新聞
日︑山岸代表理事からのWeb配信による﹁法人方針

法人方針説明＆意見交換会
月

第
月

回目となる保育共有プロジェクト会議を開催し

回 保育共有プロジェクト会議

日︑第

一時預かり

みらいく ひだまり

ヶ月〜

ひだ

歳児のお子

みらいく

一時預かり保育事業 スタ ート
日に開所しました︒生後

みらいくの新しい施設として﹃一時預かり
月

様を対象とした少人数の一時預かり保育施設です︒保育園に入

まり﹄を

園していないお子様もご利用いただけます︒

ました︒今回は過去の本プロジェクト内容の振り返りと現状の共
有︒そして﹁今後本プロジェクトをどのようなカタチにしていき

説明＆意見交換会﹂が開催されました︒
最初に前回の内容﹁働くとは﹂の振り返りと職員からの質問
たいか﹂などの意見交換を行いました︒意見交換の冒頭では︑事

月の役職研

いの地域の区切りや︑保育を必要とする理由︵就業など︶は限

月インタビュー時点︶で何人かの方

定せず︑ご利用いただけます︒
月に開所して現在︵

時

歳児

名

ヶ月〜

日あたり

生後

●施設概要

員

・対 象 児

・定

月曜日〜金曜日

時〜午後

土・日曜日︑祝日︑年末年始︵

午前

・開 所 日

・閉 所 日

月

所 長野市高田557 5
ｰ
︵旧﹃ちいきの保育園みらいく﹄︶

分

分

分

分

おやつ

午睡

昼食

自由遊び

おやつ

開所

分

自由遊び

閉所

時間500円

給食を希望する場合は
※

●利用手続き・申込方法

日〜

週間前までに要予約

※時間ごと加算︵ 分の単位はありません︶
・給食代 300円︵午前・午後おやつ込み︶

・保育料

●利用料金

時

時

時

時

時

時

時

●一日の過ごし方

お手伝いができれば﹂という思いでスタートしました︒お住ま ・住

位で預けられたら嬉しい﹂という声を聞いて︑﹁少しでもその

り︑子育て中の職員から﹁親が病院へ行きたい時などに時間単 ・保育時間

みらいく各園に一時預かりの問い合わせのお電話があった

●一時預かり保育施設の開所について

担当の先生にお話を伺いました︒

現在は看護師が中心となり担当しています︒施設について︑

に対する応答説明がありました︒そして﹁職員の皆さんへ﹂と
業統括本部長より﹁各園の保育責任者が集まる本プロジェクトを

うに︒同時に職員一人ひとりのエンゲージメント︵

さんにとってみらいくで過ごす時間がより充実したものとなるよ

きっかけに︑日々の保育の質が高まり︑子ども達や保護者のみな

いうメッセージと﹁メンタルヘルス﹂についてお話しがありま
した︒
職員のメンタルヘルスケアとして新規取り組みも含め現在
行っていることの紹介︒その後︑一見ネガティブに見えること

をポジティブな視点から捉える・置き換える﹁リフレーミング﹂ 修での表現は﹁明日も職場に来たい﹂︶が高まることに繋げてい
きたい︒﹂というお話しがありました︒

●過去に実施した内容
回目﹁子ども主体の保育とは﹂

第

﹁各園で起きている保育課題について﹂
回目﹁人材育成について﹂
﹁みらいくが理想とする保育とは﹂

第

にご利用いただいています︒問い合わせのお電話も多く︑ニー

ズはあるのかなと感じています︒少人数制なので︑お子さんの

﹁職員アンケートの共有・内容の検討﹂

●意見の紹介︵一部︶

様子やペースに合わせてゆったり過ごせるように心がけていま
がら過ごしています︒

す︒お子さんが楽しく過ごしてくれて︑職員も一緒に楽しみな

・保育責任者の職員で集まる場なので︑意見交換として良い例の
参照や意見を聞ける場があるといいなと思う︒
・各園の判断で決めて良い部分は︑おおよそ枠組みや﹁他園はど
うしているか﹂などの参考意見を聞けるとありがたい︒

