今月の目標

ごふん

第5号

２０２1 年 7 月 30 日発行

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

～暑い夏を乗り切ろう～

・体調に配慮し、暑い夏を気持ちよく過ごせるようにする。
・水の感触を味わいながら楽しんで遊ぶ。

お知らせ・お願い
○離乳食の内容について
連絡帳への離乳食の内容について、ご明記をお願いいたします。

本格的な夏の到来となりました。子供たちは、室内をはいはいやずりばいで活
発に動き回り、マットや棚などでつかまり立ちをして、また違った景色を楽しん
でいます。食事前後に手を合わせたり、「ばいば～い」と手を振ったり、おじぎ
をしたり、真似をするような動作がたくさんみられるようになってきました。
先月は体調不良でお休みの子が多かった為、こまめに水分補給をしたり、十分
な睡眠がとれるよう室内の温度を調節したりして、快適に過ごせるようにしてい
きます。子どもたちの体調をみながら、水遊びや沐浴をし、水の感触や気持ちよ
さを楽しんでいきたいと思います。
保護者の方々も、体調には十分に気をつけられて楽しい夏をお過ごしくださ
い。いつもご協力ありがとうございます！

お名前呼びも、元気に！

今日も一日、はりきっていきます！
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〇運動会について
9 月 25 日（土）に運動会を予定しています。
対象はしらあい組からぐんじょう組です。ごふん組はございません。

感触遊びを楽しもう♪
乳児期から様々な物に触れると、手先や運動
能力を伸ばすだけでなく、好奇心旺盛になり、
想像力も養います。不思議な表情を見せながら
も、集中して感触遊びを楽しんでいます！
（感触遊び）
・小麦粉粘土、片栗粉遊び、新聞やぶり
氷遊び、スポンジ遊びなど

沢山遊んで・・・
沢山遊んで・・・
動けるように
なったよ！

黄色いボールは
お気に入りです！

今月の予定
2 日（月）身体測定

12 日（木）消火避難訓練（火災）

8 日（日）山の日

19 日（木）食育クッキング

9 日（月）振替休日

26 日（木）誕生会

しらあい
２０２1 年７月３０日発行

第５号

８月の目標
・夏ならではの遊びを保育士等と行い、自然や生き物などにも触れ興味関心

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

を持つ。
・水分補給を十分におこない、快適に過ごす。

セミの鳴き声と共に、夏の暑さを日々実感する季節となりました。

お知らせ・お願い

子どもたちは、しっかりと水分補給を行いながら、夏を楽しく過ごしてい
ます。汗をかいた後は着替えをし、清潔になる心地よさを感じられるよう

🌼持ち物について

にしています。

・記名が薄くなっている持ち物がありますので、もう一度確認をお願い
いたします。

～氷に触ってみよう！！～
水あそびが始まる前、氷に触れた子どもたちは、

🌼フェイスタオル 1 枚をご持参ください。
（記名をお願いいたします）
・暑い日が続き子どもたちも汗をかくた為、水あそびがない日には沐浴で汗を流
し、心地よく過ごせるようにしていきたいと思います。

「つめたい」
「あれ、ないよ」など五感をふるに
つかって氷の感触を味わいました。手で握りしめたり、

🌼運動会について

舐めたりしながら楽しんでいましたよ。

9 月 2５日（土）に運動会を予定しております。

また壁に貼った模造紙に氷をパスの

詳細につきましては、決まり次第お知らせいたします。

様に使い、線を描いたり、濡れた所に
指を入れて破ったりなど様々なあそび
へと展開する姿が見られました。

今月の予定

その後のプール開きでは、プールの中に
興味を持って触れてみたり、自ら入った
りと意欲的に遊んでいます。
今後も子どもたちにとって楽しい思い出が

２日（月）

身体測定

１２日（木）

消火避難訓練（火災）

８日（日）

山の日

１９日（木）

食育クッキング

９日（月）

振替休日

２６日（木）

誕生会

残るような水あそび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。

今月の目標

びゃくぐん
２０２１年７月３０日発行

第5号

・戸外遊びを通して夏の自然や生き物に触れ興味や関心を持つ。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

お知らせ・お願い
いつの間にかセミの声が聞こえ始め、季節はすっかり夏です。たくさん遊
んで、いっぱい食べて、そしてしっかりと休息を取りながら、暑い夏を元気
に過ごしていきたいと思います。

