３月の目標

ごふん
２０２２年３月１日発行

第１２号
学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

・安心安全な環境の下、感染予防に気を付けて健康に過ごせるようにする。
・戸外遊びで十分に身体を動かすことを楽しむ。

～お知らせ～
○お布団のサイズが変わりますので、敷マットを大きいものに交換してくださ

日に日に厳しい寒さも和らぎ、春を感じる季節となりました。早いものでごふ
ん組さんで過ごすのも、残り 1 ヶ月となりました。
子ども達は、この一年でたくさんの事に出会い、新しい事に驚いたり、泣いた
り、喜んだりと、色々な事を吸収してきました。
さてクラスでは、徐々に進級に向けての準備をしています。お給食につきまし
ては、月齢やご家庭での離乳食の進み具合を見ながら、段階的に幼児食（きざみ
食）へと進め、新しいクラスでもしっかりと食べられる様に準備ができてきまし
た。また、身の回りの準備では、朝の準備をお手伝いしようとすると、自分で上着
を脱ぐ！と一生懸命に脱ごうとする姿が見られ、成長をたのもしく感じています。
この一年間で大きく成長した子ども達。私たちも子ども達と一緒に、一年間楽
しく過ごしてきました。この様に無事に過ごせましたのも、保護者の皆様のご理
解と、ご協力があったからこそです。一年間ありがとうございました。
来年度もどうぞよろしくお願いいたします。

い。
（四隅にゴム付きのものが適しています。お布団は１２０×７０㎝です。）
○年度末に着替えや製作物を持ち帰りますので、持ち帰り用の A４サイズほど
の紙袋をご持参ください。
（３月１０日まで）
○園のしおりを配布しますので、持ち物やその他注意事項を再度ご確認下さい。
○進級児さんについては、４月１日から通常保育をいたします。入園式の準備
の都合上、家庭保育や早めのお迎えのご協力をお願いします。
○予防接種状況についてこちらからお聞きしますので、児童票へのご記入をお
願いします。
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鬼は外！福は内！外からやってきたもじゃもじゃ頭の鬼にびっくりして
わー！と泣き出す子ども達。新聞紙を丸めて作った豆を、鬼に投げてみん
なでやっつけました！

３月の予定

４月の予定

１日（火）身体測定

２日（土）入園式

3 日（木）豆まき

４日（月）身体測定

１0 日（木）消火避難訓練（火災）

８日（金）消火避難訓練（火災）

１８日（金）お別れ会

１４日（木）健康診断

２１日（月）春分の日

２１日（木）食育クッキング

２３日（水）誕生会

２８日（木）誕生会

２６日（土）卒園式

２９日（金）昭和の日

３１日（木）修了式

しらあい
２０２２年３月１日発行

３月の目標

第１２号

・日差しの暖かさを感じながら、戸外で身体を動かす楽しさを味わう。
学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

・異年齢児との関わりを通して、進級することへの期待感をもつ。
・
。

お知らせ・お願い

日に日に厳しい寒さも和らぎ、春の陽気を感じられる季節になりました。
年度初めは、言葉で自分の気持ちを伝えることが難しく泣いたり手が出てし
まったりすることもありましたが、今では簡単な言葉を使ってお友達と関わ
る姿が見られるようになりました。進級に向けて、自分の荷物の準備やコッ
プを使ってうがいすることなどを少しずつ練習しています。「ここにおく
の？」
「ごっくんじゃなくて、ペッってする」など一つ一つ保育士等に訊ね

🌼荷物の持ち帰りについて
年度末に全ての荷物を持ち帰っていただきたい為、A４サイズの紙袋を１０日(木)までに
持ってきてください。
🌼制服等の注文について
通園バックや制服を注文された方は、揃い次第お渡しいたします。

ながら自分で頑張ってみようとするしらあい組さんです。
残り一か月も子ども達の気持ちに寄り添いながら、楽しく過ごしていきた
いと思います。今年度も保育や行事にご理解・ご協力いただきまして、あり

代金につきましては、４月に徴収させていただきます。
🌼新年度の持ち物について
新年度の持ち物につきましては、別紙にてお知らせいたします。

がとうございました。

🌼３月３１日(木),４月１日(金)のお迎えについて

～小麦粉あそび～

新年度や入園式の準備がある為、早めのお迎えにご協力ください。

小麦粉を触ってみたり捏ねて作った小麦粉粘土で遊んだりしました。
保育
士等が小麦粉を容器に入れる様子を興味津々で見つめるしらあい組さん。
「つめたいね」
「さらさらする～」と小麦粉ならではの感触を楽しんでいま
した。

こねこね

なにつくろうかな～

３月の予定

４月の予定

１日(火)

身体測定

１日(金)

進級式

３日(木)

ひなまつり

２日(土)