いくつか施設名称の候補が出た中で︑職員のみなさんにもご

●﹁ひだまり﹂の由来は？
ど﹂と思っても︑いざ現場で人それぞれの価値観や感じ方の違

意見を伺い︑温かくて優しいイメージから﹁ひだまり﹂に決定

・人材育成やマネジメントの研修を受けて︑その時点で﹁なるほ
いに触れると︑やはり対人というのは難しいなと痛感する︒﹁こ

しました︒

﹁ひだまり﹂の言葉のイメージ通り︑利用されるお子さんや

●どのような施設に？

ういう場合はどうするか﹂という他の人の意見を聞ける場があ
るといいなと思う︒
・保育責任者としての疑問や悩みを話す中で︑﹁これは保育指針に
沿っているのか﹂﹁この考え方はみらいくの方針と合っている

お子さんも楽しく過ごしてくれて︑保護者の方も使いやすさ

保護者の方がほっとできる場所になれたらいいなと思います︒

を感じてもらえるような︑身近な存在となれたら嬉しいです︒

月

日︶

3

みらいくHP

かり

https://chiikihoiku.net/

ひだまり﹄ページをご確認ください︒

みらいく

ひだまりページ

https://chiikihoiku.net/preschool/ichiziazukari/
☆﹁みらいく ひだまり﹂で検索☆

事前の利用登録が必要です︒詳しくはみらいくHP﹃一時預

1

広報係

のか﹂という話をするのは︑指針の確認やみらいくらしさを作っ
ていくことに繋がると思う︒

●参考図書の紹介・配付

地域の方との新しい繋がりや︑地域支援に繋がっていけたらと
思います︒

29

信州子育てみらいネット

意見交換の他︑保育の参考図書として﹃シリコンバレー式 世界
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という考え方や身に付け方について説明がありました︒
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第８号（１）
みらいく新聞
2021 年 2 月

みらいく早苗町

歳児︶

絵本と動き﹃だるまさんと﹄

○うた ﹃ジングルベル﹄
○クラス発表
らっこ組︵

中野みらいく保育園

エプロンシアター﹃

○うた ﹃あさのうた﹄﹃ゆき﹄
○先生の出し物
○サンタさんからからプレゼント

○サンタさん・トナカイさん登場☆

絵本と動き﹃ペンギン体操﹄

歳児︶ 劇﹃大きなカブ﹄

歳児︶

ぺんぎん組︵
くじら組︵
○記念撮影

匹のこぶた﹄

○お礼のうた ﹃クリスマスの歌がきこえてくるよ﹄

合奏﹃きらきら星﹄
○ちょこっとクリスマス遊び

歳児さんはプレゼントの形

階の多目的ホールに全クラスが集まり行いました︒会場装飾と

歳児さんは秋に自分たちで拾ったどんぐりや松ぼっくりを飾っ

みらいく高田
○うた ﹃あわてんぼうのサンタクロース﹄
○クラス発表
歳児︶ 歌と動き﹃バスにのって﹄

こあら組︵
歳児︶

ダンス﹃はらぺこトナカイ﹄

歳児︶ ダンス﹃たのしいクリスマス﹄

うさぎ組︵
りす組︵
ぱんだ組︵ 歳児︶ 劇とダンス﹃はらぺこカマキリ﹄
○サンタさんを探せ！
○サンタさんからプレゼント
○記念撮影
子ども達に楽しんでもらえるようにアイデアを出し合って計画しました︒クラス
発表は︑各クラス担任の先生が普段の子ども達の様子を見て︑子ども達の好きなこ
とや楽しんでいることを取り入れた内容でした︒サプライズ感を出したかったので︑
今年度はサンタさんを自分たちで探しに行きました︒
発表について ･･･
ぱんだ組︵ 歳児︶は﹃はらぺこカマキリ﹄の歌に合わせてダ
ンスと劇をしました︒振り付けは︑担任が決めてしまうのではなく︑子ども達が好

