今月の目標

ごふん
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学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

・保育士等との関わりの中で、安心して過ごすことができるようにする。
・感触遊びやシール貼りなどを通して、手先や指先を使った遊びを楽しむ。

〇お楽しみ会について

～活動を通して～
朝晩は涼しくなり、虫の声や心地良い風に秋の訪れを感じられるようになりま
した。途中入所の子ども達も、園生活に慣れ、自ら進んで興味のある玩具を見つ
けて遊んだり、朝のお集まりでは笑顔で絵本を楽しんだりしています。
「ピカピカ
ブー」や「からだダンダン」などの音楽に合わせて踊ったり、クレヨンで豪快にお
絵かきをしたり、シール貼りを繰り返し楽しんだり、片栗粉や寒天などの感触遊
びに集中したり、興味の幅も広がっています。お友だちへの関心も出てきて、顔
をのぞきこんだり、お互いに目を合わせて笑ったり、向かい合って玩具で遊んだ
りするなど、微笑ましい光景も見られるようになりました。
これからの季節、子ども達にとって過ごしやすく、テラスで日光浴をしたり、
お散歩をしながら、秋ならではの自然物にたくさん触れ、いろいろな発見をして
楽しく過ごしていきたいと思います。いつもご協力ありがとうございます！
泣かずに過ごしています!

外は気持ちいいなぁ♪

行ってきま～す！
きま～す！!

ダンス
だんｓ
大好き！

ムーミン大好き～!

おいしいなあ♪

お知らせ・お願い

10 月 15 日（金）にお楽しみ会を予定しています。
「劇団さんぽ」のみなさんが来て下さり、
『命』についての劇を見ます。
暗幕やカーテンはせず、窓を開けて換気をしながら、30 分程の上演となります。

○健康診断について
10 月 18 日（月）10 時から予定しています。
おやすみされないようにお願いいたします。

〇予防接種・10 ヶ月健診について
接種・健診後、担任までお声かけください。

児童票へのご記入をお願いいたします。

安田式体育遊び
マットで寝転がったり、はいはいしたり、マ
ットのお山を登り下りしたり、トンネルをくぐ
ったりして、意欲的に楽しんでいます！
マ
ッ
ト
遊
び
楽
し
い
よ
！

登るぞ～♪

ハ
イ
ハ
イ
す
る
よ
☆

食べるの、楽しみ～！

今月の予定
1 日（金）身体測定
15 日（金）お楽しみ会
18 日（月）健康診断

21 日（木）誕生会
28 日（木）総合防災訓練

しらあい
２０２1 年９月３０日発行

お知らせ・お願い

第７号
学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

🌼衣服について
日中も涼しい季節になりました。気温や体調によって調節できるよう、半袖と長袖の両方

秋風が心地よく吹き、過ごしやすい季節になってきました。
毎週行っている安田式体育遊びでは、両手で鉄棒をしっかり握り地面から足

の準備をお願いいたします。
🌼生活について

を離してバタバタさせたり、平均台にまたがり手と足を使って前に進んだりし

１０月から高月齢の子どもたちは、びゃくぐんさん(２歳児クラス)で一緒に過ごします。

て、伸び伸びと全身を使って楽しんでいます。
「せんせー、みてみて」と言いな

詳細につきましては個別にお知らせいたします。

がら真剣な表情で披露してくれるしらあい組さん。自分なりにできたと満足し

🌼お楽しみ会について

たときには、ニコニコ笑顔でとっても嬉しそうです。何度も繰り返し遊ぶ中で身

１０月１５日(金)のお楽しみ会で『劇団さんぽ』という劇団の方が来られ、命についての

体機能が高まり遊具の使い方が少しずつ上達していき、できることが増えるた

劇をみます。暗幕やカーテンはせず、窓を開けて換気をしながらの上演になります。

びに日々の子どもたちの成長が見られ嬉しく思います。
昼夜の気温差がある季節となりましたので衣服で上手に調整しながら、健康
面には十分に気を付けていきます。また園庭遊びやお散歩などを通して、秋なら
ではの植物や虫など様々な自然にたくさん触れながら楽しく過ごしていきたい

