ｰミーティングについて

信州子育てみらいネット
広報係

日︑第

回保育プロジェクト会議が開催されました︒

第２回 保育共有プロジェクト 開催
月
9
2

つの視点によるミーティン

グのメリットについて説明があった︒
大切なのは﹁対話﹂をすること︒
ｰミーティングは聞く ％・
％とし︑できるだけ聞くことに徹する︒相手︵職員︶に話

話す

してもらい︑﹁自分はどう思うか﹂﹁どうしたら良いと思うか﹂﹁自
分はどうしたいのか﹂などを︑相手︵職員︶自身に考えてもらう︒
そこに正しいフィードバックをして次の課題と行動に繋がるよう
にサポートする︒
ｰミーティングを定期的に行うことで︑自分
自身の行動や考えを振り返る機会をつくり︑成長へ繋げていくこ

事業統括本部長

と︒主役はあくまでミーティングを受ける職員である︒

●研修参加者の声

Masa さんから﹁フィードバックする人間として説得力を持つ﹂
ことが一番大切というお話がありました︒相手のことを考えて良
いフィードバックをしたとしても︑その言葉に説得力があるかど
うかで︑相手側の受け取る印象／気持ちが変わります︒それは管
理者本人が相手からどう見られているかということでもあるので︑
改めて考えさせられました︒
ｰミーティングの目的・方法を管理者側が理解するとともに︑
このミーティングを﹁なぜやるか﹂﹁やることでどうしていきたい
か﹂ということを︑受ける側の職員一人ひとりにも周知して︑相
互理解を高めていきたいと考えています︒
ｰをきっかけに個々
が成長し︑それが組織全体の成長となり︑より良い職場環境に繋

