今月の目標

ごふん
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２０２1 年 10 月 29 日発行

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

秋も深まり、肌寒い季節がやってきました。寒さに負けることなく、子ども
たちはより活動的になり、寝返りやハイハイ、一人歩きで探索活動を楽しんで
います。また、公園へお散歩にいくと、蝶々やトンボを見つけて目で追ったり、
「あっ」と声をだしながら指をさして教えてくれたりと、周りのものに興味を
示す様子がみられるようになりました。活動範囲が広がるにつれて、だんだん
と興味の幅も広がっているようです。
食事では、初期食の子どもは声を発して早く食べたい気持ちを表現してく
れ、口をしっかり開けて上手に飲み込んで食べています。後期食、幼児食の子
どもたちは手づかみやスプーンで食べたり、
お椀やコップを上手に持ったりと
自分で食べることに挑戦しています。
今後も、子どもの発育に合わせてできることが増えていく様子を温かく見守
りながら援助していきたいと思います。
～食事風景～

・安心、安全な環境で、環境予防に努め、健康にすごせるようにする。
・戸外で秋の自然物に触れたり、保育士等と一緒に散歩することを楽しむ。

お知らせ・お願い
〇健康観察表について
11 月 1 日からパソコンのタッチ操作または、フェリカカードで登降園
時の記録をお願いいたします。
〇衣服について
肌寒くなってまいりましたので、長袖の補充をお願いいたします。
その際に、フードがついていないもの、裏起毛でないものをお持ちくださ
い。
〇職員について
９月から、延長保育のお手伝いで入職されてある井戸美絵先生がいらっし
ゃいます。
11 月 1 日からは、ごふん組に、准看護師の資格をお持ちの馬奈木千恵子
先生が入職されます。よろしくお願いいたします。
～サイバードリーム～
サイバードリームでは、音楽やリズ
ムに合わせて聞こえてくる英語を聞
いて身体を揺らしたり、映像を指さ
しながら喃語を発したりと、楽しみ
ながら取り組んでいます。

今月の予定

～遊びの風景～
1 日（月）身体測定

18 日（木）食育クッキング

3 日（水）文化の日

23 日（火）勤労感謝の日

１１日（木）消火避難訓練（火災）

25 日（木）誕生会

１１月の目標

しらあい
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・散策活動に出かけ、秋の自然に触れる。
・触れたもの、見たものを友達と共感し、共に喜ぶ。

２０２１年１０月２９日発行

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

・トイレでの排泄に慣れる。

お知らせ・お願い
肌寒さを感じる季節になってきました。先月は運動会へのご参加、ご協力
ありがとうございました。このような状況下の中ではありますが無事に開催
できたことを嬉しく思います。たけのこ体操や入場時の整列など回数を重ね
るごとに上手になっていき日々成長する子どもの姿に感動しました。運動会
当日も、初めは泣いていたり戸惑ったりしている様子の子どもたちもプレゼ
ントをもらう頃にはニコニコの笑顔を見せてくれてよかったです。
最近は近くの公園にどんぐり拾いに行き、どんぐりころころを歌いながら
楽しそうにどんぐりを拾ってたくさん持って帰ってきています。寒さが厳し
くなる前にたくさんお散歩に行きたいと思います。
生活面では、トイレトレーニングとして午前中やお昼寝後お迎えの時間ま
でパンツを履いて過ごす子が増えてきました。
「おにいさんパンツする？」
「おねえさんパンツする？」と保育士に聞き、履けると分かるとすぐにトイ
レに向かうやる気満々な子どもたちです。トイレの様子も連絡帳等を通して
お知らせしていきますのでお家でもたくさん褒めてあげてくださいね。
11 月も寒さに負けず、戸外遊びや散策活動などを楽しんでいきたいと思
います。

🌼健康観察表について
11 月 1 日からパソコンのタッチ操作、またはフェリカカードで登降園時の記録をお願いいたします。
🌼衣服について
肌寒さを感じる季節になりました。長袖の着替えの補充をよろしくお願いします。
また、手洗いの際に袖が濡れてしまい着替えることもあるため多めの補充をお願いします。
着替えの服は裏起毛ではないもの、装飾やフードがついていないものをご用意ください。
🌼持ち物について
衣服や手拭きタオル、帽子など記名が薄くなってきていたり消えてしまったりしているものがあるの
で今一度ご確認の上、持ち物への記名のご協力よろしくお願いします。
🌼お遊戯会について
お遊戯会は 1 月１５日（土）に延期になりました。
詳細は後日お知らせします。
🌼 職員について
9 月から延長保育のお手伝いで入職されてある井戸美絵先生がいらっしゃいます。
11 月 1 日からはごふんさんに准看護師の資格をお持ちの馬奈木千恵子先生が入職されます。
よろしくお願いいたします。

今月の予定
どんぐり拾いに夢中の
子どもたち

１日(月) 身体測定

１８日(木)

食育クッキング

３日(水) 文化の日

２３日(火)

