今月の目標
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ん
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・安心・安全な環境の下、感染予防に気を付け、健康に過ごす。
・指差しや言葉などで自分のおもいを相手に伝え、気持ちが通じ合うこと
の喜びを味わう。

衣類の着脱について

・
トイレへ行くと、自分でズボンを脱ごうとがんばっています。ひとりで履くこと
暖かい日もあり、少しずつ春が近づいてきていますね。早いものでごふん
組での生活もあと 1 ヶ月。あんなに泣いていた子どもたちもすっかり園生
活に慣れて、毎日笑顔で楽しく過ごしています。
2 月は節分の日に、鬼がやってきて、新聞紙で作った豆を投げました。練
習では上手に投げていましたが、いざ室内に鬼が入ってくると、ほとんどの
子どもがびっくりして泣いてしまいました。

は難しいですが、はりきってアンパンマンの椅子に座り、両手でしっかりズボンを
握って、あげようとしています。給食やおやつ後の着替えでは「お着替えしようね」
と声をかけ、両手を出してあげると、服をひっぱって自分で脱ぐことができます。
『自分でしたい』という意欲も芽生えつつあり、見守りながら、できることを増やし
ていくようにしています。

ズボンをはくよ！

服をぬぐよ！

できたー！！！

1 年を通して、子どもたちは
できることがたくさん増えま
した。スプーンで食べられる
ようになったり、朝のお名前
呼びでは手をあげてお返事を
したり、自分で帽子をかぶったり、様々な成長を見ることができました！こ
れも保護者の皆さまのご協力とご理解があったからこそだと思います。本当
じぇ
にありがとうございました。これからもかわいい子どもたちの成長を見守っ
ていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします！

※来年度の持ち物についての説明を別途配布いたします。ご質問などありましたら、
担任までお願いいたします。
※4 月 1 日の入園式は新入園児のみで行います。進級児につきましては通常保育を
行います。

今月の予定
3 日（水）ひな祭り

20 日（土）春分の日

4 日（木）身体測定

25 日（木）誕生会

１1 日（木）消火避難訓練（火災）

27 日（土）卒園式

18 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。

今月の目標
・散歩や戸外遊びを楽しみ、春の訪れを感じる。

しらあい
２０２１年２月２６日発行
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冬が終わり、暖かな春の訪れを感じられる季節となりました。窓を開けると心
地よい風が入り、気持ちよさそうに遊んでいる子どもたちです。
節分では鬼の登場に最初は唖然としていた子どもたちですが、鬼が近づいてくる
と保育士にしがみつき泣く子や一生懸命ボールを投げて鬼を退治しようとする子
もいました。鬼が逃げていく姿を見ると子どもたちも安心したのか「オニさん、
怖かったね」「オニさんいたね」とお友だち同士でお話しする姿が見られました。
そのあとは、自分たちで作った鬼のお面をつけて鬼に変身し楽しそうに見せ合い

・お友だちと関わり合う中で、遊びを共有する楽しさを味わう。

お知らせ・お願い
・おむつの貸し出しについて
園のおむつを使用した際は、使用した枚数分記名をせず園にお返しくださ
い。
・緊急連絡先について
お仕事がお休みでやむを得ずお子様を園に預ける際は、確実に連絡がとれ
る電話番号を担任にお知らせ頂くか連絡帳に記入して頂きますようお願
いいたします。
・入園式について
４月１日の入園式は新入園児のみで行います。進級児につきましては通常
保育を行います。

っこをして遊んでいました。
お遊戯会では、大きなカメラに緊張している様子でしたが本番になると楽しそう
に保育士の動きを真似て体で表現をしていました。とても可愛らしい子どもたち
が撮れましたので D V D を楽しみにしていてください。
早いものでみんなで過ごし始めてもうすぐ一年が経とうとしています。入園した
時は初めての環境にドキドキしてたくさん泣いていた子どもたちも、今ではニコ
ニコ笑顔で登園しお友だちや先生と元気に遊んでいます。この一年で、朝の準備

