
令和元年度事業報告 

おひさま保育園 

1. 重点課題への取り組みについて 

 

（1）質の高い乳幼児保育（教育）の事業の充実 

（外部環境） 

平成 30 年度から取り組まれている「子育て安心プラン」により、待機児童解消のための保育の受け皿の拡大や、保育の受け皿
拡大を支える保育の質の確保・保育士処遇改善を踏まえたキャリアアップの仕組みの構築など、保育の「量」と「質」の両面から子
育て社会を支える役目を果たそうとしています。 

（重点課題への取り組み） 

・環境（人的環境・物的環境）を通して子どもの発達を保障する保育（見守る保育）の理論と実践を、園内研修や園外研修の中で
取り入れながらチームや個人で学びを深め、子どもの主体性を育てる保育を実践しました。 

・子どもの主体性を育てるために、子ども一人ひとりの発達について保育士が定期的に保育指針に則った発達チェック（未満児
は毎月、以上児は 3 カ月毎）をし、それをもとに保育士同士のミーティングを頻繁に行うことにより、チーム間での連携を深め子ど
もの発達にあった環境を用意することができました。 

・同じ保育に取り組む四園との合同研修を通し、また講師として招いた他園保育士の「幼児期に育ってほしい10の姿」を意識した
保育の展開の仕方を学ぶことにより、自分たちの保育を振り返り改善する指標にすることができました。 

（2）発達障害、情緒障害児支援事業体制の構築 

（外部環境） 
発達障害の特性を持つ子は、外部環境・内部環境の変化からか近年増え続けており、現在10 人の子どもに一人とも言われて 

おり、集団で生活することの難しさを抱えている子どもたちの支援が保育園・幼稚園、また小中学校でも課題になっています。 
 
（重点課題への取り組み） 

・学校心理士が年に 2 回訪問。それまでに子どもの観察記録を作成しそれを基に、学校心理士による子どもの観察と診断、保育
士との面談を行い、子どもの発達段段階や子どもが安心して過ごせる対応・環境について学びました。また、学校心理士と保護
者との面談に同席しカウンセリング方法について学んだあと、チームカンファレンスで共通理解を図りました。 

 
・野田先生の訪問時には、全員がそろう夜に研修時間を設けました。野田先生の講話において、障害児の対応をする時に感情移
入しやすくなりがちなことから、「目の前の子どもを見立てるための発達や心理的な専門知識を持った保育者になる努力をしよう」という
言葉が保育士たちに響き、自主的に書物を読んだり、子どもたちへの対応を変えながら理解を深めようとしたりする保育士の姿が見ら
れました。 

 
・5 歳児保護者全員と子どもの発達について担当保育士が面談を行い、発達や就学について悩みを抱えている保護者を市の就
学相談に繋げました。また、就学相談について市と連携を取るとともに、悩んでいる母親を療育センターの面談や療育事業所に
つなげたり、療育事業所との情報交換会に参加したりして、子どもの発達について共通理解を図りました。 

  
・就学先小学校の連絡会に参加して気になる子どもについての発達と園での支援について情報共有をし、また、小学校での生
活がスムーズにできるように移行支援シートを作成・提供しました。 

（3）企業主導型保育事業運営の協力事業 

（外部環境） 
平成31年4月より公益財団法人慈愛会今村総合病院において企業主導型保育事業の運営が開始され、その前後に今村総合

病院の子ども・子育て支援体制プロジェクトにも参加し、企業主導型保育事業の開始・運営についての話し合いに参加しました。 
 

 
（重点課題への取り組み） 

・今村総合病院が取り組んでいる子ども・子育て支援体制プロジェクト会議に参加し、慈愛会が進めている「母子に対する出産前
から子育てまでの一貫した、切れ目のない、総合的な（医療・福祉）支援体制の構築に向けての計画」という考え方に触れること
ができ、自分たちもその子育ての部分での支援の大切さを感じることができました。 
 
･企業主導型保育所支援プロジェクト会議にも参加し、企業主導型保育所の現状について改善点は意見したものの、認可保育所
とは違う難しさを感じました。今後、研修等で交流ができ、支援体制の構築に尽力できればと思います。 

 
 