勤労感謝の日

１１日(木) 消火避難訓練（火災）

２６日(木) 誕生会

※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１０月２９日発行

・保育士等や友だちと言葉のやり取りやごっこ遊びを楽しむ。

第８号
学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

おしらせ・お願い
★お遊戯会について
お遊戯会は 1 月 15 日（土）に延期となりました。

先日の運動会はお忙しい中お越し頂きありがとうございました。晴天に恵まれ、

詳細は後日お知らせいたします。

無事に子どもたちの頑張る姿をお見せすることができ、嬉しく思います。

★健康観察表について

沢山のお客さんの前でドキドキしたり、ちょっぴり悲しくなってしまったことも

11 月 1 日からパソコンのタッチ操作、またはフェリカカードで

ありましたが、練習通り一生懸命な姿を見せてくれたびゃくぐんさん。とっても

登校園時の記録をお願いいたします。

小さな背中が頼もしく見えました。この経験を自信に繋げていきたいと思います。

★スモックについて

食育では寒天粘土を作りました。初めて見る寒天に不思議そうな子ども達。実

11 月から長袖スモックを着用します。

際に触ってみたり匂いを嗅いでみたり...ちぎってみんなでくるくる混ぜて「ちちん

登園時に着て来ていただき、降園時もそのまま着て帰ります。

ぷいぷいのぷーい」と魔法をかけると赤色に！！歓声を上げる子ども達がとても

活動で汚れた場合はビニール袋に入れて持ち帰ります。

可愛かったです。次の日に遊ぶと「つるつるしてる」
「気持ちいいね」と感触を楽

★土曜保育について

しみながら夢中になって遊んでいました。

職員の人数の配置等がありますので、土曜保育を希望される方は

園外散歩ではどんぐりや木の実、落ち葉を拾いに行きました。帰り際、子ども達

2 週間前までにご連絡お願いします。

の手には可愛らしいどんぐりや小枝などでいっぱい！「これ見つけたの」と嬉し

★服装について

そうに教えてくれる子ども達。これからも季節を感じながら元気に過ごせるよう

裏起毛のズボンや長袖、タイツやスパッツなど活動の妨げになるもの

体調管理には気をつけていきたいと思います。

自分で着脱しにくいものはお控えください。
※9 月から延長保育のお手伝いで入職されてある井戸美絵先生が
いらっしゃいます。
11 月 1 日からはごふん組に准看護師の資格をお持ちの
馬奈木千恵子先生が入職されます。よろしくお願いいたします。

今月の予定
たのしいね！

１日(月)身体測定

1８日(木)食育クッキング

３日(水)文化の日

2３日(火)勤労感謝の日

1１日(木)消火避難訓練(火災)
日

2５日(木)誕生会

今月の目標

あさぎ
２０２１年１０月２９日発行

第８号
学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

１０月に行われた運動会ではお忙しい中、ご参加いただきありがとうございました。あ
さぎ組になって初めての大きな行事となり、少し緊張しながらも頑張った子ども達のかっ
こいい姿を保護者の方にお見せすることが出来、とても嬉しく思います。子どもたちも毎
日続くたくさんの練習に疲れたり、集中力を持続させることが難しかったのですが、運動
会にはお父さんお母さんが観に来るよと伝えると、やる気スイッチが入ったかのように練

・製作活動を通じて自己表現を楽しんだり、自分で作った達成感を友達と共
有したりしながら活動を楽しむ。
・身の回りのことを率先してしようとする。

お知らせ・お願い
◎お遊戯会について
運動会の延期に伴い、今年度のお遊戯会を１月１５日(土)に延期いたしました。
詳しい内容につきましては手紙でお知らせしますので、よろしくお願いいたします。

◎健康観察表について

習をもうひと踏ん張り頑張ろうとする姿が見られました。当日は無事開催することがで

１１月１日からパソコンのタッチ操作、またはフェリカカードで登降園時の記録を

き、行進やかけっこ、ダンスも今までで一番の頑張りでした。冬にはお遊戯会も予定して

お願いいたします。

いるので、そこではさらに成長した子どもたちの姿をお見せできるよう子どもたちと一緒
に頑張っていきたいと思います。

◎上着について
上着は安全対策の為、フードが付いていない物でお願いいたします。

製作活動ではおばけの壁面とハロウィンのお菓子入れを作りました。ハサミを使い、線に
沿っておばけの形に切り、表情や帽子のパーツは自分で好きなものを選んで貼っていま

９月から延長保育のお手伝いで入職されてある井戸美絵先生がいらっし

「ぼくはニコニコにする」とこだわりを持って、それぞれの個
「ウインクの顔にする」
す。

ゃいます。11 月１日からは、ごふんさんに准看護師の資格をお持ちの馬

性が出たおばけが出来ました。お時間のある時に子どもたちと一緒にお話をしながらご覧

奈木穂子先生が入職されます。よろしくお願いいたします。

になってみてください。お菓子入れは“猫・モンスター・かぼちゃ”の中から自由に選び、
顔を付けたりモールのひもを穴に通したりし作りました。ハロウィンパーティーの日にお
。
。
菓子を入れて持ち帰りします。おたのしみに。

