今月の目標

ごふん
2021 年 1 月 29 日発行

第 11 号

・自分でスプーンや手づかみ食べを行い、自分で食べる意欲を持つ。
・他児との関わり合いの中で他児に興味を持ち、玩具の貸し借り等を

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

言葉や、自分なりの表現で相手に伝える。

上手に歩けるんだよ
早いもので、ごふん組での生活も残すところ後 2 カ月となりました。残
り 2 カ月子どもたちと一緒に遊んだり、お話をしたりして沢山の思い出を
作っていきたいと思います。

１歳児クラスに向けて公園まで誘導ロープで散歩をする練習を始めま
した。以前は保育士と手を繋いで歩いていましたが、最近では上手に誘
導ロープを持って歩けるようになってきました。時間がある際は、登降
園も一緒に歩いてみて下さい。

ごふん組では 1 月の製作で新年の“書初
め”をしました。
筆を縦や横に動かしてみたり、力強い筆圧
7

や優しい筆圧で書いてみたりと１人１人個
性の出る作品に仕上がりました。
初めての筆の感触で“まだしたい”と筆を
離さず穴が・・・それでも子ども１人１人

じぇ

の“したい”と思える意欲が１つの成長に
繋がってきますし、欲求を満たしてあげる

お願い

ことで精神的安定にも繋がってきます。

・３月２７日（土）卒園式は、ぐんじょう組のみの参加になります。
職員みんなでお見送りをしたいと思いますのでできるだけ家庭保育の
ご協力をお願いいたします。

今月の予定

保育園では１人１人の欲求を満たしながら１歳児に向けて生活面や、
遊びの自立ができるよう日々の生活の中で子ども達が意欲を持って
楽しく取り組めるようにしていきたいと思っています。

２日（火）節分の集い

１２日（金）消火避難訓練（火災）

３日（水）身体測定

１８日（木）食育クッキング

４日（木）お遊戯会 DVD 撮影

２３日（火）天皇誕生日

１１日（木）建国記念の日

２５日（木）誕生会

今月の目標

しらあい
２０２1 年１月２９日発行

第 11 号

・一人一人の体調に留意し、寒い時期を元気に過ごせるようにする。
・身の回りに事に興味を持ち、積極的に取り組もうとする。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

お知らせ
＊卒園式について

しかし、まだまだ寒い日が続きますので健康管理に留意しながら元気に過

３月２７日(土)は第 1 回卒園式を予定しています。
職員全員でお見送りをしたいと思っていますので、家庭保育のご協力をお願いし
ます。

ごしていきたいと思います。

＊健康観察表について

今月は立春を迎え、暦の上ではこの日から、春の始まりとなります。

しらあい組は、朝の準備を自分で行っています。エプロン出しておしぼ

8：30〜17：30 までは 2 階の保育室前に移動させていただきます。
ご協力お願いします。

り出してと１つ１つ保育士の真似をしながら行っていた子どもたちも自分
達でスムーズに準備が行えるようになってきました。朝の準備以外にも自
分で出来ることが増えてきました。まだまだ完璧ではありませんが子ども

✿保育園での様子✿ 製作風景（鬼のお面・升）

達の成長に合せて出来ることが増えていけるように手助けしていきたいと
思います。
散歩では、少し距離のある目的地にも行けるようになってきました。初
めて見るものに興味津々で歩きながらも周りを見ていたり、
「あるこ〜♪
あるこ〜♪」と歌いながら歩いたりと散歩を楽しんでいますよ。

今月の予定

お遊戯会について
しらあい組はだるまさんシリーズの絵本を身体を動かして表現します。
赤、青、黄色のだるまさんが登場します。
発表会の様子は、保育参観の時の映像と一緒に販売させて頂きます。
２月４日（木）10：00 から撮影を行いますので、お休みをされないよう
にお願いします。