 
2. 各事業所の取り組み 

（1）年齢別在籍児童数 

（年平均人数）定員１１０名   

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計

男児 7人 7人 17人 10人 11人 15人 67人

女児 5人 7人 11人 7人 10人 9人 49人

12人 14人 28人 17人 21人 24人 116人

(9人) (27人) (17人) (22人) (24人) (21人) (120人)

割合 10.3% 12.1% 24.1% 14.7% 18.1% 20.7% 100.0%

計

 
（ )は前年度実績 
※0 歳児については、育児休暇明けの入所が月毎に増え一年を通して変動があった。 
（他の年齢は年間を通じほぼ一定数） 
 
（0 歳児月別在籍数） 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

男児 4人 6人 6人 7人 7人 7人 7人 7人 7人 7人 7人 7人 79人

女児 3人 3人 4人 5人 5人 6人 6人 6人 6人 6人 6人 6人 62人

7人 9人 10人 12人 12人 13人 13人 13人 13人 13人 13人 13人 141人
(4人) (4人) (8人) (8人) (8人) (9人) (9人) (9人) (10人) (10人) (12人) (12人) (103人)

計
 

（ )は前年度実績 
 

 

（年間延べ人数）    

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

30年度 103人 327人 209人 264人 288人 252人 1443人

R1年度 141人 168人 336人 208人 252人 288人 1393人

38人 -159人 127人 -56人 -36人 36人 -50人

137% 51% 161% 79% 88% 114% 97%
前年比

                                        

（2）保育事業 

 保育計画 実   践 反省・課題 

０
歳
児 

･一人一人の生活リズムを大切にしな
がら生理的欲求を満たし、愛着形成
の元、安心して過ごせるようにする 
・衛生的で温かい環境の元で、健康
に過ごせるようにし、情緒の安定を図
る。 

･1 歳児と一緒に生活する中で、同年齢同士
や 1 歳児との関わりなど子ども同士の関係性
を持てるようにした。 
・子どもたちの発達を保障する環境を意識し
て整えた。遊ぶ、食べる、寝る、のゾーンを分
けて移動する中で生活リズムが自然と身に付
くように工夫した。 

・一人ひとりの欲求を満たしながらゆ
ったりとした生活リズムを心掛け、その
中で1歳児との関わりを取り入れること
で子ども同士の刺激が大きく、見て真
似ながら成長に関わることができた。 

１
歳
児 

･安心できる保育士との関わりや自ら
活動したくなるような環境の中で過ご
し、基本的な生活習慣を獲得しようと
意欲を持つ。 
・戸外遊びを多く取り入れ、自然との
関わりの中で興味・関心を広げる。 

･子どもたちの五感を刺激し、意欲的に活動
できるような様々な遊びを工夫して保育を行
った。 
・天候、体調を見ながら戸外遊びを取り入れ、
また室内や廊下、階段も使い体を動かす環
境を整えるなどして体力の向上や運動機能
の発達につなげた。 

・子ども達一人ひとりの発達を理解し
ながら遊びの環境を工夫する必要が
あったが、年度半ばまで保育士の連
携や話し合いが十分でなく、環境の
見直しが遅れがちであった。1 月～3
月にはよく話し合いがもたれ、見直し
によっての工夫がされていた。 



２
歳
児 

・基本的な生活習慣を身に付け、簡単
な身の回りのことを自分でしようとす
る。 
･自由に活動できる安全な環境の中で
友だちと関わって楽しく遊ぶ。  

・基本的な生活習慣が身に付くような援助や
自分でやってみようとする意欲を高める環境
づくりを行った。 
・室内・戸外でも自然に触れ、五感を刺激す
る機会を多く持ち、子どもの意欲が高まる遊
びの工夫を行っていた。 

・戸外遊びや園外保育を意識的に多
く取り入れたため、子どもたちは 1 年
を通して健康で体力も増加していたよ
うに感じられる。 
・クッキングや雨の日にビニールで作
ったカッパを着て戸外遊びをするな
ど、ワクワクする活動を多く取り入れて
いた。 

３
歳
児 

・さまざまな体験を通し、いろいろな物
事に興味や関心を持ち、自主性を育
てる。 
･保育士や友だちとの関わりの中で、
安心感を持って遊びや活動に取り組
む。 

･基本的生活習慣を身につけるとともに当番
活動に参加し、意欲を持てるようにするため
の保育の工夫を行った。 
・体を動かし、自然と触れることを楽しめるよう
な戸外あそびや園外保育を実施した。 