今月の予定
１日（月）身体測定

１６日（火）スイミング

２日（火）スイミング

１８日（木）食育クッキング

３日（水）文化の日

２３日（火）勤労感謝の日

１１日（木）消火避難訓練（火災） ２５日（木）誕生会
※ 安田式体育遊びは毎週水曜日に行います。

こんぺき
２０２１年 10 月 29 日発行
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11 月の目標
体調管理に気を付けて、強い体を作る。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

みんなでがんばった運動会！
先週より季節は一気に秋へと進み、過ごしやすいどころか、厚手の上着
が必要になりました。朝晩と日中の気温差が激しいので、体調管理に気を

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
お知らせ・お願い
たり、身の回りのことを自分で行ったりする。
■健康観察表について
・新しい環境の中での過ごし方や生活の流れが分かり、見通しを持って
11 月 1 日(月)より、パソコンのタッチ操作またはフェリカカードで登
生活したり、身の回りのことを自分で行ったりする。
降園の時の記録をお願いいたします。

いました。こんぺき組の子ども達は、
“早くお家の人に見せたい！”という

混雑する時間もありますので、時間に余裕を持って送迎をされてくださ
・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
い。特に、降園の際は延長保育にも関わってきますので、ご注意くださ
生活したり、身の回りのことを自分で行ったりする。
いますようお願いいたします。

気持ちの下、練習に取り組んできました。その中で、お友達と力を合わせ

■お遊戯会について

つけていきましょう！
さて、10 月 9 日の運動会はお忙しい中お越しいただきありがとうござ

ることを楽しみ、応援をしたりされたりする喜びを感じたり、そしてかけ
っこで 1 番になれなかった時には悔し涙を流したりして、練習に励んでい
た子ども達。運動会が終わった翌週、
“もうココナツしないよね？”
“かけ
っこまたしたいなー…”等、ぽつりぽつりと寂しい気持ちを口にしていま
した。子ども達自身の心にも、楽しい思い出として刻まれたようです。

1 月 15 日(土)に予定しています。
詳細は後日、手紙にてお知らせいたします。
■職員について
い ど み え

9 月より、延長保育の手伝いに井戸美絵先生が入職されました。
11 月 1 日からは、ごふん組に准看護師免許を持ってある
ま な ぎ ち え こ

馬奈木千恵子先生が入職されます。よろしくお願いいたします。

■上着について

🎃ハロウィン🎃に向けて…

★ポシェット作り★

保育園に着て来る上着は、フード無しのものでお願いします。

11 月の予定
１日(月)身体測定

１６日(火)スイミング

２日(火)スイミング

１８日(木)食育クッキング

３日(水)文化の日

２３日(火)勤労感謝の日

１１日(木)消火避難訓練(火災)
※

今日の服装のご協力、ありがとうございました！

２５日(木)誕生会

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１０月２９日発行

第８号
学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

友だちとの繋がりを深めながら遊びや活動を進めていく。

お知らせ・お願い
・健康観察表について

運動会ではあたたかい拍手とご観覧いただきありがとうございました。朝は
「ドキドキしてきた」とちょっぴり緊張気味な様子の子どもたちでしたが、競
技が始まると今まで頑張ってきたことがたくさん発揮されていて、張り切って
取り組む姿が見られました。どの場面でのどの姿、表情も頼もしく生き生きと
している子どもたちに感動しました。保護者の皆様のたくさんのご声援のおか
げで、子どもたちも頑張ることができたと思います。いつもとは違う子どもた
ちの姿や成長をたくさん見ていただき嬉しく思います。大きな行事を友だちと
一緒に乗り越えた子どもたちはまたさらに大きく成長することができました。
運動会でつけた自信を今後の活動や生活の場でたくさん発揮してほしいと思
います。次はお遊戯会という同じ目標に向かってみんなで頑張っていきたいと
思います。

11 月 1 日からパソコンのタッチ操作、またはフェリカカードで登降園時の
記録をお願いいたします。

・お遊戯会について
お遊戯会は 1 月 15 日（土）に延期となりました。
詳細はまた後日ご連絡いたします。

・上着について
上着は安全対策のため、フードがついていないものでお願いいたします。

・午睡について
11 月から午睡がなくなりますが、土曜日の保育を利用される方は、
午睡があるので土曜日にお布団を持ってきて下さい。

・新しい職員紹介
9 月から延長保育のお手伝いで入職されてある井戸美絵先生がいらっしゃ
います。11 月 1 日からは、ごふん組さんに准看護師の免許をお持ちの

ソーラン節

食育クッキングで

頑張るぞ！！

寒天粘土を作った

馬奈木千恵子先生が入職されます。よろしくお願いいたします。

よ♪

今月の予定
１日（月）身体測定

１６日（火）スイミング

２日（火）スイミング

１８日（木）食育クッキング

３日（水）文化の日

２３日（火）勤労感謝の日

１１日（木）消火避難訓練（火災）

２５日（木）誕生会

※毎週水曜日に安田式体育遊びをおこないます。