歳児さんはマスキングテープやシールを飾ったクリスマスツリーでし
きなように踊ることができるようにしていきました︒練習では毎回子ども達の動き

歳児さんは特によく見てくれ

た︒立体的な装飾だったので会場が賑やかなクリスマスらしさに溢れていました︒
・

が変わるので︑動きをくみ取れるように︑流した音楽やピアノではなく自分︵先生︶
が歌いました︒︵マスクで酸欠になりそうでした︒笑 )練習でも﹁やりたい！﹂と
積極的に取り組んでいました︒自分自身も楽しかったです！ 担
≪任の先生 ≫

うくらい︑子ども達も親しみを持って取り組んでくれました︒自由に動いても良い

うさぎ組 １(歳児 は
) 歌やダンスが好きなので︑﹁たのしいクリスマス﹂という曲
に合わせて可愛いダンスをしました︒保育の中で曲を流すと自然に踊りだしてしま

﹁ありがとう﹂とお礼を言う子もいました︒プレゼントの後に記念撮影︑そしてサ

ていました︒ ≪
担任の先生

≫

置で自然と踊っていて︑この子達は天才だなと︒本番も本当に上手に前を向いて踊っ

ように立ち位置は決めていなかったのですが︑前日練習で他のクラスのバミリの位

歳児の女の子がさっと手を上げて﹁サンタさんありがと

質問タイム

階かな？行ってみよう﹂と︑
階ホールでは壁面を使ったプラネタリ
サンタさんへ質問タイムと︑来

でまんねりしないように︑特別感やちょっとした変化︑夜の時間ならではの演出な

階ホールは先生方が頑張ってとても楽しい空間にしてくれました︒毎年の行事なの

で作ったり︑楽しい特別な日というのを味わってほしいなと思いました︒会場の

みんなで揃ってサンタさんを迎えたり︑美味しいものを食べたり︑ケーキを自分

キもおかわりしてもりもり食べていました︒

んでケーキ作りに取り組んでいました︒夕食もたくさん食べましたが︑その後のケー

を期待して待っていた子ども達︑本物の食べられる食材を目の前にして︑とても喜

しぼる﹂﹁トッピングをちりばめる﹂などケーキ作りの練習をしていました︒本番

クリスマス会より前に製作活動で紙粘土デコレーションを行い︑﹁生クリームを

事前に飾りたいものの希望を聞いて︑イチゴや桃など色とりどり用意しました︒

トケーキの生地を混ぜたり︑デコレーションにチャレンジしました︒トッピングは

この日のおやつは食育もかねてクリスマスケーキを作りました︒子ども達はホッ

その後夕食会で﹁サンタさん好き？﹂と聞いてみたら﹁好き﹂と答えていました︒

と一緒に風船をもらうと大喜びで︑もらった瞬間にピタッと泣き止んでいました︒

サンタさんの登場に子ども達はびっくり＆泣き出す子もいましたが︑プレゼント

を一緒に踊ったり︑たくさん触れ合うことができました︒

奏していました︒サンタさんとハイタッチや頭を撫でてもらったり︑マイムマイム

てくれたお礼に子ども達から合奏のプレゼント♪マラカスや手作り太鼓で上手に演

た聞こえてきて︑サンタさんが来てくれました！

ウムを楽しみ︑子ども達も﹁きれい！﹂と喜んでいると︑楽しい音楽と鈴の音がま

みんなでサンタさんを探しに行きました︒

が聞こえてきました︒見に行くと誰もいないので﹁

クリスマスの絵本を読み終わった頃︑夜の保育園のインターホンが鳴り︑鈴の音

○ケーキ作り・クリスマスデコレーション

○みんなでダンス ﹃マイムマイム﹄

○記念撮影

○サンタさんからプレゼント

﹃おもちゃのチャチャチャ﹄

○お礼の合奏﹃あわてんぼうのサンタクロース﹄

○サンタさん登場☆

○サンタさんを探しに行こう！

○クリスマスの仕掛け絵本

夜の保育園みらいく

を感じてくれていたら嬉しいです︒

そこにはサンタさんが！サンタさんから﹁発表を聞いていたよ︑頑張ったね︒﹂と
プレゼントを一人ずつもらいました︒プレゼントと一緒に先生手作りのクリスマス
カードももらって︑子ども達はとても喜んでいました︒