･年上の友だちと一緒に当番活動をす
ることで、自然に覚えていくことも多
く、また年上の友だちとのつながりも
でき、そこから遊びも広がっていく様
子が見られた。異年齢児保育ならで
はの活動も多く取り入れられた。 

４
歳
児 

･自分の思いだけでなく、相手の気持
ちを考えたり感じたりしながら人間関
係を深め、集団としての行動ができる
ようにする。 

･様々な当番活動に取り組みながら年上の子
から教えてもらったり、年下の子に対しての興
味関心が高まりお世話したりすることの喜び
を感じていた。 
・力を合わせることを楽しむ遊びや活動を多く
経験した。 

・年長児と組みながら当番活動をする
ことで、真似ることから身につけられる
ように工夫した。 
・友だち間でのトラブルも時々見られ
たので、友だちの思いに気づき、自
分で考えられるような関わりを工夫し
た。 

５
歳
児 

・人との関わりの中で、社会生活に必
要な態度（社会性）や基本的生活習慣
を身に付け、自主性を育てる。 
・自分の思いを言葉で表現したり、友
だちの思いを認めたりしてその思いを
大切にしながら生活や遊びに取り組
む。 

･就学に備えた基本的な生活習慣を身につけ
自立できるような援助を行い、子どもたちが主
体的に生活・遊びができるような環境設定を
行った。 
・人との関わりを大切にすることから、地域で
の活動も広め、地域の方との関わりを多く持
つ機会を増やした。 

・年長児としての自覚も芽生え、年下
の子のお世話をすることで自分たち
の自信にもつながっていった。 
・商店街での買い物体験や地域の清
掃を通して地域の方々に触れ、たくさ
んの方々に見守られていることを実感
できた。 

 

 

 

（3）給食事業 

 

 

 

（4）地域交流事業 

主な計画 実   践 反省・課題 
・献立の立案 
 
 
 
・給食検討会の実施 
 
 
・嗜好調査の実施 
 
 
 
・食育の年間計画立案 
 
 
 
 
・アレルギー除去食の提
供 
 
・共食の実施 

・地産地消を取り入れ、地域の特産を生かして料理や食
材の旬を生かして料理を味わえるような献立を工夫し
た。 
･幼児食の他に離乳食の献立を成長に応じて作成した。 
･毎月 1 回栄養士・保育士・園長で会議を開き、喫食状況
や食への子どもの意識、食の場の環境について話し合
った。 
･園での食育への取り組みが家庭でどのように反映され
ているか家庭での食生活の調査をし、家庭での様子を
知ることにより、食事や健康面での情報を提供し、献立に
反映させた。 
・年間計画に伴い野菜作りや収穫を行ったり、調理前の
旬の食材に触れたり食べたりすることで、季節感を味わ
った。 
・クッキングも多く取り入れ、作って食べる楽しさも味わえ
た。 
･アレルギーを持つ子どもへ代替メニューの提供と配膳ト
レーの分別を行った。 
 
・5歳児が、01歳児と月2回一緒に食事をすることにより、
食事の介助をしたり交流を持ったりしながら共食を楽しん
だ。 

・咀嚼や噛む力などの発達を考え、素材や調理
法を工夫した献立を取り入れることができてい
た。 
・全クラスの子どもの食事の状況を把握すること
により、献立や調理法の改善を図った。 
 
・給食や食育に対しての感想・意見等もたくさん
いただき、励みにもなった。 
 
・子どもが取り組む野菜の種まきや収穫の様子な
どを月毎の食育体験として掲示したり、園だより
やホームページで知らせ、情報の共有を図っ
た。 
 
 
・離乳食・アレルギー食の子どもの把握、その日
のメニューについて担当保育士と調理師で周知
徹底し連携をとることで、誤飲誤食を防止できた。
 
・食事の前からの交流になるため、手洗いやエプ
ロン付けなど食事準備や食事を介して5歳児と01
歳児のきずなが自然にはぐくまれていった。 
 



 事業名 実   践 反省・課題 
 
毎月 
 
 
 