２日（火）節分の集い

１２日（金）消火避難訓練（火災）

３日（水）身体測定

１８日（木）食育クッキング

４日（木）お遊戯会 DVD 撮影

２３日（火）天皇誕生日

１１日（木）建国記念の日

※

２５日（木）誕生会

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
２０２１年１月２９日発行

・身近な自然に触れながら、寒い時期を健康的に過ごす。

第１１号
学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

お知らせ・お願い
◎お遊戯会に関して

あっという間にもう２月。びゃくぐん組さんでの残りの日々を大切に過ごし

お忙しい中、衣装のご用意ありがとうございました。４日の DVD 撮影

ていきたいと思います。園の中では、それぞれのクラスから歌声や楽器の音が

後お返ししますので、よろしくお願いいたします。

鳴り響いています。発表会に向けて子どもたちは張り切って練習をしていますよ。

◎卒園式について

「ぼくはみどり豆！」
「わたしはいちご！」と、自分の役になりきっている子ど

３月 27 日土曜日に卒園式を予定しています。室見ガーデン職員全員で

もたち。みんなで楽しく練習し、素敵な発表会が出来るように頑張っていきま

ぐんじょう組さんの子どもたちを見送りたいと思いますので、出来る限

しょう！

り家庭保育のご協力をお願いいたします。

お昼寝の前には、スモックを脱いで、裏返しになったら袖を引っ張りながら自

◎トイレトレーニングについて

分で戻そうとする姿が見られるようになってきました。先生に「こっち？」
「ど

子どもたちの園やお家での頑張り、保護者の皆様の援助のおかげでクラ

こもつの？」と尋ねながら、時間がかかっても、自分でやるんだ！という意欲

ス全員が日中をパンツで過ごすようになりました。子どもたちの個人差、

も感じられ、毎日挑戦しています。ぜひお家でも自分で取り組んでいる際には、

発達段階に応じて進めていき、徐々に午睡時や朝夕もパンツになる子が

見守ってあげて下さいね。

増えてきました。これから、あさぎ組さんになる 4 月に向けて、出来る

節分の豆まきに向けて、鬼のお面・桝作りをしました。お面作りでは、お花紙

限り朝はパンツで登園していただくようお願いいたします。

を手で丸めて鬼の髪の毛にし、カラフルな色や模様のお花紙を自由に選んで楽
しみました。角はペンで模様を描き、自分で貼り付け、それぞれ個性的で素敵

今月の予定

な鬼のお面が出来上がりました。

製作

ダンス

雪遊び

3 日(水)身体測定

１８日(木)食育クッキング

４日(木)お遊戯会 DVD 撮影

２３日(火)天皇誕生日

１１日(木)建国記念日

２５日(木)誕生会

１２日(木)消火避難訓練（火災）
※毎週水曜日に安田式体育遊びをします。

あさぎ
２０２１年 1 月 29 日発行

第１１号

今月の目標
・身の回りのことをほとんど自分でできるようにする。
・寒さに負けず、戸外で元気に遊び丈夫な体をつくる。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

卒園式について
・3 月 27 日（土）に卒園式を予定しております。この日は、職員みんな
で見送る会にしたいので、その日はできるだけ家庭保育をしていただき

寒い季節が続くこの頃。子どもたちは、ひんやりとした空気を肌で感じたり、白

ますようご協力をお願いいたします。

い吐息を吐いたりと、小さい体で季節を感じています。
1 月には園庭に雪が積もり、早く雪遊びがしたくて外に出る前から子どもたちは
大興奮でした。先生や友達と雪合戦をしたり、雪だるまを作ったりとたくさん雪

今年の干支製作

を使った遊びができました。普段体験できないようなことができて子どもたちも
大満足な様子でした。
また発表会に向けての準備もとても頑張っています！友達と一緒に体を動かし

発表会で使う道具を

たり、セリフを覚えて自分で言うことにも挑戦中です。緊急事態宣言の影響で発

みんなで色塗り！

表会を直接保護者の方にお見せすることは叶いませんが、映像を通じて子どもた

ダルマ製作（福笑い）

ちの成長した姿をお見せできればなと思います。
あさぎでの生活も残り 2 ヶ月となりました。子どもたちとたくさん笑って、た
くさん遊びながら成長を見守っていきたいと思います。

お集りの時にみん
なでにらめっこ！
にらめっこ！

今月の予定

雪遊び
２日（火）節分の集い

１２日（金）消火避難訓練（火災）

３日（水）身体測定

１８日（木）食育クッキング

４日（木）お遊戯会 DVD 撮影

２３日（火）天皇誕生日

１１日（木）建国記念日

２５日（木）誕生会

雪だるまたくさん
作りました！

※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
２０２１年 1 月 29 日発行

第 1１号
学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

友だちと共通の目標を持ち、楽しんで劇をつくりあげる。

お知らせ・お願い

1 年１月 29 日発行
・マスク着用について
こんぺき、ぐんじょう組さんは毎日マスクの着用をお願いいたします。
1 月はお正月ならではの日本の伝統遊びを行いました。製作では福笑いに取り
組みました。自分たちで眉毛、目、鼻、口など顔のパーツを好きな形にはさみで切

※名前の記入もお願いいたします。
・園外保育について

り、目隠しをして福笑いに挑戦！ドキドキワクワクしながら顔のパーツを友だち

2 月 26 日（金）に園外保育を予定しておりますが、

に応援してもらいながら張り付けていきました。目隠しをとると面白い顔になっ

コロナの影響で中止いたします。

ていてみんなで大爆笑でした。画用紙で作った羽子板と風船を使ってトーナメン

・卒園式について

ト戦の羽子板遊びもしました。初めてのトーナメント戦で勝ち残れるかドキドキ

3 月 27 日（土）に卒園式を行います。※ぐんじょう組のみ

の戦いで、子どもたちも気合十分に取り組んでいました。負けて悔しがる子もい

詳細はまた後日お知らせいたします。

ましたが、勝ち残った友だちの応援を頑張ってくれていました。凧あげにも挑戦

※職員みんなで卒園児を見送る会にしたいので、この日はできるだけ家庭保

しました。なかなかあがりませんでしたが、その中で自分たちでどうやってあが

育のご協力をお願いいたします。

るか工夫したり考えたりする姿も見られ、友だちと一緒に楽しんでいました。
2 月の発表会に向けて本格的に練習を頑張っています。自分の役になりきって
大きく表現して踊ったり、友だちの役の動きも覚えて踊ったりと友だちと一緒に

今月の予定

楽しみながら練習に取り組む姿が見られます。一つの劇が完成するとともに達成
感や自信に繋がっていて、表情も頼もしくなりました。コロナの影響で実際に子
どもたちの姿が見ていただけないのが残念ですが、ビデオ撮影がありますので、
成長した姿を見ていただけると嬉しいです。

２日（火）身体測定

1６日（火）スイミング

４日（木）お遊戯会 DVD 撮影

18 日（木）食育クッキング

９日（火）スイミング

23 日（火）天皇誕生日

11 日（木）建国記念の日

25 日（木）誕生会

12 日（金）消火避難訓練（火災）
※

毎週水曜日は安田式体育遊びを行います。