●﹃みらいくが目指す保育︑理想とする保育﹄とは

﹃一人一人の保育士が﹁自分の理想の保育観﹂を持ち︑また﹁お

互いの理想﹂を話し合い実現していく保育﹄だと考えています︒

なりました︒大｢人 も｣同じです︒や｢りたく無いこと を｣押しつけ
られても力を発揮できません︒それぞれの保育士が自分の理想

保育所保育指針の改定で子どもの 主｢体性 を｣大切にするように

会議の冒頭で山岸代表理事から︑﹁人材育成﹂についてお願い

を持ち︑また︑お互いの理想を理解するように努め︑その園の

山岸代表理事のお話

★人材育成について
●人材育成とは何か

要
<約

>

まず﹃人材育成のゴール﹄とは何でしょうか︒それは﹁法人

の目標を理解した上で︑子どもの利益を最大化させるための保

育ができる﹂状態に保育士職員の皆さんを育成することです︒

法人の目標は﹁子育てしやすい未来を創る﹂であり︑目｢の前の

子ども に｣だけ集中していれば良いのではなく︑法｢人に係わる
多くの人 に｣目を向けた上で 目｢の前の子ども に｣係わる必要が

あります︒

そして﹃人材育成が必要な理由﹄は﹁一人で保育ができる人

数には限りがあるため﹂です︒皆さんの目指す保育を実現する

ためには大勢の職員で取り組む必要があります︒そのため︑職｢

員を育成すること で｣ 多｢くの子ども達にとって良好な環境を設
定 す｣ることができます︒

●人材育成の為に必要な行動
①適切な目標を与えること

②目標達成を支援すること︵﹁指示﹂と﹁気付き﹂︶

その人の能力を少し超えた目標を与える︒目標設定をしっか

りとすることが大切︒高すぎる目標を設定して突き放すことは

絶対にしない︒一｢緒に考える 姿｣勢を忘れないこと︒

◇﹁指示﹂を与える ･･･
こういうふうにやってくださいと
具｢体的にやるべきこと を｣示すこと

◇﹁気づき﹂を与える ･･･
あくまで や｢り方は本人に任せる ｣
という前提で︑どうしたらいいかを一緒に考える機会を
つくること

この 指｢示 と｣ 気｢づき を｣︑局面と人に応じて比率を使い分け
ていくのが人材育成の マ｢ネジメント で｣ある︒

ニケーションに関すること﹄など︑内容は多岐に渡りました︒

などの精密な対応が必要なもの﹄﹃職員のマインドケアやコミュ

育園という﹁集団生活﹂の観点を合わせると生じる差異﹄﹃保健

の利益となる対応とは？﹄﹃少人数ならではの﹁個別対応﹂と保

的事例を元に︑内容の精査や検討を行った︒
﹃園児にとって一番

これらの項目に分かれて︑アンケートで出された意見や具体

③その他︵悩んでいることなど︶

②職員からの質問に対して回答した内容が適切だったか

①各園で判断に迷った保育中の出来事

★職員アンケート結果共有・検討

保育に繋がります﹂と伝えていきましょう︒

ら ア｢ナタの目指す保育とは何ですか？ と｣問い返してみましょ
う︒﹁アナタの目指す保育が実現出来る場が︑みらいくの目指す

部下から み｢らいくが目指す保育とは何ですか？ と｣聞かれた

れぞれの考えを大切にする﹂と受け取っています︒

た︒これについて私は﹁施設長の考えを押し付けずに保育士そ

員の自己研鑽に対する援助や助言﹄という文言が削除されまし

平成

多くの職員が 納｢得して取り組む 保｣育が理想の保育になります︒
年度︑保育所保育指針の改定で﹁施設長の責務﹂から﹃職

がありました︒次に︑事前に職員へアンケートした﹁保育中︵業

参加者は山岸代表理事はじめ各園の園長・主任・副主任です︒
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ｰミーティングを﹁何のために﹂行うのか︑何が得られるの 務中︶に感じた疑問﹂などについて︑判断や対応策を検討しま
か自分の考えをポストイットに書く↓貼り出して全員で共有した︒
した︒

●

発行元：

また①部下②上司③チーム・組織の

1

がっていけるよう︑取り組みを継続していきたいです︒
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新聞
フィードバック研修
日︑﹁みらいく管理者のためのフィードバック研修﹂
月に開催した﹁役職者研修﹂に引

か？﹂から始まり︑理解を深めていった︒
ポストイットに自分の考えを書いてフリクションボードに
貼り︑それをもとにグループディスカッションを行った︒ま
た︑自分が受けたフィードバックの中で最も励みになったも
の／最も落ち込んだものを発表した︒
管理者は職員に﹁こういう風に成長してもらいたい﹂とい
うことを期待して﹁敬意を払うこと﹂︑そして憶測や思い込
みをせず﹁事実に基づくこと﹂が大切である︒耳の痛いこと
も言える︵聞かせる︶信頼関係には日頃の関係性が重要であ
る︒そして日頃からフィードバックを行うことで﹁評価﹂を
サプライズにしない︒
︵例・事実︶↓ ◇
Example

︵褒める／変更の提案︶
Congratulate / Change

3
1

みらいく管理者のため の

月

を開催しました︒講師は
き続き安田雅彦さん︵Masa さん︶今回はリモートによる
研修となりました︒
ｰミ ーｰティングを毎月実施しています︒今回の

みらいくでは施設責任者や部門長などの﹁管理者﹂と﹁職
員﹂との
研修では︑現在実施している
ｰミーティングと日頃の
フィードバックが﹁人材育成の機会﹂となるようにするとい

グループに分かれて︑講義とワークに取り組みま
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﹁フィードバックが無いとどのようなことが起きるでしょう

﹁フィードバックをすることで何が得られますか？﹂

●フィードバックについて

★研修内容紹介

した︒

名ずつ

のやり方や
ｰミーティングのあるべき姿を学ぶ機会とな
りました︒研修参加者はみらいくの各園・部門の管理者 名︒

う研修目的のもと︑管理者側が行う効果的なフィードバック

1
1

90

の外資系企業で人事をご経験されている。

6

フィードバックの基本構造﹁
﹂について
EEC
︵及ぼす効果・影響︶↓
Eﬀect

◇

◇

ラッシュジャパン人事部長。これまで 6 社
◆ Masa さんのご紹介 ◆

1
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第 7 号（１）
みらいく新聞
2020 年 12 月

★みらいく保育園
ハロウィンは園開放行事と園行事の

回行いました♪

来園児さんと一緒にハロウィンおばけのお散歩バッグ

●園開放ハロウィンごっこ
を作成し︑おばけの衣装に着替えて西三才遊園地公園ま

歳児︶がカボチャと黒猫︑つき組︵

歳児︶はミッキーとミニー︑そら組︵

午前おやつとおはじまりの会をしてから︑子ども達は衣装を着ました︒ほし組

★中野みらいく保育園

︵
歳児︶はおばけの衣装でした︒
まず集合写真を撮影して︑そのあと全クラスでお散歩にいきました︒せっかく
なので少し大通りの方へまわるコースにしました︒ご近所の方に会えた時は笑顔

