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行事紹介

夏祭り
*

各園の先生にインタビューしました♪

みらいく高田

*

である︒﹁主体性＝何でもやっていい﹂ではなく︑一日のリズム

満児の保育園であり︑生活のリズムを作るのにとても大切な時期

う気持ちを伸ばしてあげることが大切︒同時に﹁みらいく﹂は未

つまりは︑その子が主体的に興味のあること︑やってみたいと思

保育所保育指針では﹁子どもの最善の利益﹂が謳われている︒

のご家庭にお祭りらしい服装のお声がけをしました︒子ども達

する大規模なイベントにしました︒せっかくなので︑園児さん

めるもの♡﹂にしたいと思い︑保育園をまるっとお祭り一色に

在園児のみ参加の行事にしました︒﹁夏らしく﹂﹁とっても楽し

方にご参加いただいていましたが︑今年は新型コロナの対策で

て計画しました︒高田園の例年の夏祭りは保護者さんや地域の

今年の夏祭りのテーマは﹁海﹂で︑とにかく楽しく！を考え

を作りながら子どもの主体性を伸ばしてあげられる環境設定︑遊

の可愛い甚平姿が見られて嬉しかったです︒

●まとめ・共通認識として

月 日 保｢育所保育
指針等に沿った保育共有
びや学びの働きかけをすることを﹁みらいく﹂全体の共通認識と

す︒保育所保育指針が変

する事項を示したもので

しゃることもあるかと思います︒保育指針の改定にあたり︑様々

の中にはご苦労されていることもあり︑それぞれで悩んでいらっ

命関わってくださっている姿勢にとても頼もしく思いました︒そ

お買い物バッグを持って歩くのは

歳児さんが特に楽しかっ

たようで︑後日保育室のおもちゃとして置いていたら喜んでボー

ルを入れて遊ぶなど︑夏祭りをきっかけに遊ぶ幅が広がったな
と思います︒

配信による﹁法人方針説明＆意見交

選ぶという︑先生との﹁どうぞ﹂﹁あ

た︒チケットを先生に渡して自分で

ものを好きに選んで楽しんでいまし

どれも好評でしたが︑ゲームコーナーで特に人気だったのは

お魚釣りです︒夏祭り後日の今でも楽しく遊んでいます︒お買い

物コーナーではアンパンマンの自動販売機が人気で︑チケットを

投入口に入れると︵先生が中にいて︶本物のパックジュースが出

てくるのに大興奮でした︒お友達がやっている様子を側で見てい

たり︑子ども達同士が何となく近くにいて関わっている姿があり

ました︒休憩コーナーで並んで座ってジュースを飲んでいる姿が

内容が盛り沢山な分︑準備も沢山ありましたが︑高田園の先生

可愛らしかったです︒

日で作り上げたり︑﹁こういう感じでいいですか？﹂と試作

全員がすごく頑張って準備してくださいました︒たこ焼きの製作

物を

を作ってくれたり︑こちらがお願いした端からどんどん完成して

いく！しかもクオリティが高い！先生達の技量がすばらしかった

です︒こちらの指示の順番があまり良くなくて迷わせてしまった

のが反省点なので︑今後に活かしたいです︒

夏祭り後日︑連絡帳に﹁おうちで飾っています﹂﹁おうちでも遊

夏祭りバイキング給食

からあげ

★献立

焼きそば

かき氷

ミニ

マカロニスープ

バナナ

塩きゅうり

スイカ

かったです！

が喜んでいる姿が見られて嬉し

行程も多かったですが︑子ども達

らしい献立でした︒全て手作りで

今回は夏祭りということで屋台

●栄養士の先生から

トマト

とうもろこし

にんじんサラダ

アンパンマンおにぎり

アンパンマンポテト

スペイン風オムレツ

んでいます﹂と書いてくださったご家庭が多く︑楽しんでもらえ
つお買い物バッグにお魚チケットを紐で付けて︑チケットと引
き換えにゲームやお買い物︑参加賞がもらえるシステムでした︒ たのが伝わってきました︒子ども達の夏の思い出になれたなら嬉
しいです︒

