１月の目標

ごふん
２０２２年１月 5 日発行

第１０号

・生活リズムを整え、健康に過ごせるようにする。
・室内や戸外などで、身体を十分に動かして遊ぶことを楽しむ。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

お知らせ・お願い

新年あけましておめでとうございます

〇お洋服の記名について
肌着・洋服にご記名をお願いします。お名前は目につく場所にご記入くださ

本格的な冬を迎え寒さが増す中、お部屋では『せんせ！』
（先生）や『どじょ！』
（どうぞ）など可愛い言葉が飛び交い、元気な子ども達のにぎやかな声と共に
新しい年がスタートしました。子ども達が心も体も成長していく姿が増々楽し
みです。
さて、今月は楽しみなおゆうぎ会が１月１５日に予定されています。朝のお
集まりの時間におゆうぎ会の練習を取り入れています。練習の度に違った反応
が返ってきて、当日にどんな表情を見せてくれるか楽しみです。お子様の可愛
く頼もしい成長を保護者の皆様に見て頂けたら嬉しく思います。
今年度も残り 3 ヶ月となりました。日々の新たな発見を大切にしながら元気
に過ごして行きたいと思います。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

い。名前が消えているエプロンには再度ご記名をお願いします。
※裏起毛の洋服はお預かりができません。
○靴の使用について
園庭等で徐々に使用していきますので、靴をお持ちでしたらご持参ください。
○食事について
お給食をスプーンで食べられるように少しずつ練習しています。
お家での食事の時も、スプーンを使用して慣れていきましょう。
☆おゆうぎ会について
座席表を後日お渡しいたしますので
ご確認ください。
☆DVD 撮影会について
１月１３日（木）におゆうぎ会の DVD
撮影会がありますので、９時までに登園
をお願いします。（短時間でのお預かり
のお子様は９時すぎに登園をお願いし
ます。）
DVD は後日販売いたします。
今月の予定

1 月１７日より沖紀久美先生が入職いたします。
よろしくお願いいたします。

４日（火）身体測定

１５日（土）おゆうぎ会

６日（木）消火避難訓練（地震） ２０日（木）食育クッキング
１３日（木）DVD 撮影会

２７日（木）誕生日会

しらあい
２０２２年１月５日発行
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お知らせ・お願い

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

🌼着替えについて
新年あけましておめでとうございます。年末年始のお休みも明けて保育室には子

戸外遊びの後、食前食後の手洗いを子どもたちがしています。

どもたちの元気な声と明るい笑顔があふれ、園が一気に華やいでいます。今年も

洋服の袖を上げやすいよう少し余裕のある服の着用をお願いいたします。

子どもたちが笑顔で、安心して過ごせる環境を作れるよう職員一同一丸となっ
て、十分配慮していきたいと思います。本年もよろしくおねがいいたします。
12 月の製作ではクリスマスリースを作りました。
緑、オレンジ、黄色の筒の中から、好きな色を選んでモールを通しました。
そして、さらに公園へ散歩に行った時に拾ってきたどんぐりや葉っぱを思い
思いに飾りつけをして、とてもかわいらしく個性的なリースが出来上がりま
した。
〈リース〉

🌼パンツトレーニングについて
1 月 17 日から全員パンツトレーニングを始めたいと思いますので、
パンツの準備をお願いします。
※ズボンも多めに準備をお願いします。

🌼おゆうぎ会
1 月 15 日(土)にお遊戯会を予定しています。

〈おゆうぎ会練習風景〉

詳細は別紙にて配布していますので確認の方をお願いいたします。
＊何か不明な点がありましたら担任におたずね下さい。

🌼職員について
おき

き く

み

1 月 17 日より 沖 紀久美先生が入職します。よろしくお願いします。

おゆうぎ会の練習
しらあい組は、エリック・カールさんの「できるかな？」を子どもたちが動物になり

今月の予定

きって披露します。
練習中音楽が流れると、
「次〇〇だよ」と楽しそうにお話ししながら練習しています。

１月の目標
・外でも元気に過ごし季節を感じる。
・保育士等の助けを借りながら、身の回りの事を自分でしようとする。
。

４日（火）

身体測定

１５日（土）

おゆうぎ会

６日（木）

消火避難訓練（地震）

２０日（木）

食育クッキング

10 日（月）

成人の日

２７日（木）

誕生会

13 日（木）

DVD 撮影会
※

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
２０２２年１月 5 日発行
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・保育士等や友達と遊ぶ中で、自分の思いを伝えたり、言葉のやりとりを楽しんだりする。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