を見てもらえてよかったなと思います︒

○クラス発表

みらいく保育園

・

歳児︶
歳児︶ 歌と動き﹃どんな色がすき﹄
○サンタさん・トナカイさん登場☆
○サンタさんからプレゼント
ダンス

○お礼のうた ﹃あかはなのトナカイ﹄
○先生達からプレゼント
○記念撮影
○園長先生の言葉

歳児さんはクリスマス会を楽しみにしていて︑衣装を着た時から張り

なってよかったです︒

子ども達と先生達︑みんなが一緒になって楽しめる会に

です︒子ども達の成長がとても感じられました︒そして

それぞれのクラスらしい姿を見ることができてよかった

ることを発表し合える場になるようにと思っていました︒

でくれたらいいなというのと︑普段の活動で楽しんでい

クリスマス会の計画では︑とにかく子ども達が楽しん

た︒

ている音楽ということもあって︑集中して見てくれまし

た瞬間︑子ども達が喜んで大喝采でした︒子ども達も知っ

ちにしたのですが︑最後に給食の先生がダンスに加わっ

のように段々とダンスに参加する先生が増えていくかた

ら喜んでくれるだろうなと思いました︒フラッシュモブ

ると子ども達も一緒に喜んでくれるので︑ダンスを見た

楽しそうだな！と思い決めました︒先生達が楽しんでい

それを聞いた先生が﹁先生踊れるよ﹂と言ったのを聞いて︑

歳児の男の子が﹁﹃NiziU﹄が好き﹂と言っていたのと︑

先生達の出し物は何にしようかなと考えたところ︑

そして先生達からはダンスをプレゼントしました︒

てくれました︒サンタさん・トナカイさんへお礼に子ども達から歌をプレゼント︒

すが︑いざ当たると緊張したようで︑ちょっと恥ずかしがるような可愛い姿を見せ

問のある子はいるかな？﹂と聞いてみると﹁はーい！﹂と元気な手が上がったので

言う子もいました︒そしてサンタさん・トナカイさんへ質問タイム！子ども達へ﹁質

くれました！一人ひとりにプレゼントをもらい︑サンタさんとタッチしたりお礼を

発表が終わり︑どこからか鈴の音が聞こえて︑サンタさんとトナカイさんが来て

いたようで︑練習の時には見られなかった緊張している様子がありました︒

切っていました︒﹁サンタさんに見てもらう﹂というのを子ども達なりに理解して

した︒

さんは発表という場でも緊張や泣く姿はなく︑練習以上の可愛い姿を見せてくれま

最初にクリスマスの歌で雰囲気を味わい︑各クラスの発表に移りました︒

歳児

歌と合奏﹃きらきら星﹄
﹃雪だるまのチャチャチャ﹄

ひまわり組︵

歌と合奏﹃あわてんぼうのサンタクロース﹄

すみれ組︵

歌と合奏﹃おもちゃのチャチャチャ﹄

ちゅうりっぷ組︵

歳児︶ 絵本と動き﹃だるまさんが﹄

へ写真と一緒に配信しました︒今年度は保護者参観が中々難しいので︑発表の動画

﹁やらせる発表﹂ではなく︑子ども達が自ら動いて楽しむ会にしたかったので︑
ようで︑先生が登園バッグにもらったプレゼントを入れたら︑鞄を開けて出そうと
している子もいました︒計画で考えていた﹁楽しい﹂﹁プレゼントをもらえて嬉しい﹂ そのような姿がたくさん見られてよかったです︒発表は動画を撮影し︑保護者さん

る会になったかなと感じています︒プレゼントをもらったことはとても嬉しかった

会の時間が設定通りスムーズに進行し︑子ども達も集中していて︑まとまりのあ

良い雰囲気で︑他のクラスの様子も見ることができてよかったです︒

会の賑やかな雰囲気のままみんなでわいわいと食べたいなと計画しました︒とても

クラス発表が終わった頃︑廊下から鈴の音が聞こえてきました︒﹁どこから聞こ
クリスマス会の後は︑中野園で初☆給食を同じお部屋でみんな一緒に食べました︒
普段はなかなか一緒に食べることは難しいのですが︑せっかくのクリスマスなので︑ えてくるんだろう？﹂とこあら組保育室↓ぱんだ組保育室を探し︑いつもは開いて
いるアコーディオンカーテンが閉まっていることに気付き︑﹁せーの！﹂で開けると︑