毎に順路の割振りを決めました︒各コーナーでは子ども達が持

当日は登園人数が多く遊びの混雑が予想されたので︑クラス

プロジェクト が｣発足しま
した︒﹁保育所保育指針﹂

更されたタイミングに保

な研修に参加され実行されている中で︑同じ研修でも感じ方や受

職員の皆様が子ども達一人一人に関わる事を大切にされ︑一生懸

育業務から離れていた等︑

・ヨーヨー釣り

のリーダーとして指導していくうえで︑色々な意見を出しながら

☆お店屋さんコーナー︵製作物︶

☆休憩コーナー
☆盆踊り

換会﹂が開催されました︒第三回目

りがとう﹂のやり取りが上手にでき

子ども達それぞれ自分のやりたい

となる今回のテーマは﹁産業革命か

︻園庭︼ ☆御神輿

・魚釣り

いまま保育をしている可能性を想定して︑みらいくグ

保育の内容のすり合わせをしていけたらと思います︒またリー

法人方針説明＆意見交換会
日︑代表理事からのWeb

ら現在︑仕事の変化と労働法﹂です︒

歳児さんが御神輿わっ

ていたのが印象的でした︒
園庭では

しょいと盆踊りをしました︒御神輿

は子ども達が無理なく持てるように

ました︒初めて御神輿を見る子が多

軽さを意識して段ボールで手作りし
緒につくっていこう︑というお話が

感じでしたが︑最終的には張り切っ

く︑最初は﹁なんだろう？﹂という
質疑応答では︑今回のものと合わ
月に開催された第

まわりました︒

て﹁わっしょい！﹂しながら園庭を

ありました︒

にリスペクトし︑良い職場環境を一

り︑それぞれの立場や業務をお互い

務や労働法の歴史などのお話があ

始まり︑労働者と管理職の権利と義

﹁働くとは？﹂という問いかけから

月

・ボウリング

ループ園の園長・主任・副主任を中心に保育の確認をす

ダー同士何か話すことで何に迷っているのかも見えてきますし︑

︻保育室︼☆ゲームコーナー

る場を持ち︑状況の把握と法人全体での情報共有を行う

・アンパンマンの自動販売機︵ジュースは本物︶

・わたあめ ・たこ焼き ・アイス

回は﹁子ども主体の保育﹂に焦点をあてた意見が

つながる会議だと思いました︒

色々な意見を聞くうえで解決の糸口を見つけられたり安心感にも

第
多く出されました︒

●主体性についての意見・取り入れている例
◇遊び込める環境づくりの重要性を感じている︒興味の
あることはもちろん︑やったことがないこと等︑色々な
経験ができるような環境設定をしたい︒
◇週案は流動的に﹁書き加え﹂方式にしている︒︵例︶
園児が壁面を破りたがる↓壁面は破ってほしくないが︑
園児の動きを止めたくない↓﹁新聞びりびり遊び﹂をし
よう！という風に︑子どもの﹁やりたい気持ち﹂を満た
してあげることを大切にしている︒