★水筒について
水筒を買い替える際は、プラスチック製の物ではなく保冷の効く

先日、園庭で育てているオクラを観察しました。食育で種から植えたオク
ラがもうこんなに大きくなってみんなびっくり！「おはなさいてるよ」
「は

ステンレス製の物をご購入ください。
また、直飲みタイプでお願いします。
（ストロータイプはご遠慮ください。
）

っぱおおきいね」
「ちっちゃいおくらあるよ」などとオクラの生長を楽しみ
にしています。水やりや観察を通して、食への関心をもち何でも美味しく食
べられるようになったらいいなと思います。
そして初めての水遊びでは、園庭に出るなり嬉しそうな子ども達。おもち

★運動会について
９月２５日（土）に運動会を予定しております。
詳細につきましては、決まり次第お知らせいたします。

ゃを水に浮かべたりコップですくってみたりとキャッキャとはしゃぐ声が
響いています。これからも一人ひとりの体調の変化を見逃さず、休憩や水分
補給をしながら夏ならではの遊びを充分に満喫したいと思います。

※戸外遊び、水遊び等で着替えが増えてくるので、紛失防止のため衣服や
タオル等、持ち物に記名があるかの再度ご確認をよろしくお願いします。

せみさーーん！

今月の予定

突然遊びに来たセミに夢中な子ども達。

２日（月）身体測定

１２日（木）消火避難訓練（火災）

８日（日）山の日

１９日（木）食育クッキング

９日（月）振替休日

２６日（木）誕生会

虫図鑑を広げ「これ？」
「いっしょ！」と
探す姿が微笑ましかったです♡

※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

第５号
学校法人 光寿学園

２０２１年７月３０日発行

・保育士等の話を聞き、安全にプール遊びや泥遊び等の夏ならではの遊びを
楽しむ。

室見ガーデン保育園

スイカ割り
木の棒で思いきり
叩き、少しずつひび
が入り割れまし
た！

梅雨が明け、眩しい太陽の陽射しと共に夏がやってきました。
先月は、泥遊びにプール遊びにスイカ割り、夏ならではの活動をたくさん行いました。泥ん
こ遊びではこんぺき・ぐんじょう組さんと一緒に泥んこプールに入ったり、泥のお城を作
ったり、先生に泥だんごを作ってもらって大喜びしていました。年上のお友達や先生の真
似をしてサラサラの砂をかけて上手に固める子もいて驚きでした。

体操

散歩なども異年齢児との関わりが増え、一緒に手を繋いだり、遊んだりすることを楽しみ
にする姿が見られます。異年齢のお友達が近くにいることによって「こうなりたい！」
「や
ってみたい！」という思いがより強く表れるようになり、あさぎ組の子ども達にとってい
い刺激になっていると思います。これからもこんぺき・ぐんじょう組のお友達からたくさ
んのいい刺激を受けながら生活を送れたらいいなと思います。

プール遊び

製作活動では折り紙でカニを折りました。画用紙で作ったハサミや目を自分でつけて足や
顔を描き、足形はサンダルに見立てて海の砂浜をイメージしました。個性豊かなカニと青
や虹色の海や空を描いた素敵な作品が出来ています。お部屋の壁に飾っているので、送迎
の際ぜひご覧ください。８月も気温の高い日が続くと思いますが、暑さに負けないように

２グループにわか
れて入っています。
カップに水を入れ
て遊ぶのがみんな
大好きです！

元気に体を動かし、熱中症に十分に気をつけて８月もたくさんの思い出を作っていきたい
と思います。

今月の予定
◎降園時について
駐車場が混み合い、車が停められず困ってある保護者の方もいらっしゃいます。お迎え
の後は園庭には行かず、駐車場のスムーズな出し入れにご協力お願いいたします。

◎運動会について
9 月 2５日(土)に運動会を予定しております。
詳細につきましては、決まり次第お知らせいたします。

３日（火）身体測定

１２日（木）消火避難訓練（火災）

８日（日）山の日

１９日（木）食育クッキング

９日（月）振替休日

２６日（木）誕生会

※

８月は、スイミングはありません。

※

安田式体育遊びは毎週水曜日に行います。

8 月の目標

こんぺき
２０２１年７月 3０日発行

第５号
学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

・水分補給をこまめにしながら、身体を動かす。
環境の中での過ごし方や生活の流れが分かり、見通しを持って生活し
たり、身の回りのことを自分で行ったりする。
・新しい環境の中での過ごし方や生活の流れが分かり、見通しを持っ