でお散歩に行きました︒公園では園長先生扮する魔女に
会い︑﹁ハッピーハロウィン﹂の合い言葉を伝えてお菓
歳児

で見てくださいました︒園に帰ってきた後は︑

歳児さんは私から︑

子をもらいました︒園に帰ってからは玄関の外にブルー
さんは給食室へ行って給食の先生からお菓子をもらいました︒給食の先生に﹁お

★みらいく高田
最初にクラス毎に衣装に着替えて
歳児︶

歳児保育室に集合しました︒ハロウィンの

仕掛け絵本を呼んだ後︑各クラス衣装のお披露目をしました︒こあら組︵
歳児︶はフルーツバスケット︑ぱんだ組︵

歳児︶は手

は絵本﹁だるまさんシリーズ﹂のだるまさん︑りす組︵ 歳児︶はおばけミッキー
＆ミニー︑うさぎ組︵
作りパンプキン！それぞれのクラスの個性や興味があることを活かした衣装でし
た︒

つめのスポット︒

つのハロウィンスポットが設置してあり︑そこにいる先生からお菓

その後は園外にお散歩へ行きハロウィンスポットを巡りました︒いつものお散
歩コースに
子をもらおう！という内容でした︒そして園に戻ってきたら
園前に設置したアンパンマンの自動販売機︵製作物︶で﹃コインを入れたらお菓
子が出てくる﹄というのを楽しみました︒アンパンマンの自動販売機は 月のお

歳

児さんは衣装を着る段階から﹁何をやるんだろう？﹂とわくわくしていて︑お散

・

製作したおばけ衣装は︑裾に付けるひらひら約
祭りごっこの際に大人気だったので今回も使用しました︒﹁楽しかったね﹂﹁お菓

がる様子がありましたが︑半分くらいの子はお散歩中に段々と慣れたり︑衣装が

お散歩の後から給食の時間までは園内で自由に遊びました︒天井からびょーん

自分が計画担当ということですごく緊張していたのですが︑自分が思う以上に

食は

んとなる蜘蛛は大人気で︑蜘蛛がボロボロになるまで遊んでいました︒そして給

したアーチなど︑どの場所でもわくわくできるように飾り付けました︒特にびょー

難しければ帽子だけ被ったりしました︒それぞれいつもと違う雰囲気を楽しんで

子ども達は普通に楽しんでいました︒お散歩中の
﹁楽しかった﹂という声は嬉しかっ

と吊らした蜘蛛や風船︑子ども達の好きな絵本﹁ねないこだれだ﹂をモチーフに

たですし︑計画していた仮装パレードらしくできたかなと思います︒準備期間や

たところがあるので︑今後に活かしていきたいです︒

歳児保育室に集まってみんなで食べたのですが︑保育室の中は黒猫︑魔女︑

はドキドキする気持ちがありながらも︑自分なりに一生

﹁ハッピー︵ハロウィン︶﹂とよく言っていました︒当日
懸命合い言葉を伝えていました︒
なりきっていて︑衣装を脱いだら﹁○○ちゃんにもどっ
た〜﹂という言葉もありました︒
昨年度も同様の内容で自分が計画担当だったのです
が︑今年は前回の反省を活かすことができて︑まとまり
のあるスムーズな会になったかなと思います︒自分なり
に満足な内容になりましたし︑子ども達も楽しんでくれ
てよかったです︒

三才園で初となるハロウィンパレードを行いました︒園開放の時と同じ衣装とハ
ロウィンバッグで仮装し︑園の近くのスーパーと郵便局にお伺いしました︒
﹁ハッピー
ハロウィン﹂の合い言葉に︑お店や局員の方からお菓子をいただきました︒︵事前に
園から配るお菓子をお渡ししていました︶また郵便局では局員の方がアンパンマン
の折り紙を用意してくださって︑もらった子ども達はとても喜んでいました︒
日前から﹁おばけ着る〜﹂という声が子ども達からありました︒