2
回時の

せて︑

意見や質問への回答がされました︒

2

◇おもちゃにすぐ手が届く環境設定をしている︒最初は

﹁ずっと遊んでしまうのではないか﹂と思ったが︑時間

が来れば次の動作へ切り替えられている︒子どもの生活

リズムができているからだと思う︒

18

6

揮する﹁｣その園らしい色﹂を考えていくというプロジェ
クトです︒

こと︑ならびに指針に沿った上での 各｢園の独自性を発

け取り方によって認識が異なることもあるかもしれません︒各園

これに関する運営等に関

第一回保育プロジェクトに参加させていただき︑日ごろ保育士

する︒

広報係

とは︑厚生労働省が告示

保育所保育指針等に沿った
保育共有プロジェクト

発行元：

●参加者の声

信州子育てみらいネット

9

一

1
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行事紹介

夏
* 祭り
*

みらいく保育園

みらいく早苗町

階の部屋いっぱいに夏祭りコー

夜の保育園みらいく

●夜の保育園の夏祭りは保護者の方にご参加いただきました︒

階の部屋にイベントコーナーを設置して順番に遊んだり︑盆

ナー遊びを用意しました︒アンパンマンの的当て︑ボウリング︑

回目です︒﹁前こうやったからこう ●とにかくお祭りっぽく！

しよう﹂のような準備の手際がどんどん良くなっていっている

たこ焼きのボール入れ︑お化け屋敷︑フォトスポットなどです︒ 踊りやスイカ割りなど盛りだくさんでした︒コロナ対策はしっ

●三才園の夏祭りは今年で
なと思いました︒地域のお祭りが全て中止になっている中で︑

最初に手作りのハッピを着たら子ども達は大喜びでした︒コー

かりと行い︑検温︑マスク︑アルコール消毒を基本に︑ コーナー

組までの人数制限をしてまわっていただくなど︑参加された

1

ゲームのワニさんパクパクは小学生のお子さんも喜んで遊ん

ていた保護者参観をコロナ対策で中止したのですが︑保護者の

立を給食の先生が考えて提供してくださいました︒当初予定し

でなく︑例えば魚釣りの魚は子ども達の製作物だったりと︑園

釣り︑魚釣り︑お化け屋敷などがあり︑職員が作ったものだけ

イベントコーナーは︑うちわづくり︑ボウリング︑ボンボン

皆さまにご協力いただきました︒

り﹂﹁ストラックアウト﹂のゲームコーナーを出店しました︒この

児が作ったものを取り入れるようにしました︒

が︑当日は子ども達みんな楽しんでくれていたのでよかったな

だきました︒わからないことだらけで大変なこともありました

初めて行事計画を担当したので先生方には本当に助けていた

た上で︑参加されたみなさんに楽しんでいただけたのかなと思

た︒ソーシャルディスタンスや消毒などの対策はきちんと行っ

いなりに︑おうちの方と一緒に参加できることを喜んでいまし

ても楽しみにしてくれていました︒小さいお子さんはわからな

年齢が大きいお子さんは﹁お祭り﹂というのを理解して︑と

方にも少しでも楽しんでもらいたいという想いがあり︑降園時

円にしました︒そ

でくれました︒年齢別に難易度を変えたり︑装置のクオリティ

のお小遣いで遊びやすいように︑料金を一律

私はお祭りと聞くと血が騒ぐので当日は張り切ってお昼寝の

と思います︒楽しく遊びすぎて時間が押してしまったので︑次

の︶兄弟が楽しんでいました﹂というメッセージを多くいただき︑

さん足を運んでくださいました︒今回夏祭りに参加させていただ

時間からハチマキをしていました︒在園児さんのご家族も夏祭

子ども達にとって楽しめる場となれてよかったです︒

き︑地域の方や子ども達と交流する機会となり︑またお店側とし

います︒保護者の方とゆっくりお話もできて︑職員としても楽

お祭り当日は小布施園の在園児さんや職員︑そのご家族もたく

て一緒に企画を進められてよかったです︒﹁みらいく﹂の理念に

たものを販売していますが︑今回はコロナ対策のため︑給食で

準備で私が関わったのは小さい方のたこ焼きボール入れです︒

いかなど考えて︑先生方と協力しながら楽しんで作りました︒

指定の画像を見ながら屋台感が出るように意識して作りました︒

在園児さんやご家族︑卒園したお子さん︑ご近所の方にお越

早苗町園の先生方は製作物を作るときの連携がすばらしく︑分

お世話になっているお店に発注しました︒数の確定が難しかっ

しいただき嬉しかったです︒印象的だったのは︑在園児さんが

担を割り振らなくても自発的に﹁私これ作ります︒﹂と協力して

子ども達が握れるサイズ感や︑どのくらいの重さだと投げやす

普段保育園で過ごしている姿と︑ご家族と一緒にいる時の姿が

進めていて︑とても良い雰囲気だなと思います
今は色んな行事が中止になりお出かけの機会が減っているの