12 月 

 
世代間交流事業 

・「愛と結の街」をクラスごとに訪問し、自己紹介や歌、
お遊戯や手遊び歌などを披露してお年寄りとの交流を
深めた。 
・園外散歩時にグループホームの前で声かけをし、自
然な流れの中でお年寄りと触れ合っていた。 
・餅つきに保護者の方々や小原町のお年寄りの方３名
が参加され、餅をついたり丸めたりして、子どもたちと
の交流を楽しまれた。 
 

・感染症で延期になっても予備日を作っていただ
め、延期して実施できたことがよかった。お年寄り
の嬉しそうな表情が印象的であった。 
・園外保育では恒例となっており、グループホー
ムの前で呼びかけると、すぐに数名のお年寄りが
出てくるほど自然に交流が持てるようになった。 
・無理のないように配慮して手伝っていただい
た。世代を通して職員も学ぶ場にもなっている。 

6 月 
 
 

8 月 
 
 
 
 

 
 

 
 
異年齢児交流事
業 

・運動会「異年齢児のかけっこ」に、未就園児･小学生 
４１名が参加。 
 
・小学生1 年生21 名が来園し、一日保育士として園児
のお世話やポップコーンの収穫、かき氷づくりをして楽
しんだ。 
 

・未就園児は半周、小学生は１周の徒競走だった
が、怪我もなく盛り上がったのでよかった。 
 
・小学生が園児に優しく声かけをしながらお世話
している姿や、協力しながらクッキングをして園児
に配膳してくれる姿が見られ、子どもたちの成長
を職員みんなで喜び合った。 
 

 
9 月 

 
 
 

 
１０月 

 

 
育児支援事業 

 
・在園児の保護者を対象に育児講座として、親子体操
や園での子どもたちの様子をビデオ撮影したものを視
聴し、本園の保育の説明や子どもたちの成長発達につ
いて話をした。 
 
・地域の子育て保護者を対象に「園庭開放」を広報し、 
6 組の親子が園庭で遊びながら園児と触れ合った。 

 
・本園の保育の意図についてパワーポイントを使
いわかりやすく説明したので、理解を得られやす
かった。 
 
・園児との子ども同士の関わりを喜ばれ、また主
任・副主任保育士に育児相談をする姿もあり、こ
の機会を増やしていく必要性を感じた。 

 

 

（5）幼児保育相談事業 

     日      時          内  容           対応・反省 
 
第1 回 7 月22 日（月） 
10:00～18:00 
 
 
 
第2 回 7 月22 日（月） 
18:30～20:30 
 
 
 
 
第3 回11 月26 日 
10:00～18:00 

（学校心理士 野田弘一先生） 
・6 名の園児の観察 
・個々の行動観察とかかわり方について
職員と面談（観察児6 名） 
・保護者2 名と発達相談 
 
・「保育現場におけるメンタルマネジメン
ト」という講話を常勤以上の職員で園内研
修として実施する。 
 
 
園児5 名についての行動観察と職員との
発達相談。・個々の行動観察とかかわり方
について職員と面談（観察児 5 名） 
・保護者3 名と発達相談 
 

・昨年度の訪問時に保育士の関わり方や考え方の
助言を頂いた上での、今回の観察であったが、保
育士の関わり方の向上をほめて頂けた。常に専門
知識を基にした子どもへの丁寧な対応を心掛ける
必要がある。 
 
・障害児の対応をするときに感情的になりやすいこ
とから、「目の前の子どもを見立てるための発達や
心理的な専門知識を持った保育者になる努力をし
よう」という言葉が保育士たちに響いていたようだ。
・専門家から見た、本園の気になる子の特徴やそ
の理由、またその子たちに対しての関わり方を具
体的に学ぶことができた。 
・保護者との面談にも保育士一人が同席し、その後
のカンファレンスで内容の発表をした。カウンセリン
グの方法も傍で体得している。 

 

 

 