入園式

１０日(木)

消火避難訓練(火災)

４日(月)

身体測定

１７日(木)

食育クッキング

８日(金)

消火避難訓練(火災)

１８日(金)

お別れ会

１４日(木)

健康診断

２１日(月)

春分の日

２１日(木)

食育クッキング

２３日(水)

誕生会

２８日(木)

誕生会

２６日(土)

卒園式

２９日(金)

昭和の日

３１日(木)

修了式

今月の目標

びゃくぐん
２０２２年 3 月 1 日発行

第１２号

・身の回りのことに挑戦する喜びを感じ、進級することに期待感をもって過ごす。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

お知らせ・お願い
★年度末について
年度末、荷物の持ち帰りをお願いします。

冬が終わり、寒さの中にも少しずつ春の暖かい日差しが感じられるように
なってきました。びゃくぐん組に進級してから早くも 1 年が経とうとして
います。この 1 年間で、身の回りのことに一人で挑戦したり、気持ちを言
葉で伝えようとしたりと言葉では言い尽くせないほど沢山の成長を見るこ
とができました。
保護者の皆様には沢山のご理解ご協力をしていただき、深く感謝しており

3 月 10 日までに着替えや製作物、新年度教具を入れる大きめの紙袋を持っ
てきてください。
★産休のお知らせ
かなえ先生が出産のため、2 月よりお休みに入っております。
★入園式について
４月２日の入園式は新入園児のみで行います。

ます。ありがとうございました。
今月は子どもたちの成長を感じ、進級への期待をもちながら、びゃくぐん
組での残りの時間を目一杯楽しみたいと思っています。

【散歩】お友達と手
を繋いでお散歩でき

～1 年間の成長～

るようになったよ！

【排泄】おむつ→完全パンツ→排便後おしりを拭くことに挑戦
【着脱】大人と一緒に着脱→一人で挑戦→前後裏表を意識できるように

誘導ロープをもってお散歩

上着のチャック、ボタンに挑戦、ハンガー掛けに挑戦
【その他】ハサミに挑戦、折り紙に挑戦(複雑な動きもできるようになりました。)
【食事】スプーン上手持ち→下持ち→箸に挑戦

４月の予定

３月の予定
１日（火）身体測定

１日（金）進級式

３日（木）ひな祭り会

２日（土）入園式

１０日（木）消火避難訓練（火災）

４日（月）身体測定

１７日（木）食育クッキング

８日（金）消火避難訓練（火災）

１８日（金）お別れ会

１４日（木）健康診断

２１日（月）春分の日

２１日（木）食育クッキング

２３日（水）誕生会

２８日（木）誕生会

２６日（土）卒園式

２９日（金）昭和の日

３１日（木）修了式

※毎週水曜日に安田式体育遊びを行います。

今月の目標

あさぎ

第 1２号

・自分で考えて行動したり、自分の気持ちを伝えようとしたりする。
・基本的な生活習慣や健康、安全に必要な習慣の自立に向けて行動する。

学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

２０２２年３月１日発行

お知らせ・お願い
◎保育園からのパンツの貸し出しについて

この１年間、みんなの体力もついてきて、欠席の少なかったあさぎ組。
ご家庭での健康管理もしっかりされていたからこそ、子ども達は元気に毎
日通うことができました。挨拶や着脱などの生活習慣も身に付き、自信に

パンツを園から貸し出した場合は衛生上の観点から同サイズの新しいも
のを購入し、園にお返し下さいますようお願いいたします。

◎年度末の持ち帰りについて
荷物の持ち帰りがあるので、大きめの紙袋のご用意をお願いいたしま

満ち溢れて進級が出来そうです。
誕生会や節分２月もたくさんの思い出を作ることができました。節分で
は、鬼が来る前に自分で作ったお面をかぶって意気揚々としていた子ども

す。（3 月１０日まで）

◎入園式について

たちもいましたが、いざ鬼が来ると１０人以上の子どもたちは先生の後ろ

４月２日の入園式は新入園児のみで行います。進級園児につきましては

に悲鳴を上げながら避難していました。勇敢にも向かっていた残りの子ど

４月１日、通常保育を行います。

もたちが一生懸命に新聞紙で作った豆を投げてくれて無事に鬼を退治し
てくれました。これで今年も元気に健康で過ごすことができますね。

３月の予定

４月の予定

今年度も残りわずかとなりました。来年度に向けた準備を少しずつ進め
残りの日々を思いっきり楽しみたいと思います。
食育(大豆すり)