う！﹂とお礼を言っていました︒それがとても印象に残っています︒

ムを設けたのですが︑

ンタさんへお礼のお歌をみんなで歌いました︒会の最後にサンタさんへの質問タイ

ひとりプレゼントをしっかりもらっていました︒サンタさんと手をタッチしたり︑

お部屋に来てくれました︒子ども達はびっくり＆不思議そうな様子でしたが︑一人

エプロンシアターが終わった頃︑階段の方から鈴の音が聞こえて︑サンタさんが

て︑途中で﹁豚さん！﹂と言ったり︑前の方へ座って見ている子もいました︒

が作ったエプロンシアターをお借りしました︒

先生達からの出し物はエプロンシアター﹁

たリース︑

1

匹のこぶた﹂で︑夜の保育園の先生

のオーナメント︑

して各クラスで子ども達が製作した物を飾りました︒

クリスマス会は

を感じてもらえる会になればいいなと計画しました︒

子ども達が﹁楽しい﹂と思える︑﹁サンタさんからプレゼントをもらう嬉しさ﹂

○サンタさんへ質問タイム

3

○サンタさんからプレゼント
○記念撮影
クリスマスの楽しさをたくさん感じて︑子ども達の思い出になってもらえたらと計画
しました︒クラス発表を取り入れたのは︑日々子ども達の成長を感じているので︑その
姿を発表する場を作りたいなと思ったのと︑発表でクラスの仲がより深まったらいいな
と思いました︒クラス発表の題材は各クラス担任の先生が月齢に合わせて﹁何ができる

2

0

2

のか・楽しめるか﹂を考えて︑そのクラスに合わせた内容を計画してくれました︒題材
が﹁だるまさんと﹂や﹁ペンギン体操﹂など︑普段園でやっていてみんなが知っている
歳児さんが特に﹁みんなが見ている﹂というのを意識していて︑﹁みんなが見て

歳児さんだった

0

2

3
1

内容だったので︑見る側の子も一緒に楽しんでいました︒
・

いるから頑張ろう！﹂と積極的に取り組んでくれました︒発表の醍醐味を味わえたかな

・

日︑食育活動でクリ

と感じています︒練習をずっと見ていた自分のクラスで言えば︑本番が一番上手にでき
ていてとても感動しました！
サンタさんの登場では︑最初はちょっと人見知りをした子も
いましたが︑﹁プレゼントを持ってきたよ﹂の声で近くにいく子
もいました︒びっくりと興味が半々という感じでしたが︑プレ
ゼントはしっかりもらっていました☆
子ども達の様子を見てたくさんのパワーや成長を感じました︒
・