先に園開放でハロウィンごっこをしていたので︑﹁おばけの格好をしてお菓子をもら
う﹂というのをなんとなく理解している感じがありました︒当日もとても積極的に
参加していたと思います︒この日は職員も張り切って思い思いの仮装をしました︒
みんなで﹁何の仮装する？﹂と話すのも楽しかったです︒
子ども達にとって︑行事に触れて︑その意味を知り︑楽しむということは良い経
験になると思います︒そのために保育者がどのような内容や働きかけをするか︑楽

﹁事前の遊びの中で衣装に慣れていたらまた違ったかな﹂など︑やってみて気付い

当日にバタバタしてしまうことがあり︑
﹁もう少し余裕を持てればよかったかな﹂

てくださいました︒先生方のお力をお借りすることで︑
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を並べて眺めていたり︑たくさんの可愛い姿を見せてくれました︒

ようで︑ずっと手から離さなかったり︵ちょっと粉々になっていました︶︑お菓子

姿がとても微笑ましかったです︒特にお菓子をもらえたことはとても嬉しかった

仮装になりきって体を揺らしたりスポットにいる先生に手を振ったり︑様々な

日だけでなく準備の期間も楽しめたかなと思います︒

と思っていました︒子ども達の好きなものや慣れ親しんだものを取り入れて︑当

という慣れた場所を歩くことで︑子ども達に安心して楽しんでもらえたらいいな

仮装やスポット巡りでハロウィンの雰囲気を感じつつ︑いつものお散歩コース

だきました︒

動物達のモビールが吊るしてあり︑雰囲気を楽しみながらハロウィン給食をいた

2

ン１日目に行いました︒競技の準備で製作物がたく
さんありましたが︑先生方にたくさん協力していた
だきました︒中止となってしまったのがとても残念

歳児さんとペアになりまし

歳児クラスはもともと親子競技だったため︑

だったので︑今回やることができてよかったです︒
・

今回のハロウィンでは

た︒子ども同士で手を繋いで他クラスとの交流にな
り︑楽しそうな姿を見ることができました︒
＝クラス競技紹介＝
☆いちご組︵ 歳児︶ ･･･
アンパンマンの帽子とマン
トを身に付けて変身！パンを取ってパン工場をくぐ
り抜け︑ドキンちゃんに食べさせてあげよう♪
☆みかん組︵ 歳児︶ ･･･
アリさんに変身！お菓子の
家からお菓子を取って女王アリに届けよう♪
☆りんご組︵ 歳児︶ ･･･
ねずみ・サル・うさぎに変身！
障害物を越え︑その動物さんの好きな食べ物を取っ
てゴールしよう♪
●町内巡り ･･･
各クラスで製作したハロウィンバッグ
と運動会ごっこの衣装を着て︑園を出発↓山岸園さ
ん↓消防署↓交番↓園のお隣のおうち↓園に戻ると
いう順番でお伺いしました︒職員も帽子など簡単な
仮装をしました︒事前に子ども達へお菓子を配って
いただけるようお願いをしていて︑園からお菓子を
お渡ししていたのですが︑当日お伺いしたら︑わざ
わざジャック・オ・ランタンの入れ物に移してくだ
さっていたり︑ハロウィンのシールをご用意してい
ただいたりと︑とても温かなご配慮をいただきまし
た︒子ども達にはお菓子がもらえることを話してい
なかったので︑もらえたことがとても嬉しかったよ
うです︒ハロウィンバッグを持って行ったのですが︑
お菓子が嬉しすぎてバッグには入れず︑ずっと手で
握りしめていました︒他の幼稚園の園児さんや小学
生のお子さんが声をかけてくれるなど︑ちょっとし
た交流もあり︑地域との触れ合いになったかなと思
います︒

ですが︑今回の町内巡りをきっかけに少しずつ広げていけたらいいなと思います︒

かなと思います︒コロナがあって中々お散歩コースを広げることができなかったの

の先生に相談して︑みんなで考えて決めていく感じでした︒それがすごくよかった

計画担当ではありましたが︑私一人で決めるというより︑自分の考えたことを他

運動会ごっこ・町内巡りとも︑全クラスで一緒に楽しめたことがよかったです！

★みらいく小布施
日間に渡って開催しま
日目は運動会ごっこ︑ 日目は仮装して町

小布施園のハロウィンは
した︒

内巡りをしました︒
●運動会ごっこ ･･･月の運動会が雨で縮小した内容
になったので︑できなかったクラス競技をハロウィ
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しみながら考えていきたいです︒コロナがある中で地域の交流というのは中々難し