（6）実習受け入れ 

学校名・人数        実習期間      日   数       目     的 

神村学園高等部保育科 R1/5/13～5/24 1１日間 保育実習 

神村学園専修学校こども学科 R1/5/13～5/25 11 日間 保育実習 

東谷山中学校 3 年 5 名 R1/5/21～5/23 3 日間 職場体験学習 

鹿児島大学医学部保健学科 4 名 R1/6/6 ・ 6/27 2 日間 看護学生・小児健康論演習 

鹿児島大学医学部小児科 4 名 R1/6/28・7/5・7/12・7/19 2 日間ずつ 医学部生・保育所実習 



鹿児島中央看護専門学校  19 名 R1/7/16～9/27 4 日間 小児看護学実習 

鹿児島女子短期大学 R1/8/16～8/28 11 日間 保育実習 

鹿児島キャリアデザイン専門学校3 年1 名 R1/9/9～9/21 10 日間 保育実習 

東谷山中学校3 年生8 クラス R1/11/6～11/29 １日間 家庭科授業 子どもとの関わり 

鹿児島医療技術専門学校  10 名 R1/11/5～11/9 

R1/11/11～11/15 

5 日間 小児看護学実習 

鹿児島純心女子短期大学1 年1 名 R2/2/5～2/18 11 日間 

 

保育実習 

 

３．相談・苦情 

             計  画          内  容              対応・反省 
･保護者からの相談・苦情を広く受け付
けるために、日々の連絡帳や苦情箱か
ら苦情をひろいあげ、HP 上に公開す
る。 
・相談苦情解決責任者・受付担当者・第
三者委員を決定し、公表する。 
・保護者には入所時また保護者懇談会
時に「相談苦情申出窓口」についての
紹介を行う。 
 

 
① エプロンの収納方法について 
 
② 降園時のオムツの確認について 

 
・保護者の話を聞いた後で、園としてのやり方の
意図を丁寧に説明した。また、改善できるところ
は職員間で話し合い、その後の対応に努めた。 

 

４．防災訓練 

         計  画         実  施 内  容          反省・課題 
◎毎月、防災・避難訓練を行う 
 ・毎月消火訓練も行う 
 ・年2 回脇田分遣隊立ち合いの訓練

を実施 
 
 
 
 
 
◎月3 回安全点検（園舎・園庭）を行う 
 
 
◎災害用品の購入を進める。 
 
◎保護者へ避難所の提示 
 

◎毎月、防災・避難訓練を行う 
 ・火災避難訓練（年5 回） 
  （うち、脇田分遣隊2 回） 
  （うち、第二避難所まで避難1 回） 
 ・地震避難訓練（年4 回） 
 ・津波避難訓練（第三避難所まで避難） 
 ・台風避難訓練 
 ・不審者避難訓練 
    （市安心安全課の指導派遣有り） 
◎月3 回園内の安全点検 
 （保育士2 名1 組で実施） 
 ・安全点検のマニュアルに沿って 
◎防災・災害用品購入 
 防災頭巾 30 個購入（全園児分そろう） 
 非常用リュック 
◎重要事項説明書・園のしおりに記載 
 ・入園説明会にて説明 

 
・脇田分遣隊立ち合い時に、災害時の避難につ
いて話がある。避難は早ければよいが遅いことが
いけないということではなく、けが人を出さないこ
とと人数の確認が も重要とのこと。 
・地震の際は隣地のブロック塀の危険性を認識
し、避難経路を考慮する。 
 
 
・破損個所は早めに報告するように徹底する。 
 
・全園児分購入済み。防災頭巾を着用した避難
訓練を続ける。（地震時） 
・非常時用リュックも各担任・主任が背負い、避難
することを続けた。 
・地域の人たちや施設と連携をとっていく必要が
ある。 

 

５、会議及び研修 

◎研修計画（園内） 

主な計画 実   践 反省・課題 
◎園内研修 
 
 
 
 
 

･一円対話・クラスミーティング、全体研修を交代に月ご
とに 1 回ずつ繰り返し、いろんな面から保育の質を高
める研修をすすめる。（すべての研修において FT5 人
が担当） 
 
 

・一円対話の大事な部分を残しつつ、チーム内でのコミ
ュニケーションや全体でのコミュニケーションがもっと円
滑になるようにすすめていき、課題を持って園内研修に
も取り組めるようにする。 
・FT の５人が研修係として研修の準備をし、振り返りまで
行うことで年間を通して、それぞれに成長が見られた。 

◎二園合同研修 ○きずな保育園との合同研修と言うことで、2 回ずつ正
規職員が分かれて相手園を訪問し、午前中は見学、昼
にはチームに分かれてカンファレンスを行った。 

・見学研修においてお互いの保育や環境を見ながら話
し合いをすることで、学びも多く、交流も深まった。次年
度以降も経験していない職員を対象に続けていく。 

   



