜日は安田式体育遊びを行います。