🌼健康診断について
１０月１８日(月)に健康診断があります。９時半までに登園してきてください。
休まれないようお願いいたします。
🌼ハロウィンパーティーについて

と思います。

～安田式体育遊びを楽しむ子どもたち～

１０月２９日(金)にハロウィンパーティーがあります。仮装して登園してきてください。
またハロウィンパーティー後は普段の服装に着替えをするため準備をお願いいたします。

今月の予定
１日(金)

身体測定

１８日(月)

健康診断

５日(火)

運動会リハーサル

２１日(木)

誕生会

９日(土)

運動会

２３日(土)

運動会予備日

食育クッキング

２８日(木)

総合防災訓練

１０月の目標

１４日(木)

・戸外あそびや園外散歩を通して、秋の自然に親しみをもつ。

１５日(金) お楽しみ会

・簡単な言葉や身振り手振りを使って、他児や保育士等との関りを楽しむ。
・
。

２９日(金) ハロウィンパーティー

※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 9 月 30 日発行
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・秋の植物や生き物に親しみ、五感を使って季節の変化を感じる。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

お知らせ・お願い
★お楽しみ会について

朝晩は涼しくなり、秋風にのって、食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋、
実りの秋と楽しみの多い季節がやってきました。

10 月 15 日(金)にお楽しみ会があります。
「劇団さんぽ」の方々が来てくださり、
命についての劇を観ます。当日は暗幕やカーテンはせず、窓を開けて換気をしな

過ごしやすい気候となり、子ども達は沢山体を動かして元気よく過ごしてい

がら 30 分程の上演となります。

ます。園外散歩では、水筒を肩にかけて出かけられるようになり、一段とお兄
さんお姉さんになってきています。

★健康診断について

好きな遊びの時間には、ブロックを器具に見立てた歯医者さんごっこや「い
らっしゃいませ～」とお店屋さんごっこなど様々な遊びを楽しんでいます。役

18 日(月)に健康診断があります。9 時半までの登園をお願いいたします。
※お休みされた場合は、個人で受診をお願いいたします。

割分担もできており、遊び方も日々変化しています。お友達と一緒に遊ぶ時間
が増えてきている分、ぶつかり合いも増えてきていますが、子ども達同士で「貸
して」「待っててね」「ごめんね」と気持ちを言葉で伝えようとする姿も少しず
つ見られるようになってきました。

★ハロウィンパーティーについて
29 日(金)にハロウィンパーティーを行います。当日は仮装をして登園して
ください。飾り等はこちらで準備します。また、着替えを 1 着持たせてください。

相手の気持ちに気付き、多くの葛藤が生まれる時期ではありますが、子ども
達の気持ちを十分に受け止め、関わり方を学んでいけるように過ごしていきた
いと思います。

★着替えについて
季節の変わり目でもありますので、棚の中の着替えの確認をお願いします。
各着替え３セットずつ入れてください。

おやつの時間

園外散歩

今月の予定
1 日(金)

身体測定

１５日(金)

お楽しみ会

5 日(火)

運動会リハーサル

１８日(月)

健康診断

９日(金)

運動会

２１日(木)

誕生会

食育クッキング

２８日(木)

総合避難訓練

１４日(木)
以上児さんの縁日遊びに
参加しました！

()２９日(金)

