ひまわり組

新聞
みらいく保育園
●ひまわり組は
こんなクラス♪
・お友達のことが大好き♡
一緒に遊ぶことが好き！
・ごっこ遊びが得意！
﹁鬼滅の刃﹂
﹁アンパンマ

名︑

ン﹂など好きなキャラク
ターになりきる！
・女子 名︑男子
レディーファーストの気
持ちが素敵☆
●うちのクラスの子自慢♪
・レディーファーストのエピソードがたくさんあり
ます︒①水遊びの順番待ちで﹁誰からにしようか
な？﹂と聞くと︑男子全員が順番を譲ってあげる
②砂遊びで女の子の服に砂がかかった際︑男子全員
で払ってあげる ③髪の毛を結んだ瞬間に﹁可愛い
〜！﹂と拍手 ･･･
など︑とっても微笑ましいです︒
・お友達の好きなものを知っていて︑魚が好きなお
友達におもちゃを渡してあげたり﹁○○ちゃんの好
きなやつ！﹂と声をかけてあげたり︑思いやりがあ
ります︒
・生活の流れをちゃんと分かっています︒先生が言
わなくても自分で動ける子達です︒

●先生からメッセージ
一つ一つの活動をとても楽しんでやってくれる
子達で︑その姿を見ながら一緒に過ごす日々がと
ても楽しかったです︒毎日﹁何をしようかな﹂と
考えるのが楽しく︑保育者としても︑子ども達か
ら﹁気付き﹂や教えられることが多い 年間でし
た︒
毎日お散歩で坂や山を登って︑たくさん体力を
つけたひまわり組さん︒次の園へ進んでも色んな

ぱんだ組

●うちのクラスの子自慢♪
・どんなことを提案しても喜んでやってくれ

じ︑どんな時も全力で楽しんだ 年間でし

中野みらいく保育園

●そら組はこんなクラス♪

そら組

・個性溢れる子ども達！だけど仲間意識も
強い☆

・遊びを作るのが上手︒子ども達だけでど

●うちのクラスの子自慢♪

で考えて︑遊びをひろげたり︑色々なこと

・元気によく遊べる子ども達です︒自分達

を生み出しています︒おもちゃがなくても

月に開園した中野みらいく保育

よく遊べるようになり︑成長を感じます︒

・今年度

園︒ほとんどの子が初めて集団生活で︑最

初は中々落ち着かず︑遊ぶのもそれぞれ独

立していたのが︑段々と仲間意識が生まれ︑

こんなに団結できるようになるんだなと！

とても印象深いです︒

●先生からメッセージ

月に新しく開園し︑最初は子ども達も

年を一緒に過ごして︑子

職員も慣れておらず落ち着かない時もあり

ましたが︑この

ども達同士や子ども達と職員の繋がりが生

まれ︑﹁チームそら組﹂になれたなと感じて

います︒

年だけで卒園となるのは寂しいですが︑

これからもみんな元気に︑自分らしさを持っ

て成長していってもらえたらと思います︒

大きくなってもまた園に遊びに来てね︒

・手先が器用で物を作るのが大好き！似顔

●くじら組はこんなクラス♪

ど︑よく協力しあっています︒

子同士で手を繋いだり︑他にもお着替えな

お友達同士で手を繋いでいます︒毎日違う

も達の希望により︑夏頃からのお散歩では︑

・お友達同士がとっても仲良しです︒子ど

絵を描くのが上手！

・卒園式の歌を覚えるために保育室で流し

くじら組

・着脱など︑自分のことを自分でできる︒

ているのですが︑﹁大好きだよ﹂という歌詞

部分が流れる度に︑お友達同士で﹁大好き♡﹂

と抱き合っています︒

●先生からメッセージ

くじら組さんと一緒に過ごす毎日がとて

も楽しかったです︒出来なかったことが出

来るようになり︑食べられなかったものが

食べれるようになり ･･･
本当に一日一日に成
長を感じました︒最初は発音の関係で私の

いつの間にかはっきりと言えるようになっ

名前を呼ぶのが難しかったようなのですが︑

て︑ちょっとしたことでも呼んでくれたの

次の園への進級をとても楽しみにしてい

●うちのクラスの子自慢♪

を覚えていました︒今でも︑給食で自分が

るくじら組さん︒これからもニコニコ笑顔

・物を覚えるのが早いです︒食育活動のお

担当した野菜を見付けると﹁○○ちゃんの

で元気に︑新しい園でも頑張ってね！

が嬉しかったです︒

だ！﹂と野菜の名前を言っています︒

買い物では︑回数を重ねる毎に野菜の名前

良し☆

・元気いっぱい！お友達同士がとっても仲

みらいく早苗町

1

ます︒何にでもノってくれて︑遊び込める子
達です︒個性は強めですが︵笑︶とてもまと
まりがあります︒
・うさぎ組の頃から︑リトミック・体操・季

た︒やるときはやるぱんだ組さんならどこ

る☆

節の歌など︑音楽に触れる機会を多く作って んどん遊びが拡がっていく！
きました︒そのため︑歌や体操が特に大好き！ ・集中力がある︒物事に集中して取り組め
三重公園でマイムマイムも踊りました☆

