今月の目標

ごふん
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まだまだ暑い日が続いていますが、早いもので今年度も半年が経ち、子
どもたちのできることも少しずつ増えてきました。朝の会や帰りの会で
元気に手を挙げたり、
「いただきます」
「ごちそうさま」の挨拶で保育士の
真似をしながら手を合わせたりするなど、成長を感じる姿がたくさん見
られます。また、マット遊びでは平面のマットの上だけでなく、マットで
作ったお山の上もハイハイやずりばいで登ったり降りたりして、より活
動的になった子どもたちの姿に逞しさを感じます。
先月からごふん組に新しいお友達が増え、にぎやかになってきました。
まだ新しい環境に不安を感じていると思いますが、子どもたちが安心し
て過ごすことができるように保護者の方と温かく見守っていきたいと思
いますのでよろしくお願いいたします。

・ゆったりとした雰囲気の中で、ミルクをのんだり、離乳食を食べられる
ようにする。
・保育士等との信頼関係を深め、安心して過ごせるようにする。

お知らせ・お願い
〇運動会の日程変更につて
運動会の日程が９月２５日（土）から 10 月 9 日（土）に変更と
なりました。詳細は先日お渡しした別紙にて記載していますので
そちらをご確認ください。
※運動会の日はごふん組は、その日は見学での参加となります。
ご了承ください。
〇敬老の日のプレゼントについて
敬老の日のプレゼントを製作します。出来たらお渡ししますので、
おじいちゃんおばあちゃん宛にポストに投函していただくようお
願いいたします。
〇記名について
持ち物には、見やすいところにはっきりと名前を書いて頂くと、
大変助かります。ご協力をよろしくお願いいたします。

箱にすっぽり入ったよ

今月の予定

山登りだぁ！
布団で眠れるよ☆

1 日（月）身体測定

22 日（水）食育クッキング

9 日（木）消火避難訓練（地震）

23 日（木）秋分の日

２０日（月）敬老の日

29 日（水）誕生会

しらあい
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９月の目標
・活動と休息のバランスを取りながら、無理なく健康的に過ごせるようにする。
・尿意やオムツが汚れたことを言葉や仕草で伝えたり、トイレで排尿、排便したりする。

暑かった 8 月もあっという間に過ぎ、日中近くの公園へお散歩に行くとトン

お知らせ・お願い

ボが飛んでいることが増えて少しずつ秋が近づいてきているように思います。
はじめは、
「ムシいる！」と指さしていた子どもたちに「トンボだよ」と知らせ
ると嬉しそうに「あっちにもいる」
「とんぼ！」とお友達同士で話したりしてい
てとても微笑ましかったです。

🌼爪切りをお願いします

これから、気温が大きく変化する時期です。体調管理に十分気を付けながら元

・安全に楽しく過ごせるようにお子さんの爪を短く切って頂きますようにお願い

気に過ごしていきたいと思います。

～ダイナミックに～
保育士が大きな紙を机に貼っていると
ソワソワしている子どもたちは、椅子に座った瞬間から

致します。

🌼運動会について
9 月 2５日（土）に運動会を予定しておりましたが、
10 月 9 日（土）に変更となりました。
別紙にてお知らせしておりますので再度ご確認をお願い致します。

ダイナミックにおえかき‼

今月の予定

いろいろな色を使っておえかきをするのが大好きです。
「あか」
「きいろ」
「あお」と色の名前を
口に出ながらしクレパスを自分で選んで楽しんでいます。
始めの頃は、ぐちゃぐちゃと書くだけだったのですが
少しずつ丸や顔のような物も書けるようになってきて

１日（水）

身体測定

９日（木）

消火避難訓練（地震）

２０日（木）

敬老の日

２２日（水）

食育クッキング

２３日（木）

秋分の日

２９日（水）

誕生会

小さな成長を感じます。
※

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
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・秋の自然に親しみ、ごっこ遊びや簡単なルールのある遊びを楽しむ。

★運動会について★
10 月 9 日（土）に変更になりました。詳細については別紙にてお知ら
せしておりますのでそちらをご確認ください。

日中はまだまだ暑い日もありますが、随分陽が落ちるのも早くなりました。
休み明けには「海にいったよ」
「おばあちゃんちにいったよ」などと嬉しそ
うに話してくれました。