だるまさんシリーズ

豆まき

や衣服の着脱が一人でできるようになったり、率先してお手伝いをしてくれるよ

今月の予定

うになったりしました。また、少しずつ自分の気持ちを言葉にして保育士やお友
だちに伝える事ができるようになり、お友だちに対しても優しく声をかけるな
ど、子どもたちの成長した姿がたくさん見られました。子どもたちがいつも楽し
く笑って過ごせたのは、保護者の皆様のご協力があったからだと思います。本当
にありがとうございました。今後とも子どもたちが楽しく笑顔で過ごすことがで
きるよう、十分配慮して保育をおこなっていきたいと思います。来年度も温かい
ご理解とお力添えをよろしくお願いいたします。

３日（水）ひな祭り

２０日（土）春分の日

４日（木）身体測定

２５日（木）誕生会

１１日（木）消火避難訓練（火災）

２７日（土）卒園式

１８日（木）食育クッキング
※

毎週水曜日に安田式体育遊びをします。

今月の目標
・季節の変化や自然に興味を持ち、戸外遊びを楽しむ。

びゃくぐん
２０２１年２月２６日発行
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おねがい・お知らせ
〇緊急連絡先について
お仕事がお休みの日に、やむを得ずお子様を預けられる際は、緊急時に連絡

昼夜の寒暖差はありますが、お昼のポカポカな陽気が春を感じさせてくれます。いよい
よ今年度も残りわずかとなりました。１年間を振り返るとできるようになったことが増
え、心も体も大きく成長しました。
一人遊びが多かったびゃくぐん組さんでしたが、お友達と一緒に遊べるようになって今

がとれる連絡先を連絡帳に記入していただくか、担任にお知らせください。
〇入園式について
４月 1 日の入園式は新入園児のみで行います。進級児につきましては通常
保育を行います。

では数人のグループに分かれて遊んでいます。玩具を貸してあげる姿も見られるように
なりました。自分の気持ちを言葉にして相手に伝えられるようになり、お友達に「〇〇
ひな人形製作

だよ」と教えてあげる姿も見られます。
食事では、スプーンの持ち方がとても上手になり、お皿を持ってこぼさずに食べられる
ようになりました。お箸を使って食べようとする姿も見られます。
着替えも自分で上手に出来るようになり、脱いだスモックを裏返したり、洋服を畳んだ
りすることに挑戦しています。オムツだったお友達もパンツになり、トイレに行くこと
を教えてくれるようになりました。さらに、トイレの前で並んで待てるようになって、
ズボンを脱がずに膝まで下げて座ってできるようになりました。
１年間はあっという間でしたが、たくさんの成長を共に喜び合えたことを嬉しく思いま

小田部中央公園へお散歩

す。行き届かない面もあったと思いますが、保護者の皆様にはご理解やご協力をいただ
いたこと深く感謝しております。ありがとうございました。
ひな人形製作

今月の予定

小田部中央公園にお散歩に行った時にみんなで拾った木の枝を使ってひな人形を

作りました。
「あかりをつけましょう♪ぼんぼりに～」と歌いながら、お雛様の顔を描く姿や、作っ

３日（水）ひな祭り

２０日（土）春分の日

たお雛様とお内裏様を動かして「こんにちは」
「好きな食べ物は？」とお人形ごっこをして楽しむ姿

４日（木）身体測定

２５日（木）誕生会

が見られました。
季節の歌

「雪のペンキ屋さん」をみんなで歌っていたら、両手を斜めに下げてパタパタとさせ

て、横に揺れながら歌う子ども達……♬どうしてそんな風に歌うのか尋ねたら「ペンギンさんの真
似っこしているの」という答えが返ってきました。ペンキ屋さんをペンギンさんと思ったお友達の
可愛らしい表現にみんなが笑顔になりました。

１１日（木）消火避難訓練（火災）

２７日（土）卒園式

１８日（木）食育クッキング
※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
２０２１年２月２６日発行
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・自分で考えて行動したり、自分の気持ちを伝えようとしたりする。
・基本的な生活習慣や健康、安全に必要な習慣の自立に向けて行動する。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

お知らせ・お願い
◎保育園からのパンツの貸し出しについてについて
パンツを園から貸し出した場合は衛生上の観点から同サイズの新しいもの

寒さの中にも、少しずつ春の暖かい日差しが感じられるようになったこの頃。
子どもたちは春を待ちわびていたかのように戸外遊びや散歩をいつも以上に楽
しんでいます。発表会や節分と２月もたくさんの思い出を作ることができまし
た。
発表会では初めはおじいさん役がしたいとたくさん手が上がっていましたが、
何度か原作の物語の読み聞かせをしていく内に、
「ぼく犬さんやりたい！」
「猫さ
んがいい！」等と動物のキャラクターにも興味を持ってくれました。練習では役