みんなが遊びのルールを守りながら思い思いに楽しんでいまし

楽しいことが始まる雰囲気を感じて嬉しそうにしていました︒

夏祭り当日︑子ども達は最初に手作りのハッピを着て︑何か
で︑﹁明るい雰囲気﹂﹁開けた場所﹂という部分を見せられたら

た︒

歳児さんがどのくらい行事に参加できるかなと思いまし

と意識していました︒感染予防を徹底してやれる範囲で楽しむ

な一面が見えて︑とても微笑ましかったです︒

少し違うんだなと思いました︒家族の中だからこその甘えん坊

たですが︑周りの人たちにたくさん助けていただきました︒

﹁地域交流﹂とある通り︑﹁みらいく小布施﹂として地域に溶け込 いるのが伝わってきました︒ご近所の方にお越しいただき︑卒
●今年は地域のお祭りが中止になっているので︑一番は子ども
んでいきたいです︒
園したお子さんとご家族にも久しぶりにお会いできて嬉しかっ
達が夏祭りに触れて楽しめるようにと思っていました︒やって
当日は出店者として施設長・主任・担任 名が参加しましたが︑ たです︒
みてとても楽しかったですし︑お祭りの雰囲気を今年も味わう
準備や景品の手作りおもちゃは小布施園職員みんなで協力しまし
●私は夏祭りで販売する飲食物を担当しました︒例年は園で作っ ことができてよかったです︒

画は担任主導で進めがちですが︑他の先生も知識経験が豊富です︒

るわけではない﹁チームワーク﹂をとても感じました︒保育や企

的に協力してくれたのが嬉しかったです︒自分達だけでやってい

﹁大変そうですね﹂﹁手伝いますよ﹂と声をかけてくださり︑積極

最初は出店担当者だけで準備を進めていましたが︑他の先生が

やすいか﹂など試行錯誤した結果︑満足のクオリティになりました︒

ディアを出し合い︑﹁丁寧に見栄え良く﹂﹁どんな風に作れば遊び

くさん工夫しました︒特に景品の手作りおもちゃは︑色んなアイ

た︒営利目的でない＝予算はあまりかけられないので︑その分た

を活かしたいと思い︑みんなで意見を出し合って進めていきまし

た︒せっかく保育園として参加するので︑保育士ならではの知識

4

みんなの力を出し合うとより良いものができると思うので︑これ
からも協力し合っていきたいです︒

なり︑気兼ねなく楽しめる夏祭りにしたいなと思います︒

というのも大事だなと思いました︒来年は心配する状況がなく

嬉しそうにしていて可愛らしかったです︒

たが︑たこ焼きのボールを持ったり握ったりしているだけでも

0

て︑安心して過ごすことができました︒

持ちがとても伝わりました︒コロナ対策もしっかりとされてい

コロナがある中でも親子で楽しめるようにという先生方の気

りのことを話していました︒

よくわかりました︒自分の子はおうちに帰った後もずっと夏祭

自身も本当に楽しかったですし︑子ども達が楽しんでいるのが

過ごしていいよ﹂と声をかけていただきました︒夏祭りは自分

目線で参加していました︒他の先生方から﹁お子さんと一緒に

の少し前に入職したので︑職員としてもありつつ︑保護者側の

●夏祭りでは自分の子どもと一緒に参加しました︒私は夏祭り

た﹂とおっしゃっていただき︑やってよかったなと思います︒

段喜んで登園している理由が︑実際に園を見てよくわかりまし

行く﹂と毎日言っているというお話を伺いました︒他にも﹁普

が︑お子さんがおうちでうちわを持って﹁ママとパパとお祭り

夏祭りの写真をつけたうちわを各ご家庭にお渡ししたのです

しかったです︒

回は時間を決めた中で楽しめるように計画したいです︒

して景品もそれくらいの年齢に合わせたものを手作りしました︒

10

りが始まる時間には皆さんお揃いで︑楽しみにしてくださって

はかなり高かったと思います︒後日連絡帳に夏祭りに﹁︵在園児 には親子で遊べるくじ引きを用意しました︒

夏祭り自体が営利目的ではないので︑小学生のお子さんでも自分

とヨーヨーすくいをしました︒給食とおやつもお祭りらしい献

3

2

各園の先生にインタビューしました♪

来場した方が楽しめるようにというのを一番大事に考えて職員

階で遊んだ後は園前へ移動し︑水遊びを兼ねた金魚すくい

ナー遊びも楽しめていたかなと思います︒

3

間で何度も話し合いをしていました︒コロナ対策では︑マスク
新型コロナの影響で小布施町のお祭りが中止となる中︑﹁子ども 着用︑検温︑消毒液の設置︑椅子の間隔を空けて同じ向きなる
ように配置︑販売する食べ物は個包装︑ソーシャルディスタン

3

みらいく小布施

4

が開催されました︒小布施園からは﹁スライム作り﹂﹁ヨーヨー釣 スの張り紙を各所に貼る︑を徹底しました︒

達に夏の思い出を﹂という有志の方が主催となり︑地域の夏祭り
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おかあさん、ひっぱって〜