ハロウィンパーティー

※毎週水曜日は安田式体育遊びを行います。

今月の目標

あさぎ
２０２１年９月３０日発行

第７号
学校法人 光寿学園

・生活の流れが分かり、見通しを持って行動できるようになる。
・友達や保育士等と一緒に体を動かすことを楽しむ。

室見ガーデン保育園

≪お知らせ・お願い≫
新年度が始まってから早くも半年が経ち、あっという間に 10 月になりました。
４月当初と比べ、できなかったことが少しずつできるようになったり、友達との関わり
も増えたりと、安定した気持ちで園生活を送れるようになってきました。
はさみを使う機会が増え、握り方や使い方に慣れずいぶん上手になってきました。いつ
も賑やかな子どもたちも、はさみを握るととても真剣な表情です。9 月は“パパ、おつ
きさまとって！”の絵本を題材にした製作をしました。お月様を線にそって丸く切ろう
と一所懸命に頑張っていました。
「お月さまってふわふわかな」
「さらさらしてそう」
「食
べてみたい」などイメージを膨らませながら、お月さまに届くようにハシゴを作り、そ
の組み方にそれぞれ個性的が出ています。一人で作り上げる楽しさと達成感を味わいな
がら、個性豊かな作品が出来上がっていますので是非ご覧になってください。
運動会に向けた練習が始まり、ダンスではリズムに合わせて体を動かすことを楽しみ、

・お楽しみ会について
10 月 15 日（金）にお楽しみ会があります。
『劇団さんぽ』の劇団の方が来て
下さり、命についての劇を観ます。暗幕やカーテンはせず、窓を開けて換気
をしながら４５分程の上演になります。

・健康診断について
10 月 18 日（月）に健康診断があります。
9 時半までの登園、出席をお願いいたします。

・ハロウィンパーティーについて
29 日（金）にハロウィンパーティーを行います。私服や被り物、自由に仮装をし
て登園して来てください。終わった後は体操服に着替えますので、カバンの中に入
れて持ってきて下さい。

隊形移動で自分の場所や動きを覚えて頑張っています。かけっこでは友達に負けないよ
う一生懸命に走り、競争心を強く持つ姿も見られ「たくさん食べてかけっこ一番にな
る！」と給食でおかわりをして張り切っています。運動会当日に子どもたちが成長した

今月の予定

姿をお見せできるのを楽しみにしております。
１日（金）身体測定

１５日（金）お楽しみ会

５日（火）運動会リハーサル

１８日（月）健康診断

９日（土）運動会

２１日（木）誕生会

１２日（火）スイミング

２６日（火）スイミング

１４日（水）食育クッキング

２８日（木）総合防災訓練
２９日（金）ハロウィンパーティー

※

毎週水曜日は安田式体育遊びを行います。

第7号

こんぺき
２０２１年 9 月 30 日発行

10 月の目標
運動会の競技に友達と協力して取り組み、練習の成果を発揮する。
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

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

り、身の回りのことを自分で行ったりする。

お知らせ・お願い

・新しい環境の中での過ごし方や生活の流れが分かり、見通しを持って
■15
日(金) は、お楽しみ会です。
生活したり、身の回りのことを自分で行ったりする。

運動会に向けて…

“劇団さんぽ”による劇の上演(45 分程度)を行います。

猛暑や大雨が続いた夏から、しのぎやすい季節になってきました。子ども達
は、運動会の練習に励んでいます。
運動会では、かけっこ(トラック 1 周)、遊戯に取り組みます。まずかけっこ
は、自己紹介をしてから走ります。練習を重ねる毎に、大きな声で堂々と言える
ようになってきました。そして、
“1 番になりたい！！”という気持ちが日に日

◇作品名『ぼくのたからもの』
・新しい環境の中での過ごし方や生活の流れが分かり、見通しを持って
暗幕やカーテンはせず、窓を開けて換気をしながらの上演になります。
生活したり、身の回りのことを自分で行ったりする。
■18 日(月)は、健康診断です(10 時開始)。
欠席をされないようにお願いします。
■29 日(金)に、ハロウィンパーティーを行います！