を購入し、園に返して下さいますようお願いいたします。

◎お仕事がお休みの場合
お仕事がお休みの日にでも止むを得ずお子様を預けられる際は、担任に確実
に連絡がとれる番号をお伝えください。

◎入園式について
４月１日の入園式は新入園児のみで行います。進級児につきましては通常保
育を行います。

になりきって表現することに少し恥ずかしさも見られましたが、セリフを覚えて
くると自信がついてきたのか堂々と演じる子どもたちでした。本番はいつもと違

発表会 ： 劇遊び 「おおきなかぶ」

みんなで協力して、おおきなかぶ
をぬくことができました！！

った雰囲気で緊張感がありましたが自分の役になりきって、とても元気に可愛く
表現することができました。直接お見せすることができませんでしたが、DVD を
ご覧になりながら子ども達と楽しかった思い出を共有して頂ければと思います。
節分では、鬼が来る前に自分で作ったお面をかぶって意気揚々としていた子ど
もたちでしたが、いざ鬼が来ると、１０人以上の子どもたちは先生の後ろに悲鳴
を上げながら避難していました。勇敢にも向かっていた残りの子どもたちが一生

今月の予定

懸命に新聞紙で作った豆を投げてくれて無事に鬼を退治してくれました。これで
今年も元気に健康で過ごすことができますね！
今年度もいよいよ残りわずかとなりました。来年度に向けて少しずつ準備しな
がら残りの日々を思いっきり楽しみたいと思います。

３日（水）ひな祭り

２０日（土）春分の日

４日（木）身体測定

２３日（火）スイミング

9 日（火）スイミング

２５日（木）誕生会

１１日（木）消火避難訓練（火災）

２７日（土）卒園式

１８日（木）食育クッキング
※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２月２６日発行

・進級に向けて目標を持って様々なことに取り組む。
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お知らせ・お願い
・下着について
パンツが汚れた際にご家庭のストックが園に置いてない場合は、園のパンツを履
かせますので、同じサイズの新しいものを購入して園にお返してください。
・休みの連絡について

こんぺき・ぐんじょう組で生活をするのも残り 1 か月となりました。
先月の発表会では、今まで練習を頑張ってきたことがたくさん発揮されてい
て、とてもかっこいい姿が見られました。発表会を終えてまた頼もしく成長を
した子どもたち。当日はコロナの影響で保護者の方に見て頂けずとても残念で
したが、DVD で、子どもたちの姿を見てたくさん褒めて頂ければ嬉しいです。

お仕事がお休みの日にやむを得ずお子様を預けられる際は、担任に確実に連絡が
とれる番号をお知らせください。
・入園式について
４月１日の入園式は新入園児のみで行います。進級児につきましては通常保育を
行います。

発表会の練習が続いていたので、発表会を終えてからは遊びを多く取り入れ
ました。室内では初めて伝言ゲームに挑戦！３グループに分かれてゲームを行
いましたが、少し難しかったようでなかなかうまく伝えられず、最後には全然
違った言葉になっていました。それがとても面白く、みんなで大笑いをしまし
た。戸外では最近はおにごっこやこおりおになどごっこ遊びが大好きな子ども
たちです。ルールのある遊びもどんどん増えてきて戸外に出るといつも元気い
っぱいに走り回って楽しんでいます。
節分の日には、室内で豆まきを行いました。
「鬼いつ来るかな」と少し不安
気にドキドキしている子もいれば、
「鬼を倒すぞ」と気合満々で待ち構えてい

今月の予定

る子もいました。いざ鬼が来ると泣いてしまう子もいましたが、それでも新聞
紙の豆をいっぱい投げつけて鬼を倒そうとする頼もしい姿が見られました。
3 月は進級に向けてこんぺき・ぐんじょう組それぞれ子どもたちとも一緒に
目標を決めながら、それに向かって一人ひとりが意識を持って頑張って取り組
めるようにしていきたいです。

３日（水）ひな祭り

20 日（土）春分の日

４日（木）身体測定

2３日（火）スイミング

９日（火）スイミング

2５日（木）誕生会

11 日（木）消火避難訓練（火災）

27 日（土）卒園式

1８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。