★登降園について★
園では子どもたちの主体性を育むために何でもやってあげるのではな

お天気が悪い日が続き水遊びはあまりできませんでしたが、積み木、おま

く子どもたちが、自分たちでできるように少しだけ手伝っています。

まごと、ブロックなどのお気に入りの玩具で遊んでいます。特に積木を上手

自分のタオルやコップをかける場所も覚え、朝の準備もスムーズに出来

に積み上げて「おうち」を作ったり、絵を見て言葉で教えてくれたりことも

るようになりました。お家でも次の日の準備を子どもたちと一緒にしてみ

増えてきました。

るのもいいかもしれませんね。

給食の時間にはスプーンを下から持てるように声かけをしています。友達
同士で「こうだよ」と教え合っている姿がとても微笑ましいです。

まずは、登園・降園の際は子どもたち自身で通園リュックを背負って歩
いて保育室まで来ることから初めてみてはいかがでしょうか。

運動会に向けて「たけのこ体操」に取り組んでいます。音楽がかかる前か
らはりきって最初のポーズで待っていて、音楽が始まると楽しそうに体を動
かしています。お家の方に見てもらうのがとても楽しみです。

スイカ割り
今月の予定
１日（月）身体測定

２２日（水）食育クッキング

９日（木）消火避難訓練（地震） ２３日（木）秋分の日
２０日（月）敬老の日

色水遊び

２９日（水）誕生会
３０日（金）運動会リハーサル

※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９月１日発行
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・夏の疲れが出やすい時期のため、気温の変化に留意し生活リズムを整え
ながら安定した生活が送れるようにする。

室見ガーデン保育園

＜かき氷製作＞

こんがりとやけた子ども達の顔に、このひと夏で成長を感じているこの頃。まだまだ暑い日
が続きそうですが、朝夕は過ごしやすい日もあり、秋が待ち遠しいですね。
８月は野菜の収穫や縁日遊びの準備、お化け屋敷など夏ならではの遊びを楽しみました。初めて
の体験にワクワクする姿、少し緊張しながらもやってみようかなとドキドキする姿など子ども達

オクラとゴーヤ

の様々な姿を見ることができました。友達との関わりも増えてきて今では年齢関係なく活動や自

で野菜スタンプ！

由遊びを楽しめるようになっています。
製作活動ではかき氷製作をしました。カップの部分は好きな柄の折り紙を選び、カップの形に折
っています。シロップはボンドとシェービングクリームと絵の具を混ぜて作りました。オレンジ、
ぶどう、もも、メロン、色んな味から自由に選び自分好みのかき氷が出来上がりました。混ぜ合
わせたり大盛りにしたり、液体に驚いた様子で楽しんでいました。色んな味がトッピングされた

金魚の塗り絵を
ハサミで切ったよ！

種類豊富なかき氷ができましたので、是非ご覧になってください。
９月も子どもたちが「やってみたい」と思えるような活動や遊びを取り入れ、楽しい体験の中で
友達とたくさん関わって欲しいと思っています。そして子どもたちから「楽しかった」という声

今月の予定

が聞けるような関わりができたらと思っています。

お知らせ

１日（水）身体測定

２２日（水）食育クッキング

９日（木）消火避難訓練（地震）

２３日（木）秋分の日

◎敬老の日のハガキについて

１４日（火）スイミング

２７日（月）運動会リハーサル②

園で製作が終わりましたらご家庭に返却しますので、宛名書きとポストへ投函を
よろしくお願いいたします。

１６日（木）運動会リハーサル①

２８日（火）スイミング

２０日（月）敬老の日

２９日（水）誕生会

◎運動会について
運動会の開催が 10 月 9 日(土)に変更いたしました。詳細につきましてはまた別
紙にてお知らせしております。ご確認をお願い致します。

３０日（木）運動会リハーサル③
※安田式体育遊びは毎週水曜日に行います。

こんぺき
２０２１年 8 月 31 日発行
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9 月の目標
環

