２月の目標

ごふん
２０２２年１月 3１日発行

第１１号

・感染予防に努め安心できる環境の中で健康に過ごせるようにする。
・手先や指先を使った遊びを楽しむ。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

お知らせ
新型コロナウイルス感染者が増加傾向にある為、保育参観は実施いたしません。

～初めてのおゆうぎ会～
今年度も早いもので、残りあと２ケ月となりました。寒い日が続いていますが、
子ども達の元気な声が室内を暖かくしてくれています。
さて先月のおゆうぎ会では、保護者の皆様のご協力で無事開催することができ
ました。ブルンブルン！とバスのエンジン音で幕が開き、ステージ上の子どもた
ちはお家の方に見つめられ、いつになく“ピーン”と張りつめた雰囲気を感じて
いたようです。少々戸惑いながらも、スッとしっかり手を上げたり、恥ずかしそ
うに口元に手をあててニコーッと笑ったりと、一人ひとり個性にあふれた発表と
なり、楽しい思い出となりました。保護者の皆様に子ども達の成長した姿を見て
頂けたのではと思っています。
２月も寒さに負けず、元気いっぱい遊んで楽しく過ごしていきたいと思います。
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今月の予定
1 日（火）身体測定

17 日（木）食育クッキング

3 日（木）豆まき

2３日（水）天皇誕生日

１0 日（木）消火避難訓練（火災） ２４日（木）誕生会
11 日（金）建国記念の日

２月の目標

しらあい
２０２２年１月３１日

第１１号
学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

発行

・身の回りのことに積極的に取り組もうとする。
・一人一人の体調に留意し、寒い時期を元気に過ごせるようにする。
・トレーニングパンツを履いて過ごすことに慣れる。

日発行

今月は立春を迎え、暦の上では春を迎えます。
しかし、まだまだ寒い日が続きますので体調管理に留意しながら元
気に過ごしていきたいと思います。
先日はおゆうぎ会への参加・ご協力ありがとうございました。お
ゆうぎ会に向けて沢山練習を頑張ってきたしらあい組の子どもた
ち。当日は緊張している様子も見受けられましたが、大勢の保護者
の方々の前でしっかりと踊る姿がとてもたくましく見え感動しま
した。
子どもたちは、朝の準備を自分で行っています。上着を脱ぎフッ
クに掛けたり給食用のエプロンやタオルを出すなど、自分でできる
ことがどんどん増えてきています。まだまだ完璧ではありません
が、次の意欲へとつながるように子どもたちの自分でやろうという
姿勢を見守りながら手助けをしていきたいと思います。

お知らせ・お願い

🌼保育参観について
年間計画では保育参観を予定していましたが、中止といたします。
ご了承ください。
🌼衣服について
トイレトレーニングを全員が頑張っています。
ズボンやパンツを着替える機会が増える為多めに準備をお願いします。
🌼持ち物について
衣服や手拭きタオル、靴下など記名が薄くなっ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。

おゆうぎ会の様子
～

できるかな？

～

今月の予定
１日(火)

身体測定

１４日(月)食育クッキング

３日(木)

豆まき

２３日(水)天皇誕生日

１０日(木)

消火避難訓練

２４日(木)誕生会

１１日(金)

建国記念の日
※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３１日発行

・身近な自然に触れながら、寒い時期を健康的に過ごす。

第１１号
学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

先日はお忙しい中、おゆうぎ会を見に来ていただきありがとうございました。

お知らせ・お願い
★保育参観について

練習からノリノリだった子ども達。保護者の前で嬉しそうに踊る姿が微笑ましく

コロナウイルス感染拡大予防のため中止となりました。何卒ご理解よろし

印象的でした。
「あか～！」
「おーすしのピクニック♪」の掛け声も元気いっぱいで

くお願いします。

したね。一生懸命踊る姿に私達も感動しました。暖かいお言葉も本当にありがと
うございました。

★卒園式について

節分の豆まきに向けて鬼のお面・ます作りをしました。お面作りでは、好きな色

３月 2６日土曜日に卒園式を予定しています。室見ガーデン職員全員で

の毛糸を鬼の髪の毛にし、角はクレヨンで模様を描いて絵の具で塗りはじき絵に

ぐんじょう組さんの子どもたちを見送りたいと思いますので、出来る限

しました。ます作りでは、鬼のパンツに絵の具で模様をつけたり鬼のポーズや表

り家庭保育のご協力をお願いいたします。

情で撮った写真も貼ったりと可愛らしく仕上がりました。
給食でお箸を使用するようになり、
「お箸を使って食べたい！」とはりきってい

★職員について

る様子が見られます。まだ持ち方に苦戦している姿も見られますが、意欲的に挑

島村

戦しているところです。ご家庭でも毎日お箸時間を取り入れてくださいね。

訳ございません。引き続きびゃくぐん組をよろしくお願いします。

かなえ先生が 24 日(木)より産休に入ります。年度途中になり申し

あっという間にもう２月。様々な経験や行事を終えるたびに、ひとつまたひと
つと出来ることが増え身体も心も大きくなりました。びゃくぐん組さんでの残り
の日々を大切に過ごしていきたいと思います。

今月の予定
１日(火)身体測定

１７日(木)食育クッキング

３日(木)豆まき

２３日(水)天皇誕生日

１０日(木)消火避難訓練（火災）

２４日(木)誕生会

１１日(金)建国記念の日
※毎週水曜日に安田式体育遊びをします。

あさぎ
２０２２年 1 月３１日発行

第１１号

今月の目標
・身の回りのことをほとんど自分でできるようにする。
・寒さに負けず、戸外で元気に遊び丈夫な体をつくる。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