月

小さい子達なのでもちろんできないこともたくさんありますが︑
﹁できないこと﹂が前提ではなく︑﹁
ら何ができるのかな？﹂という﹁できること﹂の発想や考え方

クリスマス会より少し前の

シートずつ用意して︑緑はツリー

緑︵ほうれん草︶︑黄色︵かぼちゃ︶︑茶色︵ココア︶
色の生地を一人

月インタビュー時点︶︒今年度は給食試食会が

るもの﹂をお家で感じてもらえたらいいなと思います︒

できないので︑レシピから少しでも﹁保育園で食べてい

ます︵

スクッキーは早苗町園テイクフリーレシピに掲載してい

飾り方に個性が出ていて面白かったです︒このクリスマ

子ども達の成長を感じました︒トッピングも楽しそうで

型を一つずつ押して抜くことがちゃんとできていて︑

リーを自分の好きなように飾り付けてもらいました︒

した︒型抜きした後はトッピング用の小さいフルーツゼ

型︑黄色はベルと星型︑茶色は靴下型で抜いてもらいま

の

● 給食の先生にインタビュー

スマスクッキーの型抜きをしました︒

が大事だなと改めて思いました︒

みらいく小布施
○クリスマスの絵本 ﹃クリスマスなあに？﹄
○先生の劇 ﹃山の音楽家﹄
○サンタさん登場☆
○リズム遊び﹃山の音楽家﹄﹃おもちゃのチャチャチャ﹄
○サンタさんからプレゼント
○うた ﹃あわてんぼうのサンタクロース﹄
○記念写真撮影
クリスマス会全体にストーリーを持たせて︑自然な流れとして楽しめるように計画し
ました︒先生達の劇﹃山の音楽家﹄では︑歌の内容に合わせて動物が楽器を持って次々
と登場し︑歌と演奏をしました︒先生達が役になって登場するのを子ども達は楽んでく
れて︑自分の担任の先生が登場すると嬉しそうな様子もありました︒落ち着いて真剣に
劇を見ている姿に成長を感じました︒
動物さんの演奏を終えると︑どこからか鈴の音が聞こえてきて︑サンタさんが来てく
れました︒﹁サンタさんと子ども達も一緒に合奏しよう！﹂ということで︑子ども達が製
作した手作り楽器で音楽遊びを楽しみました︒︵手作り楽器 ･･･歳児↓太鼓・マラカス︑
歳児↓タンバリン︶﹁楽しい合奏のお礼に﹂とサンタさんからの
歳児↓マラカス︑

子ども達へプレゼント︒配られるのを待っていられずに手を出す子もいたり︑近付いて
ぐいぐい迫っている子もいました︒﹁クリスマス＝サンタさんからプレゼントをもらう﹂
というのをちゃんとわかってしているようでした︒
会の内容は先生達との話し合いで何をするか決めていき︑
計画当時は公園で拾ったどんぐりでマラ

たくさんのアイデアが出たので︑全て詰め込んだ内容にしま
した︒︵アイデア例
カスを作って遊んでいたので︑﹁手作り楽器でリズム遊び﹂を
取り入れる など︶他にも︑劇の練習や飾り付け︑業務の協力
など︑先生方がたくさん協力してくださいました︒みんなで
作り上げていくことが大事なんだなと改めて感じました︒
新しい生活様式により行事のあり方を考えていかなければ
なりませんが︑その中で﹁どのようなことができるのか﹂﹁子
ども達にどのような経験をさせてあげたいのか﹂をみんなで
話し合い︑より良いものにしていきたいと思います︒
クリスマス会の日︑食育活動で午後おやつのクリスマ
ストライフルを作りました︒
歳児さんには自分でクリスマストライフルを

● 給食の先生にインタビュー
・

人ずつ配って︑そこにカットした果物

作ってもらいました︒カットしたスポンジケーキを器に
入れたものを

︵いちご・みかん・キウイ︶と生クリームを自分で盛り
付けていくというかたちでした︒
作り始めは果物を取るのを遠慮をしている様子でした
が︑段々と欲望のままになっていき︑大好きなキウイだ
けにしたり生クリームを山盛りにするなど︑それぞれ個

1
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2

1

2

0

2

1

どを工夫しています︒クリスマスの楽しい雰囲気を感じてもらえたら︑そして楽し

2
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い思い出として子ども達の心に残ってもらえたら嬉しいです︒

1

0
1

2

2
1

性があって面白かったです︒とっても楽しそうに作って
いました☆
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PICK UP

みらいく小布施

なんでも相談会﹂を開催しました︒毎日の育児の中で

日︑みらいく小布施園で保護者の方向けの﹁栄養士・

栄養士 ・看護師 なんでも相談会
月

看護師
感じる不安や心配を分かち合い︑少しでも解決に向けたお手伝
いができたらという企画趣旨のもと︑子どもの﹁食事面﹂﹁身
体面﹂について栄養士職員・看護師職員がお話しする会です︒
当初は講習と実演を予定していましたが︑感染症対策の観点か

●看護師の先生にインタビュー
当初計画していた相談会では︑﹁身体面﹂として﹁睡眠﹂につ
いての講習を予定していました︒生活の中で大部分を占めている
つは生活習慣において無関係ではないので︑﹁栄養面﹂と﹁身