運動会の練習を、友達と一緒に頑張る。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

お知らせ・お願い

今年の夏は…
■第 2 号でもお知らせしましたが…
猛暑が続くかと思いきや、8 月中旬からは大雨が降り、例年にない天候が続

爪が伸びている子が目立ちます。運動会の練習も始まっていますので、

いています。いつもは当たり前の青空がなかなか見られず、子ども達も、
“早く

今一度、ご家庭で爪の確認をお願いします。

外で遊びたいなー”と言葉にしていました。

土日で切って、月曜日(週初め)には短い状態で登園させてください。

先日、天気が悪くなる前に収穫したオクラやゴーヤ、また、パプリカ等の野菜
の切れ端を使って、野菜版画に挑戦！子ども達は、画用紙に出来た色とりどりの

■敬老の日に向けての葉書について

野菜の模様を見て、
“お花の形みたい！！”
“切ったらこういう形になるの？”な

園で製作が終わりましたら、ご家庭に返却しますので、

どと驚きや発見を口にして活動に取り組んでいました。また、みんなで収穫した

宛名書き及びポスト投函をお願いします。

大切なオクラは、自宅の冷蔵庫野菜室で保管しながら傷んでいないかチェックを
して、私も野菜版画の日を心待ちにしていました。このことを伝えると、
“オク
ラ、まだ大丈夫なの？”
“いま、先生のお家にあるの？”と興味深そうにしてい
た子ども達です。

9 月の予定

野菜版画をした台紙でバッグを作ったり、他の製作も計画したりしています！
どのような作品になるかはお楽しみに♪

1 日（水）身体測定

２３日（木）秋分の日

９日（木）消火避難訓練(地震)

２７日（月）運動会リハーサル

１４日（火）スイミング

２８日（火）スイミング

１６日（木）運動会リハーサル

２９日（水）誕生会

２０日（月）敬老の日

３０日（木）運動会リハーサル

２２日（水）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

ぐんじょう
２０２１年８月３１日発行

今月の目標

第６号

友だちと同じ目的に向かって協力することの大切さを知る。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

お知らせ・お願い
夏ならではの楽しい思い出をぐんじょう組さんと作りたくて、おばけ屋敷と

・運動会について

縁日遊びを計画しました。おばけ屋敷では、ぐんじょう組さんがおばけ役にな

9 月 25 日（土）に予定していた運動会を 10 月 9 日（土）に

るということで、自分たちで画用紙を使って自由におばけの衣装を作りまし

変更いたします。予備日は 10 月 23 日（土）になります。

た。
「この色を使って〇〇を作りたい」と、どのように作りたいかイメージを

よろしくお願いいたします。

持っていて、工夫したり考えたりしながら取り組む姿が見られました。自分が

詳細は以前お配りしたプリントをご覧下さい。

作りたいものが形になってくると、友だちと見せ合いっこをして盛り上がって
いました。部屋の中がおばけ屋敷のモードになるとちょっぴりドキドキしなが

※運動会に向けて外での練習も増えてきます。

らも、早くお友だちを驚かせたくて待ち遠しい様子でした。今回はあさぎ組さ

ぐんじょう組はリレーもするのでお子様の靴のサイズの

んとこんぺき組さんにお客さんになってもらい、事前に作ったおばけ屋敷チケ

ご確認をお願いいたします。

ットを渡しました。段ボールの中に隠れたり、隅の方にスタンバイしてお友だ
ちが入ってくると「おばけだぞー」と想像以上におばけになりきっていました
たくさんお友だちを驚かせて大満足のぐんじょう組さんでした。
9 月 3 日にある縁日遊びに向けて、ぐんじょう組さんがお店屋さんをする

今月の予定

ので、何を作りたいかみんなで話し合いました。話し合った結果、おめん、チ
ョコバナナ、わたあめ、たこやき、かき氷、魚釣り、アイスクリームを作るこ
とになりました。
「早く作りたい」
「〇〇作るの楽しみ」など縁日遊び製作では、
夏祭り気分になりながら楽しんで取り組んでいました。

１日（水）身体測定

２２日（水）食育クッキング

９日（木）消火避難訓練（地震）

２３日（木）秋分の日

１４日（火）スイミング

２７日（月）運動会リハーサル

１６日（木）運動会リハーサル

２９日（水）誕生会

２０日（月）敬老の日

３０日（木）運動会リハーサル

※毎週水曜日に安田式体育遊びをおこないます。