に高まってきているようです。次に遊戯、今年はチアリーダーに変身します。昨

仮装した服装での登園をお願いします。

年から進化した隊形移動にも挑戦し、お友達と顔を見合わせたり、掛け声で列を

体操服上下は、鞄に入れて持たせてください。

揃えたり…、クラスで団結した姿もお見せできることと思います。子ども達は

ご協力のほど、お願いいたします。

“ココナツ大好き！楽しい！！”と言いながら練習しています。

■大瀧脩斗先生

外では日差しが強い時がありますので、子ども達の疲れも溜まってきていると

これまでもたくさんお手伝いでクラスに入っていましたが、こんぺき組

思います。運動会当日まであと少し、お家でゆっくりと身体を休めるようご協力

の担当保育士として入っていただくことになりました。よろしくお願い

をお願いいたします。

いたします。

縁日遊び★

練習の合間に…

10 月の予定

絵の具で色塗り♪
１日(金)身体測定

１８日(月)健康診断

５日(火)運動会リハーサル

２１日(木)誕生会

９日(土)運動会

２３日(土)運動会予備日

１２日(火)スイミング

２６日(火)スイミング

１４日(木)食育クッキング

２８日(木)総合防災訓練

１５日(金)お楽しみ会

２９日(金)ハロウィンパーティー

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９月３０日発行

今月の目標

第７号
学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

友だちと力を合わせて達成する喜びを味わう。

お知らせ・お願い
・お楽しみ会について

9 月初めは、ぐんじょう組さんが楽しみにしていた縁日遊びがありました。お店屋さん
になるということで、作った食べ物を並べたり、お祭りの準備が整ってくると同時に気合
も嬉しさも高まっていく子どもたちでした。あさぎ組さんとこんぺき組さんのお客さんが
入ってくると、とても大きな声で「いらっしゃいませ」とお店屋さんになりきっていまし
た。縁日遊びをする中で、年下の子に対して、優しく対応したり接したりする姿を見ると、
さすがお兄さんお姉さんだなと感じました。お店屋さんにも慣れてくると、自分のお店に
来てくれるように呼びこみにいく姿も見られ、子どもなりに考えて行動しているんだなと
感心しました。お店屋さんを通して、様々な感情を抱きながら達成感や満足感を得て、子ど
もたちにとってとても良い体験になったと思います。最後はぐんじょう組さんがお客さん
になり、色々な食べ物を買って大興奮でした。こんぺき組さんと盆踊りも踊って楽しいお
祭り気分が味わえました。子どもたちの甚平や浴衣姿とても可愛かったです。保護者の皆
様、お忙しい中でのご準備やご協力本当にありがとうございました。
9 月から本格的に運動会の練習が始まりました。ぐんじょう組さんはソーラン節とリレ
ーを頑張ります。ソーラン節では、すぐに振りを覚えて毎回友だちと一緒に一生懸命に練

15 日のお楽しみ会は、劇団さんぽの方が来られて、命についての
楽しいお芝居をしていただきます。暗幕やカーテンをせず、窓を
開けて換気をしながら 30 分ほどの上演になります。
・健康診断について
18 日（月）に健康診断がありますので、お休みをされないようよろしく
お願いいたします。
・ハロウィンパーティーについて
29 日（金）にハロウィンパーティーを行いますので、体操服ではなく
私服や仮装をして登園させて下さい。被り物なども大丈夫です。
（格好は自由です）
ハロウィンパーティーが終わると体操服に着替えますので、カバンの中に入れて
持ってきてください。
・午睡について
11 月からぐんじょう組さんは午睡がなくなります。
11 月 1 日（月）からお布団の準備は必要ありませんのでお願いいたします。

習に取り組んでいます。みんなで頑張ってきたことが少しずつ形になっていき、とてもか

今月の予定

っこよく仕上がっています。見所がたくさんあるので楽しみにされていて下さいね。
１日（金）身体測定

１４日（木）食育クッキング

２３日（土）運動会予備日

５日（火）運動会リハーサル

１５日（金）お楽しみ会

２６日（火）スイミング

９日（土）運動会

１８日（月）食育クッキング

２８日（木）総合防災訓練

２１日（木）誕生会

２９日（金）ハロウィンパーティー

１２日（火）スイミング

※毎週水曜日に安田式体育遊びをおこないます。