かびるんるんをぴょんっ
動物さんの好きな食べ物はなぁに？

バイキンマンをやっつけろー！

★みらいく保育園
テーマは﹁アンパンマン﹂
子ども達が自分で製作したアン

パンマンのお面を被り︑なりきっ

て楽しく活動に参加していまし
かびるんるんをぴょんと飛び越

た︒

え︑すずらんトンネルを潜り︑ア

ボールを持って･･･玉入れ始め〜！

ボール、上手に

ンパンマンのように体を前に伸ば
して滑り台をびゅーん！最後は的
当てでバイキンマンをやっつけ
る！というサーキットです︒
日頃からアンパンマンになり
きって遊ぶ子どもたちの姿を見て
このような競技にしま
した︒活発に体を動か
すことが大好きな子ど
もたちが︑のびのびと
体を動かすことができ
たのでよかったです︒

★みらいく小布施
運動会は保護者の方
にご参加いただきまし
た︒当日は雨だったの
で︑場所を保育室に変

★みらいく早苗町

テーマは﹁はらぺこあおむし﹂

あおむしのたまごを割る玉入れ

に︑あおむしにご飯をあげるか

けっこ︑最後は子ども達がちょう

･･･
練習の時からちょうちょへの変

ちょに変身する障害物競走

身を楽しみにしてきた子ども達︒

当日はどの競技にもはりきって参

加することができました︒

自分が頑張るだけでなく︑お友

月から半年間の成

達を﹁がんばれ〜！﹂と自然と応

援する姿に︑

会場装飾はクラス製作のタペス

長を感じました︒

トリーを飾りました︒足型やのり

貼りなど年齢ごとの味が出た製作

に︑子ども達の笑顔の写真を合わ

せました︒カラフルで可愛らしい

装飾の中で行った運動会でした！

★中野みらいく保育園

当日はあいにくの雨模様だった

ので︑運動会ではなく園内でおま

つりごっこを開催しました︒

各クラスにブースを設定し︑オ

・

歳

リエンテーリング方式で親子でま

わっていただきました︒

部屋﹂に︑

たこ焼きがもらえる屋台を設定し

んが製作したかき氷︑ジュース︑

としてゲームコーナーや

歳児さ

階ホールは﹁縁日﹂

歳児保育室は﹁アンパンマンの

ンを開放して﹁リズムの広場﹂に︑

児保育室のアコーディオンカーテ

2

更して参観日のような
かたちで開催しました︒
親子のふれあい遊びでは︑子ど
も達の嬉しそうなお顔が見られま
した︒和やかな雰囲気作りにもな
りよかったなと思います︒
クラス競技は普段の子ども達の
遊ぶ様子から﹁今楽しんでいるこ
と﹂﹁できるようになったこと﹂
を取り入れられるように担任の先

1

2

ました︒それぞれのブースで親子

歳児さんは保護者の方に

で楽しむ様子が見られました︒

・

る良い機会になったと思います︒

栄養士の先生とゆっくりお話しす

給食参観をしていただきました︒

2

生方に考えていただきました︒
歳児さんはアンパンマン︑

ながらも︑保護者の方の温かな声
援の中︑楽しく行えました︒

4

2

0

1

ちょうちょに変身☆

どれにしようかな〜

行事紹介
歳児さんは可愛い動物に大
2

どのお菓子を取ろうかな

すずらんトンネル
よいしょよいしょ

変身！大勢の方の前で少し緊張し

・

0

1

体を伸ばしてびゅーん
トンネルくぐって…
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手を伸ばして…

パンをゲット！

アンパンマンに変身！

どうぞ

めしあがれ♪

* ミニ運動会 *
上手でしょ＾＾
ぼく並べたの

くぐるの上手だね♪

ころがせたよ

障害物競走

よいしょよいしょ

ハッピにハチマキかっこいい！

あおむしにごはんをあげよう♪

S L マンに乗って

出発進行！

施設管理者

PICK UP

職員会議の工夫

★中野みらいく保育園
月の会議は﹁全員参加の全員発言﹂

これまでの職員会議︵以下﹁会議﹂︶ではそれぞれの意見が出
しづらい形式だったので︑
になるように工夫しました︒﹁自分の考え﹂や﹁今後どうしてい
きたいか﹂を全員が発表しました︒
﹂ワークを行
月には役職者研修に関連して﹁ More/Keep/Less
いました︒先生方がしっかり考えて発表してくれたのでとても良
かったと思います︒﹁やっぱりこれ良いよね！﹂﹁これ無くしたい
よね﹂という共通認識を知るきっかけになりました︒また︑会議
の流れをスムーズにするため︑事前に議事次第と内容を職員全員

