１２月の目標

ごふん
２０２1 年１１月 30 日発行

第９号
学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

・自分でスプーンを握ったり、手掴み食べをしたりして、意欲的に食事をする
ことを楽しむ。
・戸外散策を通して木の実や落ち葉に触れ、季節を感じる。

行

お知らせ・お願い

～たのしい活動～
〇お薬のお預かりについて
寒さも少しずつ厳しくなり、本格的な冬の訪れを感じる季節となりました。
途中入所の子ども達も園での生活に慣れ、活動の時間には『なにがはじまるの
かな～』とワクワクしながらまっている姿が見られます。
サイバードリーム（英語）では、保育士と一緒に“Ｃａｒｒｏｔ！”と
元気に声を出したり、
『Ｔｗｉｎｋｌｅ Ｌｉｔｔｌｅ Ｓｔａｒ』の歌が始ま
ると、楽しくリズムにのって体を前後に揺らしたり、ひたすらじーっと映像を
見ていたり、様々な反応をしてくれています。
年末年始には、クリスマスやお正月など楽しい行事が待っています。
体調を崩さないように気を付けて、楽しいお正月をお迎えください。
今年も残すところあとひと月となりました。来年もどうぞよろしくお願いいた
します。

原則園ではお薬の取扱いはいたしませんが、やむを得ない場合は【投薬情報書】を
医師に記入していただき、お薬と一緒に投薬情報書を保育士にお預けください。

○感染症予防について
前日や登園前に嘔吐下痢などの症状がありましたら、登園前に登園可能か病院を
受診していただくようお願いいたします。

〇お遊戯会について
１月１５日（土）にお遊戯会を予定しています。
お手数をおかけしますが、お遊戯会で使用する黒か紺色のズボンを１枚ご準備
ください。
○出欠票について
年末年始休暇前後の保育についての出欠票を１１月２５日（木）に配布しており
ますので、１２月３日（金）までに提出をお願いいたします。

たのしい朝の会のお歌
焼き芋グーチーパー！
ジャンケンポーン！

今月の予定
1 日（水）身体測定

２３日（木）誕生会

９日（木）消火避難訓練（火事） 2４日（金）クリスマス会
１６日（木）食育クッキング
年末休み（２９～３１日）
・元旦（１月１日）
・年始休み（２～３日）

１２月の目標

しらあい
２０２1 年１１月３０日発行

第９号

・風や身近な植物から、秋から冬への季節の変化を感じる。
・音楽に合わせて歌ったり、踊ったりして身体を動かすことを楽しむ。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