◎お知らせ
先日のお遊戯会はお忙しい中お越しいただきありがとうござい
ました。今年は無事に保護者の方に直接お見せすることができ、
嬉しく思います。たくさんのお客さんの視線に、子ども達のドキ
ドキしている様子が伝わり、今まで練習してきたことを一生懸命
表現している姿を見て、大きな成長を感じました。
1 月の製作はラーメンを作りました。お家で食べたり、絵本で見
ていたり、自分の好きな身近な食べ物を作ることに喜んで取り組

・保育参観について
2 月に予定しておりました保育参観につきましては、コロナ感
染拡大の為、中止とさせていただきます。
・マスクの着用について
登園の際はお子様も必ずマスクの着用をお願いいたします。
落としたり汚れたりする場合もあるので、予備のマスクを

んでいたあさぎ組さん。トッピングする具材をハサミで切り、細

カバンのポケットに入れて頂けると助かります。

かく切ったネギもきれいに貼ってトッピングしていました。ラー
メンの周りには箸と飲み物を描き、水・お茶・コーラ・虹色ジュ

ご協力よろしくお願いいたします。

ース..と自由にそれぞれの個性が出ています。お部屋の後ろに飾っ
ていますので、送迎の際、是非お子様と一緒にご覧ください。

今月の予定
１日（火）身体測定

１１日（金）建国記念の日

３日（木）豆まき

１４日（月）食育クッキング

８日（火）スイミング

２２日（火）スイミング

１０日（木）消火避難訓練（火災）

２３日（水）天皇誕生日
２４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
２０２２年 1 月 31 日発行

第 11 号

2 月の目標
日本の伝統行事(節分)の意味を知り、興味・関心を持つ。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

進級に向けて、身の回りのことはしっかりと自分でする。
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

おゆうぎ会、みんなで頑張りました！！！
15 日のおゆうぎ会は、お忙しい中お越しくださりありがとうございました。子
ども達の日頃の取り組みを間近でご覧いただけたことと思います。
子ども達は、DVD 撮影時から“ドキドキする～”と言っており、実際に DVD
の映像は緊張した動きになっています。しかしその経験があったからか、15 日の
本番の子ども達は今までにない活き活きとした表情で、スイミー終了後や、ボディ
パーカッションが終わり幕が閉じた後に、
“楽しかったーーー！！”と満面の笑み

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
■保育参観について
生活したり、身の回りのことを自分で行ったりする。
2 月に予定しておりました保育参観は、コロナ感染拡大の為、
中止といたします。
・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
生活したり、身の回りのことを自分で行ったりする。
■進級に向けて
イコール

進級まであと２ケ月です。( ＝ 来年の今頃は・・・🌸🎒)

で言ってくれました。保護者の方々が近くで見守ってくれている中で、これまでの

① 生活リズムを整える (早寝早起き朝ごはん)

取り組みを十分に発揮でき、子ども達自身が手応えを感じられたのだと嬉しく思い

② 登園時間を守る (朝の活動は 9 時 30 分開始)

ます。これからもおゆうぎ会で培った力を糧に、どの活動でも自信を持って取り組

③ 園生活に必要な物(鞄に入れる物)は自分で出し入れする

んでいきます。

④

おゆうぎ会を開催するにあたり、衣装や登園時間等、色々とご協力くださりあり
がとうございました。心より感謝申し上げます。

自分の荷物は自分で持つ

上記 4 点を子ども達に園で伝えていきますので、ご家庭でも一緒にご
協力をお願いいたします。

👹もうすぐ豆まき！！楽しみ？それともドキドキ？👹

2 月の予定
1 日(火)身体測定

１４日(月)食育クッキング

3 日(木)豆まき

２２日(火)スイミング

8 日(火)スイミング

２３日(水)天皇誕生日

１0 日(木)消火避難訓練(火災)

２４日(木)誕生会

１１日(金)建国記念の日
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
２０２２年２月１日発行

第 1１号

就学に向けて見通しを持ちながら行動する。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

お遊戯会の練習の様子
おゆうぎ会では、寒い中外で待機していただいたり、検温、消毒等の感染予
防のご協力により、無事におゆうぎ会を行うことができました。保護者の皆様
あたたかく見守っていただきありがとうございました。
おゆうぎ会本番では楽しみな反面、緊張している様子の子どもたちでしたが、
今まで頑張ってきたことがたくさん発揮されていてとても成長を感じました
し、その姿に感動させられました。おゆうぎ会を通して、友だちと音を合わせ
ることの難しさや心地良さ、みんなで一つの目標に向かって作り上げていく楽
しさ、色んな感情を抱きながら、大きな自信に繋がったと思います。お遊戯会
が終わった子どもたちの表情は達成感と満足感と頼もしさがたくさんあふれ
ているように感じました。
1 月の壁面製作では、日本の正月行事の一つである書初めをしました。初め
ての習字体験にドキドキな子どもたち。みんなで書いた字を見せ合いながら楽
しく取り組めました。

お知らせ・お願い
・マスクの着用について
毎日マスクを着用して登園をお願いいたします。
※名前の記入もお願いいたします。
・保育参観について
2 月に予定していました保育参観は、コロナの影響で
中止いたしますので、よろしくお願いいたします。

今月の予定
１日（火）身体測定

１７日（木）食育クッキング

３日（木）豆まき

２２日（火）スイミング

８日（火）スイミング

２３日（水）天皇誕生日

１０日（木）消火避難訓練（火災）

２４日（木）誕生会

１１日（金）建国記念の日
※毎週水曜日に安田式体育遊びをおこないます。