1 日（火）身体測定

1 日（金）進級式

３日（木）ひな祭り

２日（土）入園式

８日（火）スイミング

４日（月）身体測定

１０日（木）消火避難訓練（火災）

輪飾り作り
り

豆まき

８日（金）消火避難訓練（火災）

１７日（木）食育クッキング

１２日（火）スイミング

２１日（月）春分の日

１４日（木）健康診断

２２日（火）スイミング

２１日（火）食育クッキング

２３日（水）誕生会

２６日（火）スイミング

２６日（土）卒園式

２８日（木）誕生会

３１日（木）修了式

２９日（金）昭和の日

安田式体育遊びは、毎週水曜日に行います。

こんぺき
２０２２年３月１日発行

第１２号
３月の目標
学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

心の中の鬼を追い払いました！
節分ではみんなの心の中にいる弱い鬼を追い払おうと豆やお面を準備し
て、２月３日に備えました。それぞれ、
“お手伝いをしない鬼”や“お野菜
を食べない鬼”など追い払いたい鬼をイメージしてお面を作って、保育園
に来た鬼に新聞紙で作った豆を投げていました。泣いてしまう子もいまし
たが、泣きながら豆を投げて追い払う姿はもうすぐ年長さんになるのだな
と感じさせてくれました。

進級までの時間を、友達や保育者と十分に楽しむ。
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。
■年度末の持ち帰りについて
年度末に持ち物をお返しします。３月１０日までに大きめの紙袋のご持
・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
参のご協力をよろしくお願いいたします。
生活したり、身の回りのことを自分で行ったりする。

立春を過ぎましたが、雪が降る日もあり朝は布団から出るのも一苦労な
寒さですね。それでも、こんぺき組では今月はスポーツ月間と銘打ち、晴

３月の予定

４月の予定

れの日には園庭や公園に行き、サッカーやドッジボールをして寒さを吹き
飛ばしています！
こんぺき組で過ごす最後の月になりましたが、ぐんじょう組になるまで
の間に色々なお友達や先生と楽しい思い出作りをしたいと思います。

豆まきの様子

１日(火)身体測定

１日(金)進級式

３日(木)ひなまつり

２日(土)入園式

４日(金)アビスクール

４日(月)身体測定

８日(火)スイミング

８日(金)消火避難訓練(火災)

１０日(木)消火避難訓練(火災)

１２日(火)スイミング

１７日(木)食育クッキング

１４日(木)健康診断(9:30〜)

１８日(金)お別れ会

２１日(木)食育クッキング

２１日(月)春分の日

２６日(火)スイミング

２２日(火)スイミング

２８日(木)誕生会

２３日(水)誕生会

２９日(金)昭和の日

３１日(木)終了式

食育クッキングでは大豆をすりつぶしました

２６日(土)卒園式
毎週水曜日は、安田式体育遊びを行います
３１日(木)修了式

ぐんじょう
２０２２年３月１日発行

今月の目標

第 12 号
学校法人 光寿学園
室見ガーデン保育園

2 月の前半は豆まき！豆まきが始まる前から怖くて顔が不安になっている子も

就学に向けて様々なことに挑戦しながら取り組む。

お知らせ・お願い
・アビスクールについて

いました。鬼が目の前に現れると怖さもあったようですが、
「鬼を倒すぞ」という

3 月２日（金）はアビスクールがあります。

気持ちが大きく、新聞紙で作った豆をたくさん投げつけて鬼をやっつけていまし

アビスパ福岡のサッカー選手の方が来られて一緒に

た。鬼を倒すと大喜びのぐんじょう組さんでした。

サッカーをして遊ぶ予定です。

平仮名の練習も頑張っています。鉛筆を上手に持って集中して取り組む子ども
たちの姿を見ていると、小学生になった姿を想像してしまいます。文字探しが大

・紙袋持参について

好きで、たくさんの文字の中から指定した文字を探し出すのを楽しんでいます。

年度末に荷物をすべて持ち帰るので、3 月 10 日（木）までに

全部見つけ出すと「やったー」と達成感と喜びでいっぱいの子どもたちです。

大きめの紙袋に名前を書いて持ってきてください。

卒園式まで残り約 1 か月となりました。保護者の皆様 2 年間ありがとうござい
ました。保護者の皆様のご協力もあり、子どもたちと楽しく過ごすことができま

・卒園式について

した。残り 1 か月もよろしくお願いいたします。就学することへの期待がふくら

3 月 26 日（土）は卒園式です。

み、とても楽しみにしている子どもたちです。それと同時に 2 年間ともに過ごし

8 時 45 分から 9 時までに集合をお願いいたします。

てきたお友だちと離ればなれになるのも寂しいようです。残り約 1 か月ぐんじょ
う組さんでたくさん楽しい思い出を作っていきたいと思います。

👹豆まき👹

今月の予定
１日（火）身体測定

１８日（金）お別れ会

２６日（土）卒園式

４日（金）アビスクール

２１日（月）春分の日

３１日（木）修了式

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）誕生会

１７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。