お知らせ・お願い

て生活したり、身の回りのことを自分で行ったりする。

プール遊びが始まりました！
うだるような暑さが続き、連日熱中症指数計は『危険』を表示していま

■園外保育について
・新しい環境の中での過ごし方や生活の流れが分かり、見通しを持っ
8 月 23 日（月）に福岡市科学館（プラネタリウム）に園外保育に
て生活したり、身の回りのことを自分で行ったりする。
行きます。当日は 9 時までに登園をお願いします。

す。そのため、散歩はもちろん園庭に出ることも少なくなっており子ども

服

たちも「お外で遊びたい」と言っていましたが、ついにプール開きしまし

持ち物…

た！
水着に着替えている時から子どもたちのテンションは上がりっぱなし

装…

体操服上下・通園靴・マスク
お弁当・水筒

※おやつ・おしぼり（除菌シート）は園で準備します。
※後日、園外保育費（￥400）を別途徴収させていただきます。

で、お待ちかねのプールに入ると、
「つめたーい！」
「気持ちいい！」と大
喜びでした。いつもはお部屋で行っているリトミックのアヒルさん、ワニ

■運動会について

さん歩きをしたり水を掛け合ったりして遊んだ後、給食をたくさん食べて

9 月 2５日（土）に小田部中央公園で予定しております。

ぐっすりお昼寝しています。

詳細につきましては、決まり次第お知らせいたします。

最近では、遊んでいるときにお友達におもちゃを貸してあげたり、
「いま
〇〇する時間だよ」とお友達に教えてあげたりする姿が多く見られるよう
になってきました。8 月も優しくて友達思いのこんぺきさんと一緒に元気
に猛暑を乗りきっていきたいと思います！

８月の予定
2 日（月）身体測定

19 日（木）食育クッキング

８日（日）山の日

23 日（月）園外保育（プラネタリウム）

９日（月）振替休日

26 日（木）誕生会

１２日（木）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

今月の目標

ぐんじょう
２０２１年７月 30 日発行

第５号

夏の遊びを楽しみながら工夫したり試したりする。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

お知らせ・お願い
7 月はすいか割りをしました。ぐんじょう組さんは目隠しをして盛り上がり
ました。目を隠すとドキドキ感が増し、お友だちの「右！左！もっとこっち！」

・園外保育について

などの声掛けを聞きながら頑張ってすいかを狙いにいっていました。すいかに

24 日（火）に園外保育でマリンワールド海の中道を予定しております。

あたるとみんなで喜び合う姿が見られ微笑ましかったです。みんなで割ったす

お弁当のご用意と 9 時までの登園をお願いします。

いかは格別に美味しかったようで、満面の笑みの子どもたちでした。

持ち物の、お弁当、水筒、シートをカバンに入れて持ってきてください。

プール遊びでは、毎回大興奮で楽しんでいるぐんじょう組さん！去年は、水

おやつ・おしぼり（除菌シート）は園で準備します。）

に顔をつけることに抵抗があった子もいましたが、今年は自らどんどん水の中

マスクを忘れないように持ってきてください。

に潜って泳ぐ姿も見られ成長を感じています。
「先生次はいつ入るの？」とプ

※園外保育代（￥800）は後日徴収いたします。

ール遊びの日が待ち遠しい子どもたちです。
風鈴作りにも取り組みました。自分たちで飾り付けは自由にさせたのです

・運動会について

が、その中で考えたり工夫したりする姿が見られ、
「もっとこうしよう」と試

9 月 2５日（土）に運動会を予定しております。

行錯誤しながら楽しんでいました。
「僕のおしゃれでしょ」
「ここをこんな風に

詳細につきましては、決まり次第お知らせいたします。

してみたよ」など嬉しそうに教えてくれました。風が吹くと「先生見て！音が
鳴ってる！」と風鈴を見つめて涼しさを感じている子どもたちです。

今月の予定
２日（月）身体測定

１９日（木）食育クッキング

８日（日）山の日

２４日（火）園外保育（マリンワールド）

９日（月）振替休日

２６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おこないます。