活動である﹁食事﹂と﹁睡眠﹂は心身の成長にとても大切です︒
この
体面﹂を関連付けたお話しをしてみようというイメージでした︒
講習は残念ながら中止になってしまったので︑﹁たくさん食べ
てたくさん寝れば心も体も大きく育つ﹂という内容をまとめた資
料をご家庭へ配付しました︒また︑事前アンケートでいただいた
質問には個別に回答のお便りをお渡ししました︒栄養士の先生と
の面談中に上がった疑問には︑途中参加してお話しさせていただ
きました︒
﹁こういう機会を持ってもらって助かりました﹂というお声も
聞くことができて︑少しでもお役に立てたならよかったです︒集

食育活動 *お買い物*

各園 給食の先生にインタビューしました♪

★みらいく早苗町

歳児さんに

★みらいく高田

月

日に高田園初☆お買い物

に行きました︒早苗町園でお買い

物食育をされていると聞いてやっ

歳児さんはカレーの材

てみたいなと！園の近くの八百屋

さんへ︑

月から︑

園の近く︵お散歩コース沿い︶の八百屋

早苗町園では

さんとパン屋さんへお買い物へ行っても

歳児さんはバナナを買いに

料︑

の方とのやりとりなど地域との関わりを

するのも食育の一つになりますし︑お店

売っているのを見たり︑匂いを感じたり

らっています︒お店の中で色んな物が

﹁先生が給食の材料を買い忘れ

て帰ってきてくれました︒

人一つのミカンを袋に入れて持っ

は別日にミカンを買いに行き︑一

行ってもらいました︒

歳児さん

したいなという思いで始めました︒

設定だったので︑

これまでカレーの材料︑旬の野菜︑ロー

ルパンや食パンなどを買ってきてもらい

命感に燃えてくれました︒

ちゃった！困ったな ･･･
﹂という
歳児さんは使

ました︒一人ずつ買ってくる物の担当が

さんは買いに行く道中ずっと﹁バ

まることが中々難しい状況ではありますが︑落ち着いたらまた機

あり︵にんじん係など︶︑お買い物バッ

ナナちょうだい﹂を練習しながら

・子どもの食事と睡眠の意外な関係

と思いお買い物の交換チケットの提案を

いざお店に入ると緊張している

・糖分の問題

歳児

グと交換チケットを持ってお買い物に

歩いていました︒

会を持てたらいいなと思います︒

・睡眠の重要性

行っています︒食育と保育を繋げたいな

●資料内容︵一部抜粋︶
・子どもに質の良い睡眠をもたらす食べ物
・子どもの睡眠を妨げる食習慣

様子でしたが︑周りの野菜や果物

･･･

先生におこられる

･･･

げる﹄という体験ができるような計画をしていきたいです︒

はなく︑ちょっとしたものでも﹃目的を持って行く↓やり遂

買い物は定期的にやりたいと思っています︒特別なもので

という自信を感じる事ができて胸がいっぱいになりました︒

近で見られて良かったです︒子ども達の﹁買ってきたよ！﹂

していきました︒こういうことができるんだ！というのを間

ごと何ができるか／できないか﹄を相談しながら一緒に計画

やってみてとても楽しかったです！担任の先生方と﹃年齢

がとう﹂をちゃんと言えたり︑みんなで頑張れました♪

したところ︑お買い物バッグも保育の先

て買ってきた物を自慢げに見せたり︑給食の時に﹁このバナナ買っ

お買い物に行った日は︑他のクラスの子や先生のところへ行っ

トにシール貼りをしてくれました︒

製作活動の一つとして子ども達がチケッ

・早起きには﹃朝の光﹄

2

ら規模を縮小し︑希望するご家庭のみの個人相談会を行いまし
た︒ご家庭には事前に﹁心配なこと・気になること・ご意見・
ご要望等ご自由にお書きください﹂というアンケートにご協力
をいただきました︒