月中ずっとハロウィンの雰囲気を楽しめていたかなと思います︒当日は

2

いとは思いますが︑地域の方が温かく迎えてくださり︑子ども達だけでなく保育園

歳児さんは

★みらいく早苗町
当日は仮装登園OKだったので︑おうちから仮装してきてくれました︒保育園で
も小物などを用意していたり︑製作活動でハロウィンバッグを作って準備していた
こともあり︑子ども達は仮装することを楽しみにしてくれていました︒
最初にハロウィンの説明をして︑その後に﹁かぼちゃチャチャ﹂の体操をしまし
た︒準備ができたところで︑まず園の中を巡りました︒事務室と給食室へ行って先
生に﹁トリック オア トリート﹂と言い︑先生から折り紙のお菓子セットをもらい
ました︒その後︑園を出発↓消防署↓園の隣のラーメン屋↓園へ戻るという順番で
お伺いしました︒消防署では職員の方が一緒にたくさん写真を撮ってくださり︑
ラー
メン屋さんでは子ども達へお菓子を用意してくださいました︒そして子ども達から
もハロウィンのプレゼントということで︑製作した紙粘土のカップケーキをプレゼ
ントしました︒
ラーメン屋さんから園に戻ろうと出発した際に︑近くのコンビニの方から声をか
けていただき︑急遽そちらにも伺ってお菓子をいただきました︒びっくりしました
が︑地域の方の温かさをとても感じました︒

月頭から﹁かぼ

﹁ハッピーハロウィン﹂
﹁トリック オア トリート﹂の言葉を子ども達に使っても
らえたらいいなと思っていたので︑言葉に慣れてもらえるように

でなく︑

2

にとっても︑すごく良い行事になったと思います︒

★夜の保育園みらいく
歳児さんはカボチャおばけ︑

今年のハロウィンは仮装パレードをしました︒衣装は補助の先生方がアイディア
を折り混ぜて手づくりしたものです︒
妖精さんになりました︒お散歩車をパレード用に仕様に装飾し︑風船お化けを飾っ
てブラックライトで照らし怪しげに光るようにしました︒
園を出発↓園の隣のラーメン屋↓鍼灸院↓スタンドの順番で︑普段のお散歩コー
スでお世話になっている地域の方のところにお伺いして︑﹁ハッピーハロウィン﹂﹁ト
リック オア トリート﹂のご挨拶をしました︒普段からお世話になっている方々で子
ども達もすっかり慣れていて︑手を振ったりにこやかに交流ができました︒事前に
園からお渡ししていたお菓子を子ども達に配っていただいたのですが︑園が用意し
ていたお菓子以外にも︑ご厚意で別のお菓子を用意してくださっていて︑そのお気
持ちがとても嬉しかったです︒近所の方が温かく見守ってくださっていることを感
じました︒他にも道ですれ違う方が﹁ハッピーハロウィン﹂と声をかけてくださり︑
ちょっとした交流がありました︒
園に帰ってきてからは︑おばけカボチャを囲ってマイムマイムを踊ったり︑保育
室に準備した写真スポットで記念撮影したり︑パレードだけでなく園の中でもパー
ティーを楽しみました︒パレードもパーティーも子ども達がすごく嬉しそうで︑お
散歩車の中でお菓子を取り合ったり︑ 歳児さんも楽しげな声を出していたり︑ご
機嫌な姿をたくさん見ることができました︒子ども達が﹁わぁ！﹂と驚き喜んでく
れるような環境設定や︑衣装︑装飾︑色々な部分を職員みなさんが頑張って準備し
てくださいました︒その﹁みんなで頑張った﹂ということがとてもよかったなと思
います︒地域の方々のご協力と職員のみなさんの頑張りで︑自分が思っていたより
も賑やかなハロウィンになりました︒
コロナで行事計画は中々難しいですが︑対策をしながら︑できるだけ楽しいもの
ができるようにと思っています︒華やかさや写真映えも意識して︑保護者さんが写
真を見た時に︑お子さんの楽しそうな様子がたくさん伝わるようにしたいです︒