施設長

月から職員会議︵以下﹁会議﹂︶のタイムスケ

★みらいく高田
高田園では
ジュールを議題ごとに決めました︒会議が午睡明けの時間に追
われてしまい︑最終的な検討事項や報告事項の伝達がきちんと
できないことがあったのがきっかけです︒議題ごとの発言時間
や検討時間を﹁見える化﹂しました︒
報告事項のうち書面で把握が可能なものは事前に全員が回覧
し︑会議の場では重要な伝達のみにしたところ︑報告事項の時
間は以前の半分程に減らすことができました︒その分の時間を

みらいく小布施

クラスだより

小布施園ではご家庭へのお便りとして﹁園だより﹂に加えて

月から新しく﹁クラスだより﹂を配付︑園の玄関に掲示していま

す︒毎月末クラス別に作成し︑その月の出来事︑クラスで流行っ

ていること︑食育︑お知らせ事項などを掲載しています︒

﹁子ども達の最近の様子やおうちの方へのお知らせ事項はクラス

ごとに異なるので︑﹃クラスだより﹄でお知らせ出来たら良いの
では？と思い提案しました︒﹂︵発案者の先生︶

文章ではイメージが伝わりづらいことの口頭連絡や︑議題をしっ ★作成にあたり意識していること︵各クラス担任の先生︶
また︑会議は午睡時間中のため各保育室に必要人数の職員を

す︒写真はなるべく全員が載るよ

イラストや写真を多く載せていま

●視覚的に様子が伝わるように︑

分けて配置しています︒会議の場にいなくても全員が参加でき

うにバランスを考えながら選んで

かりと検討するために活用できるようになりました︒

るよう﹁アプリのグループ通話﹂を導入しました︒通話なので
別部屋にいる職員もリアルタイムで発言ができます︒できるだ
け全員が参加できるので情報共有にも役立っています︒
これらの工夫により︑以前よりも﹁会議でこういうことを話
したい﹂﹁こういうことを考えている﹂という提案が増えてきま
した︒この変化を大切にして︑アイディアや意見が活発に出せ
る場となれるよう目指しています︒﹁時間は大切なもの﹂という
概念のもと集中して取り組み︑自分たちが理想とする保育がで
きるように活用していきたいです︒

主任保育士

シート﹂﹁自己紹介シート﹂を用い︑各々の﹁苦手なこと﹂を発

月の職員会議︵以下﹁会議﹂︶で﹁私の特性を知るチェック

★みらいく小布施

に周知するようにしました︒資料での共有による時間短縮の結果︑
保育の話し合いに多く時間を取れるのも良い点だと思います︒
月には意見も活発になりとても良い雰囲気でした︒この会議

では合いの手や頷きなどの﹁レスポンス﹂を全員にしてもらうよ
うにしました︒アイスブレイクの内容が﹁仕事中に感じた幸せな
瞬間﹂だったので︑みんなが共感しやすくて心が温まるような