お知らせ・お願い
冬の寒さが本格的となり、冷たい風を五感で感じる季節となりました。
今年も残り僅かとなってきましたが、冬の寒さにも負けないくらい、子どもた

🌼 給食袋の中身について
・おしぼりは 1 枚を（名前を記入して）、持ってきてください。

ちは力いっぱい園庭を駆けたり、戸外散策では寒い季節ならではの自然物を夢

食べこぼしも少なくなってきた為、1 枚のタオルだけで対応していきたいと思います。エプロン

中になって探したりと、毎日楽しく元気に過ごしています。

は以前と同様 1 枚持ってきてください。

🌼洋服について

～夢中になる安田式体育遊び～

・寒暖差が大きくなってきましたので、体温調節がしやすいような服装、着替えをお願いいたしま

先月、安田式体育遊びの講師をお迎えし、0,１歳児合同で安田式体育遊びを
しました。普段の安田式体育遊びの姿とは違い、いつも以上にイキイキと興味

す。また、朝晩は冷え込む為、防寒着の着用をお願いいたします。フード付きの防寒着は怪我や
事故に繋がる為、着用はご遠慮いただきますようお願いいたします。

🌼年末年始について

津々で身体をいっぱい使う子どもたち。
自然と「いえーい」と言いながら飛び跳ね

・年末年始休暇前後の保育についての出欠票を 11 月 25 日（木）に配布しておりますので、

たり、大好きな保育者の元へ行き、ハイタッ

12 月 3 日（金）までに提出をお願いいたします。

チをしたりと笑顔がたくさん見られました。

・29 日（水）～1 月 3 日（金）まで年末年始休みです。年末には荷物全てを持ち帰って頂きたい

戸外活動でも、自ら平均台に跨って前進した

ので、荷物全てが入る大きな袋を 24 日（金）までに持って来てください。

🌼交通安全教室について

り、鉄棒に手を伸ばしてぶらさっがたりと、
日々の生活でも意欲的に身体を動かし、寒さ

・12 月 6 日（月）10 時から交通安全教室についての指導を受けます。

にも負けない元気いっぱいなしらあい組の子どもたちです。

９時までには登園するようお願いいたします。

でんしゃ！！

今月の予定

でんしゃ！！

いえーい！たのしい！
ジャンプ～！！！

１日（水）

身体測定

１６日（木）

食育クッキング

６日（月）

交通安全教室

２３日（木）

誕生会

９日（木）

消火避難訓練（火事）

２４日（金）

クリスマス会

２９日（水）～1 月３日（金）まで年末年始休みです。
※

毎週水曜日は安田式体育遊びを行います。

１２月の目標

びゃくぐん
２０２１年 1１月３０日発行

第9号

寒さに負けず、身体を沢山動かして遊ぶ。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

お知らせ・おねがい
★年末年始休暇前後の保育についての出欠票を 11 月 25 日（水）に配布して

あっという間に、2021 年も最後の月を迎えます。寒さが身に染みるこの季
節、子どもたちは安田式体育遊びの体操や追いかけっこなどの遊びで体を温め
元気に過ごしています。
運動会後からしらあい組の５人が仲間入りし、クラスがより賑やかになりまし
た。時には「しらあいさん！」
「こっちだよ」と教えてあげる姿も見られ、お兄
さんお姉さんという意識も芽生え始めています。
11 月はどんぐりや落ち葉など収集したものを使って製作やマラカスのリズム
遊び、片栗粉での感触遊び、食育ではおにぎり作りを楽しみました。園外散歩
では植物の色の変化に気づき、探索活動も楽しんでいます。

いますので、12 月 3 日（金）までに提出をお願いいたします。

★12 月 6 日（月）10 時から交通安全教室を行います。信号の見方や横断歩
道の渡り方など交通ルールやマナーについて教えて頂くため、当日は９時 15
分までに登園してください。

★怪我や事故防止のため、フードがついてない防寒具の着用をお願いいたしま
す。また、持ち物や洋服(特に、上着や肌着など)の記名の確認を再度お願いい
たします。
自分で袖を

これから気温がより低くなり、体調を崩しやすい季節となってきますが、十分

ひっくり返す練習を

な運動、休息を取り、楽しく丈夫な体作りをしていきたいと思います。

しています！★

今月の予定
１日（水）身体測定

29 日（水）年末休み

６日（月）交通安全教室

30 日（木）年末休み

９日（木）消火避難訓練（火災）

31 日（金）年末休み

１６日（木）食育クッキング

1 月 1 日（土）元旦

２3 日（木）誕生会

1 月２日（日）年始休み

２4 日（金）クリスマス会

1 月３日（月）年始休み

※毎週水曜日に安田式体育遊びを行います

。

あさぎ
２０２１年 １１月３０日発行

第９号

１２月の目標
・色々な遊びの中で身体を動かす心地よさや楽しさを味わう。
・状況に応じてメリハリをもって生活を送れるようにする。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

お知らせ・お願い
◎延長保育について
お迎えの時間が１８時を過ぎる場合は、登園時または電話でのご連絡をよろしくお願

寒さも少しずつ厳しくなり、本格的な冬の訪れを感じるこの頃。それでも冷たい北風に
負けず子どもたちは毎日元気に外に飛び出し遊んでいます。
散歩先では、すっかり紅葉した木々を見たり、枯葉やどんぐりを集めたりして秋の季節を
味わいました。集めたどんぐりや葉っぱを使った製作では、動物を形作ったりどんぐり帽
子で太陽を表現したり、どれも想像力豊かで素敵な作品ができました。
壁面製作はカラスのパン屋さんの絵本を題材にしました。チョコくん、おもちちゃん、ミミ
ちゃん...自分の好きな色の折り紙を選び、可愛らしいカラスが折れました。中には少し難し
い折り方があり、苦戦する子どももいましたが最後まで諦めずに取り組み、折り終わった
後は「できた！」と達成感を味わっていました。折りながら「簡単！」
「それくらいできる！」
と自信満々だった子どもたちもいざやってみると難しかったようで顔をしかめながら頑張
っている姿もとても可愛かったです。
今月もあさぎさんらしいとてもユニークな作品が出来上がりました。ぜひお子さんとご覧

いいたします。

◎防寒着について
防寒着にフードがついているものは遊んでいる最中に引っかかって事故や怪我に繋が
る恐れがありますので、園ではフードがついていない防寒着の着用をお願いいたしま
す。 また、手袋やマフラーをつけてくる場合は園に着いたら外して頂き、保護者の方
が持ち帰ってくださるようご協力よろしくお願いいたします。

◎年末年始休暇前後の保育について
年末年始休暇前後の出欠票を１１月２５日(木)に配布しております。１２月３日(金)ま
でに提出をお願いいたします。

◎スイミングについて
スイミングバッグ忘れの際は、レッスンを受けることができませんのでご注意下さい。
事前に持ってきてかまいません。

になってください。
あさぎ組で過ごす期間も残り少なくなってきましたが、これからも子どもの「楽しい！」
「できた！」等の気持ちがたくさん子どもから聞こえるようにたくさんの楽しい活動や遊