行事計画担当の先生にインタビューしました♪

2

子ども達はずっとハロウィンを楽しみにしていて

子たくさんもらったね﹂と嬉しそうでした︒

歳児さんも最初は衣装を嫌

伺ったと聞いて︑中野園でも仮装パレードをやりたいなと思いました︒

昨年度のハロウィンで早苗町園や小布施園が仮装して園の周りのお店や施設へ

菓子をください﹂と言うのはドキドキしたかなと思います︒

・

シートを敷き︑みんなでお菓子を食べました︒
子ども達が製作したお散歩バッグは︑ジップロックに
カボチャおばけやシールを貼るもので︑お散歩の誘導

0

歩中も﹁楽しかった！﹂と言って歩いていました︒

ロープが持てるように肩掛けタイプにしました︒職員が

2

1

んなで頑張って切りました︒また︑衣装を着られない月

枚をみ

1

歳児さんはおばけに

くれたかなと思います︒みんなよく歩いてくれました︒

歳児担任の先生がカボチャの帽子を作っ

0

ン﹂と言えたことを喜ぶ子もいて︑楽しんで参加してくれてよかったなと思います︒

9

〜

1

2
1

1

パレードの

2

4

2

1

3

2

2

より素晴らしいものができるんだなと実感しました︒

齢の子には︑

600

0

行事をきっかけにハロウィンに親しみをもってくれたのなら嬉しいです︒

0

1

2

1

0

3

1

ちゃチャチャ﹂の体操︵歌詞︶や遊びの中に取り入れていました︒行事の一日だけ

10

2

0

﹁着ぐるみのしっぽを振って歩きたい！﹂と衣装になりきる子や︑﹁ハッピーハロウィ

10

●ハロウィンパレード

0

0
0
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PICK UP
各園の紹介

月から始まったテイクフリーレシピ︒それぞれの

給食レシピ Take Free
中野みらいく保育園で
園でも設置されてきています︒給食の先生にインタビューしました♪

みらいく保育園

外部研修

★研修参加者の声

●みらいく高田

月

日︑長野保健

﹁給食における新型コ

ニケーションツールとしても活用できたら良いなと思います︒

月

回中止になっ

月から開始する予

日︑中野園では初となる園開放

中野みらいく保育園 園開放初開催
︵施設管理者︶

を開催しました︒年間計画では

定だったのですが︑コロナの影響で

てしまったので︑﹁開催できてよかった！﹂が率直な

秋の遠足があり

どんぐりをたくさん
持って帰ってきました

して起こった実際の

事故事例を元に対処法・注意すべき点など講

義してくださいました︒喉詰めによる窒息事

故が多く︑チーズ・ぶどう・ミニトマト・り

んご等︑普段 園でも提供しているものでも重

大事故に繋がると聞いて︑カットの仕方・提

供方法など改めて確認していこうと思いまし

た︒そして︑保育士さんとの日々の連携も大

切で︑給食時の子供たちの様子など聞いて日々

情報交換をしっかりしていきたいと思いまし
た︒

日々の業務に追われる中でも︑仕事を作業

にせず︑振り返り見直しながら安心安全で美

味しく楽しい給食の提供をこれからも頑張っ

・

日に日本保育チームマネジメン

●みらいく高田

月

で取り組みました︒

た充実した

まるでサツ〇とメ〇
そのもの

出ますように

早く芽が

日間でした︒

名ほどの保

と思いました︒多くのことを学ぶことができ

ことを活かし︑素敵な☆リーダーになりたい

い！﹄向上心を忘れず︑今回の研修で学んだ

けません︒﹃昨日より魅力的な私になりた

に尊敬され︑頼られる存在にならなくてはい

を育てるために︑まず自分磨き︒他の先生方

マネジメント＝人を活かし育てること︒人

転

えるということが久しぶりで︑脳みそフル回

ども達と遊び回っているので︑椅子に座り考

という流れで学んでいきました︒いつもは子

↓講義↓解説↓振り返りのディスカッション

演習問題に沿って︑個人研究↓グループ討議

マネジメントとは何かというところから︑

いました︒

育士や保育施設関係の方々が研修に参加して

いただきました︒長野県内から

ト協会主催のマネジメント研修に参加させて

7

某アニメのマネをして
念じる姿は・・・

ていこうと︑心新たにできた講義でした︒

そのどんぐりをみんなで

埋めてみることに・・・

11

職員用連絡掲示板
︵園長︶みらいく保育園では職員同士の情報共有・
月から設置しています︒

交流ツールとして︑職員更衣室に﹁みらいくボー
ド﹂を

職員の勤務日数や勤務時間が様々で︑連絡が徹
底できていないと感じる時がありました︒一度﹁連
絡用ノート﹂を使っていましたが中々実用には至
らず︑何か連絡ツールがあれば良いなと考えてい