﹁わかる！﹂というレスポンスが多く出て︑発言しやすい雰囲気

や心持ちになれたのかなと思います︒他にはヒヤリハットについ

ての考えや分析を資料にまとめて発表するという流れを作ってい

ます︒ヒヤリハットを﹁すぐに﹂書くことをルーティンにするた

表しました︒その人の特性や苦手とすることを知り︑お互いの

います︒

●写真を多く載せて︑その子らし

さや集中している姿を載せられる

ようにと考えています︒

●子どもの﹁成長したな﹂﹁良い反

応しているな﹂といった事柄や︑

興味を持って取り組めたことなど

をおうちの方に発信したいと思い
ます︒

●色々な情報発信ツールでもあると思うので︑夢中になっている

ことや成長の姿など︑子ども達の﹁今﹂の様子を知れるようなこ

とや︑保育士ならではの情報をお知らせできたらいいなと思いま
す︒

﹁クラスだより﹂始めてからの変化としては﹁うちの子こんな

違いを理解することで︑配慮や思いやりを持って仕事ができる
ようになればチームワークがより良くなっていくのではと思っ

ことしてるんだね︑と笑顔でお話してもらった﹂﹁保護者の方へ

月

め︑ヒヤリハット報告書の前段階で︑毎日必ず確認する﹁午睡
チェックシート﹂に﹁ヒヤリハットメモ欄﹂を新たに設けて

たのがきっかけです︒ ︻発表内容︼①ASDテイスト／

意見を活発に言えるようになったことで変な身構えが無くな

のお知らせ事項を載せたら次の日に対応していただき︑読んでも

から始めたところです︒

中野みらいく保育園
給食レシピ Take Free !

月から玄関に設置しています︒どなたでもご自由にお持

ピのバリエーションを増やしたいです︒

ていますが︑もし希望があれば凝ったレシピも置いたり︑レシ

らいいなと思います︒現在は簡単に作れるレシピを中心に置い

下げたい﹂と思っているので︑この取り組みがそれに繋がった

私は﹁料理＝楽しい！を広めたい﹂﹁料理に対するハードルを

がよく食べました！﹂という声をいただきとても嬉しいです︒

保護者の方や先生方から﹁普段はおうちであまり食べない子

思っていたことなので︑今できていることが嬉しいです︒

情報発信をする﹂というのは自分が入職してからやりたいと

かけです︒業務は増えましたが︑﹁不特定多数の方に対しての

設管理者の黒井先生からアドバイスいただいたのが始めたきっ

ただいており︑どのように公開しようかと考えていた時に︑施

以前から度々﹁この献立のレシピを知りたい﹂という声をい

いう声の中から選んでいます︒

アンケートで﹁この献立が好き﹂﹁このレシピを知りたい﹂と

ちいただけます︒掲載するレシピは︑随時行っている職員対象

ピを

中野園では給食で提供している献立のTake Freeレシ

★栄養士の先生にインタビュー

5

ADHDテイストをチャートでチェック ②欠点・苦手なこと

んっ？

り︑気軽に自分の意見を言える場になってきているのかなと感じ

作者︓みらいく小布施職員

ています︒会議で園児のことを話す時間はとても大切ですが︑本

好きな物の為なら･･･

③欠点・苦手を補うために工夫していること ④手助けしてほし らえているのを実感して嬉しかった﹂﹁他のクラスの様子が知れ
いこと︵参考 Gakken﹃ほいくあっぷ﹄2020年6月号︶ て嬉しい﹂などの意見がありました︒

グリンピース
たべられるように
なったよ♪

あの時かぁ〜

!!

当に大切なことは︑﹁日々の中で園児の共有がきちんと出来てい

▲【 More/Keep/Less 】
中野園：廊下に掲示

ること﹂だと思います︒日々の業務内で共有する時間を持ち︑会
発表では﹁そうだったんだ！﹂という驚きと︑皆さんが苦手
議の場では﹁既に知っている﹂という環境を作っていきたいです︒ 部分をカバーするために努力されていることを知れました︒会
議後日には﹁伝え方をこうしてみよう﹂﹁こういうアプローチを
してみよう﹂など︑意識する姿が見られるようになったと感じ
つあり︑園児の年齢別に保育室が独
それを線で繋ぎ︑全体で﹁輪﹂のような流れを作りたいです︒
お互いを理解し合うところからスタートし︑理解が深まれば
全員で視点や情報の共有ができるように︒﹁配置的にしょうがな
い﹂と考えるのではなく﹁だからどうすれば良いのか﹂をみん

きらい！

グリンピース

わぁーい
デザートだぁ！
たべたぁーい♡

ています︒
小布施は園が近距離に

2

なで考えていきたいです︒一番大切なことである﹁家庭的な雰

～ある日の昼食～

6

6

立しています︒イメージで言うと﹁点﹂の配置で︑ゆくゆくは

▲ 自己紹介シート
小布施園：職員回覧

囲気の中みんなで温かく見守る﹂保育に繋げていきたいです︒

やったぁ
♪

▲ 園の玄関に掲示

7

8

7

き ら い な ん だぁ ー ︕ ︕

8

8
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