◎四園合同研修 
 
 
 
 
 

〇藤森先生講演会（4 月） 
〇「新宿せいがこども園」の男性保育士・職員5 名が来
鹿し、１０の姿に基づいた子ども主体の保育の実践を
それぞれの立場や職種で紹介し、質疑応答を受ける。
〇三園（しらゆきこども園・竹之迫保育園・おひさま保育
園）において見学・体験研修（7 月～11 月） 
 ・園長、主任による振り返り 
 

・４月の藤森先生の講演会時に「新宿せいが保育園」の
保護者向けの実践ビデオを見たことにより、８月には実
践している保育士や職員の話を聞く場を設けた。慈愛ホ
ールを借り、4 ヶ園の職員100 名程度が集まり、講演会を
開いた。ぜひ次年度も続けていき、保育の質の向上を目
指す。 
・三園による見学研修は見学することからも見学されるこ
とからも学ぶことが多い。次年度以降も続けていく。 

 

◎会議 

会 議 名  回 数 延べ参加人数      会議内容       参加職種 

 職員会議   １２回  144 名 翌月の行事・研修・その他共通理解・ 園長・保育士・栄養士・事務員 

 危機管理会議   １２回    80 名 毎月の事故状況把握・発生防止策について 園長・保育士 

給食検討会   １２回    60 名 喫食状況・献立、食育検討 園長・栄養士・保育士 

リーダー会議   ５回     35 名 行事計画・準備・実施についての共通理解 園長・リーダー保育士 

６．年間行事報告 

 

月 主な計画 実   践 反省・課題 

４月 
進級式 
 

・4月1日に在園児の進級式を行い、4月の誕生会で
は新入園児を紹介し、入園を祝った。 
 

・3月より新体制で保育を行っているが、4月1日に
改めて行うことで、新しい担任も認識し、進級した
実感がわいたようだった。 

５月 

健康診断 
交通安全教室 
 
保護者懇談会 

･徳永クリニックの徳永先生による健康診断。 
・ヤマト運輸の方々を迎えて交通安全教室を行った。
・全体会後、太陽スポーツの原口先生による親子体
操、給食を食べて降園する。 

・ヤマト運輸の方々が工夫をされていたため、子ど
もたちも興味を持って学ぶことができた。 
・01 歳はクラスで親子触れ合い遊びを実施すること
によりゆったりと過ごせていた。 

６月 

歯科検診 
 
運動会 
 

・黒木歯科医院の黒木先生による検診。 
・東谷山中学校体育館工事のため、例年10月実施を
早めて 6 月に実施。 

・子どもたちのその時の成長・発達に合わせた競
技内容を工夫し、練習の過程も楽しめるようにし
た。あまり暑くなく、駐車場も広々つかえ、全体的
に良かったため、毎年6 月実施を計画していく。 

７月 
プール遊び開始 
七夕まつり 

･大きい組、小さい組に分かれ、保育活動の中にプ
ール遊びを取り入れた。（7 月～8 月） 

・安全に気をつけることを第一にし、保育士で連携
を取りながら実施することができた。 

８月 
小学生保育士体験
（異年齢児交流） 

・卒園児15 名が来園し、それぞれのクラスに分かれ
子どもたちのお世話やクッキングを楽しんだ。 

・久しぶりに卒園児と一緒に活動することで在園児
もとても楽しんでいた。卒園児が自然に在園児を
お世話する姿をみて成長を感じた。 

９月 

おみせやさんごっこ 
十五夜 

・2１日（土）体験型・参加型のお店やさんごっこを保
護者と一緒に実施。親子で売り子と買い手に分かれ
実施。 

・「日本」のテーマに沿った作品や食べ物を作る過
程を楽しみ、当日も様々な活動を楽しんだ。地域
の方を呼んで、伝承遊びや玩具づくりをすることで
保護者の方も楽しんでいた。 

１０
月 

ハロウィン大会 
 
買い物体験 

・ハロウィンの仮装をして登園。園内でスタンプラリー
をして楽しんだ 
・年長児が笹貫商店街で買い物体験を実施した。 

・衣装について保護者から提案もあったので、次年
度活かしていきたい。 
・地域の商店街に触れる体験で気づきも大きく、商
店街の方たちが喜んで受け入れてくださったことも
嬉しかった。続けていきたい。 