福祉事務所で行われた

掲載するレシピは保護者の方や職員からリクエ

ました︒そんな折︑事務室内の整理や配置替えを

連絡事項をポストイットに記入してボードに貼ります︒貼るのはどなたでも

ロナウイルス対応﹂に

週間〜

ついての講義に参加さ

OKで︑大体

日程を目安に取り外します︒同じ場所にテーブルを設

ためのガイドライン﹂

ストがあったものを優先して選んでいます︒他に

えています︒食育にも繋げて︑郷土料理の紹介も

やってみたいです︒

置して回覧資料や配布物︑偏愛マップを置き︑同じく情報共有の場として使っ

回更新しています︒結構早く用紙

せていただきました︒

品︑主菜・副菜・

品︶を置いています︒

感想です︒また︑開催を決定したものの来てくれる
かなという不安もありましたが︑予想よりも多く参
加していただき本当に嬉しかったです︒
つをお話しま

今回の園開放は﹁パネルシアター﹂で﹁おおきな
かぶ﹂と﹁ねこのおいしゃさん﹂の

日の園開放は
9

保育所で給食に関連

ています︒設置したのが職員更衣室なので︑全員が自然と目に入る場所にあり
導入により︑以前と比べて知らない情報が少なくなったのではと感じていま

が無くなる時があるので︑好評なのかなと感じて

本日の給食・おやつ︵献立名︑写真︶の掲示と
枚につき

一緒にテイクフリーレシピを設置しています︒レ
シピはA4サイズで
おやつの組み合わせで載せています︒主菜と副菜
種類︵計

は食べ合わせが合うものをセットにしています︒

常時

なるべく︑よくご家庭にあるような材料で︑あ

まり手間がかからず︑手軽に作ってもらいやすい

ようなメニューを紹介しています︒レシピの中に

写真やそれぞれのポイントも載せているので︑ご

す︒

6

した︒ご来園いただいたお子さんも在園児さんも

ターの後は自由に園の見学をしていただきまし

家庭の食卓の参考にしてもらえたら嬉しいです︒

た︒﹁雰囲気がいいですね﹂﹁こういう感じで保

興味津々に見てくれていました︒パネルシア
掲示ボードのデザインも自分でやってみたいと

育しているんですね﹂といった声をいただき︑
園の紹介も兼ねられたかなと思います︒

思ったので︑ボードから自分で作りました︒ポイ
レシピは職員へのアンケートや子ども達に人気

ントは目印のアンパンマンです︒

月︑年齢別に合わせてクリ
スマス製作をする計画をしています︒製作とい

次回の園開放は
ピが意外に早く無くなって︑自分が思った以上に

うことで今回より保育園の生活に近い内容とな

だったものを載せています︒設置した最初のレシ
反応があったのが嬉しかったです︒

機会があれば︑保護者の方にも知りたいメニュー るので︑﹁保育園ってこういうところ﹂という
ではなくても︑例えば﹁おうちにあるこの食材で

月

12

のアンケートをしてみたいです︒具体的なメニュー のをもっと身近に感じてもらえたら嬉しいで
できるもの﹂というようなレシピも提案できたら

2

10

頑張って作ります！

を作ってみたい﹂などがあれば教えてほしいです︒ す︒貼るのは仕事の連絡じゃなくても良いことにしているので︑職員間のコミュ

思っているので︑﹁これを知りたい﹂﹁こういうの

ます︒

レシピは月

ので︑そこに掲示板のイメージで﹁みらいくボード﹂を設置しました︒

﹁事故発生時の対応の

取ってほしいな﹂﹁これは作りやすいかな﹂など考

行ったところ職員更衣室に空きスペースができた

29

も︑子ども達に人気だったものや﹁この栄養素を

10

います︒少しでも皆さんの参考になればいいなと

10

8

2

1

30

！！

12

2

3

※月時点インタビュー︒
中止となりました︒
10

作︓みらいく高田職員

1

!!

9

!!
2
12

9

どんぐり

4

いいなと思います︒

！！

6

みらいく小布施
みらいく早苗町
みらいく保育園
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