●栄養士の先生にインタビュー
組のご家庭にご参加いただき︑マンツーマン
・消化の問題

・テレビとスマホ

で﹁栄養面﹂についてお話をしました︒アンケートでいただい

個人相談会は

11

を指さしたり︑お店の方に﹁あり

起きぐずりが起きる

生の提案で作ってくださいました︒また︑

・眠いのに熟睡できず夜泣きに繋がる

・・・など

・寝だめはNG

＝消化の悪い食べ物は安眠の妨げになります。

・セロトニンとは？

人間の眠気は体温が下がるタイミングに合わせてやってきますが、

た内容を中心に︑個別に気になっていることやおうちでの様子

質の良い睡眠のためには、「トリプトファン」という必須アミノ酸が
必要不可欠です。

など︑色んなお話しをすることができました︒
もともとは講習と実演︵栄養バランスや普段の食材で作りや

すいレシピ︶を行う予定でしたが︑残念ながら中止になってし

まったので︑﹁食事を安全においしく食べるために﹂という内

てきた！﹂﹁私はこれ！﹂とたくさん話をしてくれました︒達成感

ねずこになりたい！
ばっけつ！

容をまとめた資料と︑アンケートに書いていただいた質問や疑

1

(^^;)

を味わえたのかなと感じています︒昨年からやりたいと思ってい

ある日︑
手を洗っていて

ぎ
なも り
み

ぱしゃっ

たので今年実行できてよかったです︒

れんごくさんがすきなの
よもや！よもや！

問に対する回答をまとめたお便りをご家庭へ配付しました︒ア

2

室内だけではない新しいかたちの食育になったかなと思います︒

某アニメブームが早苗町にも ! !

ンケートでは同じ内容の質問がいくつかあり︑同じ年代のお子

0

2

25

2

10

地域の方にも﹃みらいく早苗町﹄を知ってもらえたのもよかった

作︓みらいく早苗町職員

です︒来年度もまた計画できたらいいなと思います︒

流行りの･･･

心も体も大きく育つ』資料より
▲『たくさん食べてたくさん寝れば

さんなので︑疑問や気になることも同じなのかなと感じました︒

・脳と体の休息が果たせず「すっきりしない」違和感から

睡眠に関係するホルモンは主に朝に作られます。
そのため、朝食が最も重要になります。

保護者の方と直接ゆっくりお話しするタイミングがあまりな

・寝付けても眠りが浅く夜中に目を覚ましやすい

しかし、すぐに睡眠ホルモンに合成されるわけではありません。

たんぱく質主体
大豆製品主体
糖質主体

もあります。

く︑担任の先生を通して相談を聞くので︑直接お話ししたり自

にくくなります。

トリプトファンは最終的に、睡眠ホルモン「メラトニン」に
合成され、夜の眠りを促します。

副菜
主菜

調理方法の幅が広がり、生活の中で食事が大きな割合を占める時期で

分から情報を発信したいと思っていました︒今回の機会を与え
てもらえてよかったです︒今後このような機会を作れたら︑回
ごとにテーマを決めたり︑更に深いお話しができるかなと思い
ます︒

・食事量の目安

●資料内容︵一部抜粋︶
・食品の与え方

・栄養バランスの良い食事例

・一日の食事の目安量︵主食・主菜・副菜・その他︶
・献立をたてる際のポイント

・体を作るのに成長に必要な栄養素
・おやつの与え方

消化の問題

25

・よく噛んで食べることの重要性

衣に食べ物が多く残っていると消化活動が活発になり体温が下がり

子どもに質の良い睡眠をもたらす食べ物

!!
・・・など

▲『食事を安全においしく食べるために』資料より

11
・楽しく食事を食べるために大人ができること

和食がおすすめです。

たら幸いです。

白米、魚、豆腐、野菜、海藻中心でバランスよく栄養が取れる、

食事を楽しく食べるために、安全に食べるために少しでも参考になっ

2

1

水道で遊んじゃ
ダメだよ！

噛む練習ができるものを取り入れてみましょう
そして何よりも大切なことは「楽しく食べること」

野菜や海藻等
ビタミン、
ミネラル主体

＋
魚や肉等

＋

汁物

野菜や海藻

＋
ごはん、パン等

主食
理方法に注意が必要です。ですが、離乳期と比べて食べられる食材や
特に、1 歳から 3 歳までの食事は薄味で食べやすい硬さにするなど調

献立の基本は、
する期間です。

献立をたてる際のポイント
1 歳から 5 歳までの幼児期は大人の食事に近づくために食べる練習を

旬の食材を使いながら味、香り、色、食感などを十分に味わわせましょう
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