１１
月 

秋の親子遠足 
健康診断 

・平川動物公園で実施。現地集合→親子体操→親子
で見学→昼食・解散 
・徳永クリニックの徳永先生による健康診断。 

・現地集合で大幅に遅れる保護者も少なく、それぞ
れのペースで見学を楽しんでもらえた。親子や友
だち同士の触れ合いも多くみられた。 

毎月の行事 実   践 反省・課題 
・誕生会 
 
 
・避難訓練 
 
 
・設備点検 
 
･一日保育士 
 

・月により行事と抱き合わせてそれぞれの担当がリズム室におい
て全体で行った。（毎月保育士2 名が担当） 
 
･月により地震や避難、不審者など災害の種類を変え、また実施
時間も様々な時間帯に実施し、第二、第三避難所まで避難する
訓練を行った。年に 2 回脇田分遣隊立会いの下で実施。 
・設備点検マニュアルに従い、毎月 3 回担当保育士 2 名が点検
を行った。 
・誕生月の園児の保護者を対象に案内状を出し、一日保育士の
週を 1 週間設け、都合のいい日に半日保育士体験を実施した。
 

・大人数の集団にいることが苦手の子も増えている。
保育士がそばにいて個別に対応しているが、自分の
好きなものには興味深く参加しているので、工夫が必
要である。 
・第二、第三避難所までの避難も実施したが、災害に
備えての地域との連携作りを強化する必要がある。 
・修理が必要な部分はすぐに業者に連絡し、改善を図
った。修繕箇所が年々増えているので計画的な対応
が必要である。 
・夫婦揃っての参加者も多く、子どもたちもとても喜
び、子どもの成長を見るいい機会になっている。 



１２
月 

発表会         
 
クリスマス会 
 
もちつき（世代間交
流） 

・各年齢の子ども達が発達に応じた表現する姿を保
護者の前で堂々と披露することができた。 
・町内会の鬼塚さんにサンタクロースの扮装で特別
参加していただく。 
･保護者、町内のお年寄りの方々のお手伝いをいた
だきながら、餅つきや餅をまるめる体験ができた。 

・インフルエンザの発症が見られ始める中の実施
で、3 名ほど欠席だった。時期の検討が必要。 
・保護者の手伝いをいただきながら、子どもたちは
もち米の蒸す匂いやつく様子、できたてのお餅を
触るなど、五感を刺激しながら日本の伝統行事の
もちつきを堪能できた。 

１月 七草 
・春の七草、由来を話した上で給食の七草粥をいた
だく。 

・七草の由来を丁寧に伝えていた。 

２月 
節分の行事 
 

・小さい組は保育室で、2 歳児以上はリズム室で節分
の豆まきを楽しんだ。 

・節分の由来を丁寧に説明することで、自分の中の
「〇〇鬼」を意識している子もいた。 

３月 

ひなまつりの行事 
おにぎり遠足 
入園説明会 
お別れ会 
 
 
卒園式 

・リズム室に飾ってある雛人形を囲んで実施。 
・雨天のため、園内遠足となった。 
・卒園していく年長児のために在園児がクラスごとに
出し物を披露し、また年長児から在園児への様々な
プレゼントも用意され、 後の交流を楽しんでいた。
新型コロナウィルス感染予防のため、おわかれ会も
クラスごとに分かれて実施。 
・欠席者が 3 名いたがその 3 名にも配慮し、心をこめ
て卒園児を送り出そうと温かな雰囲気の中で実施し
た。来賓者や在園児の参加はなく、子どもと保護者・
職員のみの参加で実施した。 

・ひな祭りへの興味を深める手立てが出来ていた。
・体操教室後、好きな場所で好きな友だちと一緒に
おにぎりを食べることを楽しんでいた。 
・それぞれのクラスの子どもたちとふれあい、卒園
児が自分の得意なことを一人や二人組で堂々と表
現する姿に成長と保育の積み重ねの力を感じた。 
・在園児の挨拶はスクリーンで写すなど、卒園児が
寂しくないように職員みんなで心を込めて式を執り
行った。卒園式後の 1 週間もほとんどの子どもたち
が登園し、3 月30 日まで園生活を楽しんでいた。 

 