お知らせ・お願い
新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。年末年始は御家
族で楽しく過ごされたことと思います。

★パンツ・ズボンについて
一日中パンツで過ごせるようになってきましたが寒くなりお漏らしすることもあるの

しらあい組さんと生活する中で少しずつ相手の気持ちを分かろうとするお友達が増え
てきておやつの袋が開けられずに困っていると手伝ってくれる優しい姿が見られるよう
になりました。これからも異年齢児との関わりを通して思いやりの気持ちが育つことを
期待しています。

で、パンツ・ズボンは多めに持たせて下さい。

★お箸の使用について
スプーンの下手持ちが上手になってきている為、進級に向けて一月からスプーンと並
行してお箸を使います。お家でも少しずつ始めてみてください。

12 月は持ち帰ったクリスマスケーキの他にクリスマスツリーの製作をしました。指先
を使うことも上手になり飾りにのりをつけて貼ることが出来ました。最後にキラキラシ

★職員について
1 月 17 日より沖紀久美先生が入職されます。宜しくお願い致します。

ールを貼る時は子どもたちの目もキラキラ輝いていました。
クリスマス会ではサンタさんとトナカイさんが来てくれてプレゼントを貰ったり一緒
に写真を撮ったりできてとても喜んでいました。

大掃除したよ

食育クッキングではフルーツとクリームを自分で乗せてクリスマスケーキを作りまし
た。いつもより美味しかったようでぺろりと食べていました。
今年度も残りわずかになりましたが、あさぎ組進級に向けて 1 日 1 日を元気に楽しく
過ごしていきたいと思います。今年もよろしくお願いいたします。

年賀状出したよ

クリスマス会

食育クッキング

今月の予定
４日(火)

身体測定

１５日(土)

お遊戯会

６日(木)

消火避難訓練（地震）

２０日(木)

食育クッキング

１０日(月)

成人の日

２７日(木)

誕生会

１３日(木)

DVD 撮影会
※

毎週水曜日に安田式体育遊びをします。

今月の目標

あさぎ

第 10 号

・正月の遊びや伝承遊びを楽しむ。
・先の見通しを持って行動をする。

学校法人 光寿学園

２０２２年１月６日発行

室見ガーデン保育園

◎お知らせ・お願い
あけましておめでとうございます。子どもたちの元気な挨拶で、新しい年がスタ
ートしました。静かだった園内も、久しぶりに登園してきた子どもたちの声でい

・DVD 撮影について
13 日（木）にお遊戯会の DVD 撮影会があります。準備の都合上、早めの登園を

っぱいです。楽しかった思い出がたくさんあったようで「おじいちゃんの家行っ
た！」
「アンパンマンミュージアム行った！」
「美味しいものいっぱい食べた」等、
素敵な思い出をたくさん教えてくれました。
12 月はクリスマス会がありました。子どもたちの元気な歌声が届いたようでサ
ンタさんとトナカイさんがみんなのところにやってきてくれました。サンタさん
のプレゼントが入った大きな白い袋を見て子どもたちは何が入っているのかワク
ワクしている姿が可愛らしかったです。一人一人サンタさんから手渡しでプレゼ

お願いいたします。

・お遊戯会について
15 日（土）にお遊戯会があります。詳細はプリントでご確認をお願いいたします。

・マスク着用について
毎日マスクの着用をお願いいたします。
（マスクには必ず名前の記入をお願いします）

・職員について
１月１７日より

ントをもらい大喜び。最後はみんなで記念撮影もしています。

沖 紀久美

先生が入職します。

よろしくお願いいたします。

。

今月の予定
４日（火）身体測定

１５日（土）お遊戯会

６日（木）消火避難訓練（地震）

２０日（木）食育クッキング

１０日（月）成人の日

２５日（火）スイミング

“一番になりたい”と競争することが大好きなあさぎ組さん。朝の準備や身の回りの支度を友だちと

１１日（火）スイミング

２７日（木）誕生会

一緒に取り組む中で競争心を持ち、やる気に繋がっているようです。園生活の中でも自分で出来たこ

１３日（木）DVD 撮影会

と、頑張ったことをたくさん褒めて“できる”を増やせるように取り組んでいます。
子どもたちの成長の後押しの為にも

登園時、降園時の際は

・カバンを自分で持つ
・自分で歩いて階段を登る

※

安田式体育遊びは毎週水曜日に行います。

（卒園式について）
3 月 26 日（土）に卒園式を行います。詳細はまた後日お知らせいたします。

習慣をよろしくお願いいたします。

※年長組のみ参加予定です。
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こんぺき
２０２２年 1 月 5 日発行