今月の予定

びを一緒にしていきたいと思います。
１日（水）身体測定

２３日（木）誕生会

３０日（木）年末休み

６日（月）交通安全教室

２４日（金）クリスマス会

３１日（金）年末休み

９日（木）消火避難訓練（火災） ２８日（火）スイミング
１４日（火）スイミング

２９日（水）年末休み

１月１日（土）元旦
３日（月）年始休み

１６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。

こんぺき
２０２１年 11 月 30 日発行

第9号

12 月の目標
・みんなで協力し、目標に向かって取り組む大切さを知る。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

あっという間に冬

・季節の行事を楽しみ、年末年始の雰囲気を味わい、日本の伝統
行事について知識を深める。
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
たり、身の回りのことを自分で行ったりする。

つい一ヶ月前まではあんなに暑かったのに、肌寒くなったかと思えば、
もう上着なしでは外に出られないほど寒くなりましたね。こんぺきさんは
お散歩の時に落ち葉やどんぐりを拾ったり、綺麗な紅葉やイチョウがある
場所へ行ったりして、秋を感じています。
そして１月のお遊戯会では、こんぺきさんは『スイミー』の朗読劇を行
うことに決まりました。以前から『スイミー』の読み聞かせの際、他の絵
本よりも子ども達が興味を持っており、お遊戯会で劇をすると決まってか
らは登場する生き物の姿や動きを想像しながら練習を少しずつ始めていま
す。

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
生活したり、身の回りのことを自分で行ったりする。
■年末年始休暇前後の保育について
年末年始休暇前後の保育についての出欠票を１１月２５日(木)に配布し
・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
ておりますので、１２月３日(金)までにご提出をお願いいたします。
生活したり、身の回りのことを自分で行ったりする。
■スイミングバッグについて
スイミングバッグ忘れが最近多くなっていますので、スイミングの日を
ご確認いただき、前日までにお持ちください。
■延長保育について
もし延長のときは、朝職員にお伝えください。

今からもっと気温は下がりますので、上着と長袖の着替えのご用意をよ
ろしくお願いいたします。

1２月の予定
１日(水)身体測定

１６日(木)食育クッキング

６日(月)交通安全教室

２３日(木)誕生会

９日(木)消化避難訓練

２４日(金)クリスマス会

１４日(火)スイミング

２８日(火)スイミング

毎週水曜日は、安田式体育遊びを行います
落ち葉を拾って製作しました

スイミーの練習中

ぐんじょう
２０２１年１１月３０日発行

12 月の目標

第９号
学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

お遊戯会に向けてみんなで力を合わせて楽しみながら取り組む。

お知らせ・お願い
・年末年始休暇前後の保育について

ハロウィンパーティーでは、可愛く、かっこよく仮装した姿をお友だちと朝から見せ合

年末年始休暇前後の保育についての出欠票を 11 月 25 日（木）に

いっこしていて盛り上がっていました。グループに分かれて園内をスタンプラリーをして

配布しておりますので、12 月 3 日（金）までに提出をお願いいた

お菓子をもらいに行きました。場所を確認しながら「トリックオアトリート」と大きな声で

します。

言って嬉しそうにお菓子をもらっていました。たくさんもらったお菓子をみんなで食べて

・スイミングバッグについて

大満足の子ども達でした。仮装した子ども達はとっても可愛くてかっこよかったです。保

スイミングバッグ忘れが多いので予定を確認して忘れないように

護者の皆様、お忙しい中での準備やご協力本当にありがとうございました。

お願いいたします。

1 月にあるお遊戯会に向けて少しずつ練習をしています。ぐんじょう組さんは「おうさ
まのこどもたち」という絵本の劇と「茶色の小瓶」の合奏をする予定です。劇では何役をす
るのか自分たちで決めてやる気満々な子ども達です。合奏では、音楽の指導経験がある赤
坂の園長先生に楽器の使い方を教えてもらい、自分が何の楽器を演奏したいか決めていき
ました。これからみんなで力を合わせて劇も合奏も頑張っていきたいと思います。保育園
生活最後のお遊戯会楽しみにされていて下さいね。

※スイミングの日ではなく、順次持ってきて園に置いていただいて
大丈夫です。
※スイミングバッグを忘れた場合、お休みとなりますので
ご注意ください。
・交通安全教室について
12 月 6 日（月）10 時から交通安全についての指導を受けます。
9 時半までには登園するようお願いいたします。

🎃ハロウィンパーティー🎃

今月の予定
１日（水）身体測定

２３日（木）誕生会

３０日（木）年末休み

６日（月）交通安全教室

２４日（金）クリスマス会

３１日（金）年末休み

９日（木）消火避難訓練（火災）

２８日（火）スイミング

１４日（火）スイミング

２９日（水）年末休み

1 月 1 日（土）元旦
３日（月）年始休み

１６日（木）食育クッキング
※毎週水曜日に安田式体育遊びをおこないます。