1 月の目標
日本の伝統行事を知り、興味・関心を持つ。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

友達と協力して、一つの目標に向かって活動に取り組む。
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

明けましておめでとうございます。
本年も、どうぞよろしくお願いいたします。
いよいよ、お遊戯会本番が近づいてきました！子ども達は、
“友達と一緒に力を
合わせて一つの物を作り上げる”ことを楽しんで日々取り組んでいます。
まずスイミー。劇に取り組む前に、スイミーごっこを取り入れました。子ども達
は自由に登場する役になりきり、職員が言わずとも、友達と一緒に力を合わせて赤
い魚になったり台詞を言ったり…絵本の中に文章では登場しない役も、
“絵にはあ
るからこの役になりたい！”等、
“スイミー”の劇は、現在進行形で子ども達と一
緒に作っています。一人でする役、みんなでする役…こんぺき組の子ども達がのび

活したり、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
生活したり、身の回りのことを自分で行ったりする。
■お遊戯会及び
DVD 撮影会について
お遊戯会は 1 月 15 日(土)を予定しています。
・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
また、映像撮りは本番前々日の 13 日(木)に行います。
生活したり、身の回りのことを自分で行ったりする。
■新しい職員について
おき

き

く

み

1 月 17 日より、沖 紀久美先生が入職します。
よろしくお願いいたします。

のびと表現する様子を楽しみにしていただければと思います。
次にボディパーカッション。最初は友達と息を合わせることがなかなか難しく、

1 月の予定

上手くいかないこともありましたが、今では身体を大きく動かせるようになりまし
た。手首にきらきらミニポンポンをつけるのも、子ども達は嬉しいようです。
こんぺき組の子ども達が今だからこそできる内容を、当日はご覧ください！
🎄クリスマスの準備～サンタさんがやって来た！～ケーキにトッピング♪🎄

４日(火)身体測定

13 日(木)DVD 撮影会

６日(木)消火避難訓練(地震)

1５日(土)お遊戯会

１０日(月)成人の日

20 日(木)食育クッキング

１１日(火)スイミング

2５日(火)スイミング
2７日(木)誕生会

毎週水曜日は、安田式体育遊びを行います
★卒園式について・・・3 月 26 日(土)に年長組のみ参加予定です。

ぐんじょう
２０２２年１月５日発行

今月の目標

第 10 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
・DVD 撮影会について

新年あけましておめでとうございます！
今年もよろしくお願いいたします！

お遊戯会までもう少し！！劇も合奏も毎回みんなで練習を頑張り、完成してい

13 日（木）は DVD 撮影会があります。
準備の都合上、早めの登園をするようお願いいたします。

・お遊戯会について
15 日（土）はお遊戯会があります。
詳細はプリントでご確認お願いいたします。

・個人面談について

くとともに自信に繋がっていき、嬉しさも楽しさも増えてさらに頑張ろうとする

1 月 17 日（月）から 1 月 31 日（月）の期間に就学に向けての

姿が見られます。ときには励まし合いながらみんなで頑張る姿は、さすがぐんじ

個人面談を行いたいと思います。ご都合がいい日にちと時間を

ょう組さんだなと感じます。お遊戯会で保護者の皆様が見に来るのをとても楽し

お便り帳でお知らせください。

みにしている子どもたち。当日は、今まで頑張ってきたことがたくさん発揮され

・卒園式について

ると嬉しいです。また大きく成長した子どもたちの姿を楽しみにされていて下さ

3 月 2６日（土）に卒園式を行います。

いね。

詳細はまた後日お知らせいたします。

卒園式まで残り約 3 か月となりました。ぐんじょう組さんで楽しい思い出をた
くさん作っていきたいと思います。

・職員について
１月１７日より沖紀久美先生が入職されます。
よろしくお願いいたします。

🎅クリスマス会🎅

今月の予定
４日（火）身体測定

１５日（土）お遊戯会

６日（木）消火避難訓練（地震）

２０日（木）食育クッキング

１０日（月）成人の日

２５日（火）スイミング

１１日（火）スイミング

２７日（木）誕生会

１３日（木）DVD 撮影会
※毎週水曜日に安田式体育遊びをおこないます。