・よく食べます︒苦手なものはあるけど︑
励まされれば頑張れる！最初の頃を思い返
すと﹁何でも食べられるようになったな﹂
と成長を感じます︒
●先生からメッセージ
思い入れはとても強いです︒一生忘れ
･･･

人生で初めて担任を受け持った子達が卒
園

ないであろうクラス︑それがこのぱんだ組

さんで本当に良かったなと思います︒
月から始まって︑たくさんの成長を感

・とにかく元気でノリが良い！

へ行っても大丈夫！ 自分らしく元気に過ご

いたいです︒いつでも遊びに来てね︒

が︑これでお別れではなく︑
﹁またね﹂と言

らと思います︒みらいくは卒園となります

らしく︑これからも成長していってくれた

﹁みんな違ってみんな良い﹂りんご組さん

かったです︒

も一緒になって喜怒哀楽ができたことがよ

に沁みます︒子ども達だけではなく︑先生

全てがすごく楽しいことだったんだなと心

一緒に過ごしてきた日々を思い返すと︑

●先生からメッセージ

してね♡

・よく食べ︑よく寝て︑よく遊ぶ♡
リがある子ども達♡

みらいく小布施

一緒にできる︑みんながみんなのことを好き

・喧嘩もするけれど︑良いこともいたずらも

のが好き！良いことも︑
たまに悪いことも︵笑︶

んながやり出します︒
﹁みんなで一緒にやる﹂

・真似っこが大好きで︑一人がやり出すとみ

いています︒

・観察力があります︒周りをよく見てよく聞

●うちのクラスの子自慢♪

ラスのことを好き♡

・喜怒哀楽がはっきりしている！みんながク

とまりを持ってみんなで盛り上がれる☆

ども達！でも︑一緒に遊んだり喜んだり︑ま

・
﹁みんな違ってみんな良い﹂の十人十色な子

●りんご組はこんなクラス♪

りんご組

・まとまりがあってやるときはやる！メリハ

●ぱんだ組はこんなクラス♪

みらいく高田

広報係

年間︑毎月とった足型を見ると改めて

なクラスです︒
・

4

1

信州子育てみらいネット

成長を感じます︒こちらは卒園式でご家庭
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ことを元気いっぱい楽しんでね！ またいつでも
保育園に遊びに来てね︒
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新しい環境でも変わらず元気に、健やかな成長を心からお祈りいたします。
卒園に際し、卒園クラスの先生にインタビューさせていただきました。

みらいく早苗町
前半は﹃まめまき﹄の歌やコーナー遊び︑節分の絵
本を読み︑後半は鬼が来て豆まきという流れにしまし

遊びながら節分について知ってもらえたらと思い︑
怖くない鬼さんと一緒に遊ぶ会にしました︒先生のお
た︒節分を身近に感じられるように︑子ども達のお面

みらいく小布施

︵紙人形劇︶でお話しました︒怒りんぼ鬼︑泣き虫鬼︑
友達という設定で赤鬼さん︵鬼の衣装を着た先生︶が
や豆入れを各クラスで製作してもらいました︒

最初に︑心の中の悪いものを鬼に例えてペープサート
好き嫌い鬼などが登場し︑子ども達は集中して聞いてく
遊びに来てくれて︑段ボールで作った的当て鬼︑口が
パクパクする鬼︑箱の中に入れる鬼など︑色々な種類
ボール投げなど︑豆まきに見立てたゲームを準備しま

です︒未満児さんが伝統行事や季節の行事をしっかり理
怖いイメージから鬼を嫌がる子もいたので︑鬼のデ

活かして︑わかりやすい伝え方を考えていきたいです︒

説明が不十分な部分があったのが反省点です︒今後に

すが︑
﹁鬼は外︑福は内﹂という言葉が何故あるのか等︑

豆まきの説明として絵本の読み聞かせを行ったので

ども達︒泣きだす子や︑保育室の隅で固まる子︑鬼に

から保育室を覗いてもらい︑それにすぐ気が付いた子

実際に再現！赤鬼・青鬼︵衣装を着た先生︶に園の外

から鬼が覗いている﹂シーンがあるのですが︑これを

やってみようか﹂とおさらいしました︒絵本の中で﹁窓

した︒登場人物が豆を投げるシーンがあり︑﹁みんなも

また︑伝統や風習に触れることができたのもよかった

滅の刃を取り入れました︒歌が流れたり︑炭治郎の衣装

した︒その後は鬼が登場！今回は子ども達が大好きな鬼

を歌い︑ペープサート︵紙人形劇︶で節分のお話をしま

面を取ったらお顔が見えるというお話でした︒﹁鬼さ

た色々な動物︑ロボット︑お母さんが登場し︑鬼のお

にだあれ﹄というお話をしました︒鬼のお面をかぶっ

﹃まめまき﹄の歌を歌い︑パネルシアターで﹃おにお

と仲良くなってみようという会にしました︒最初に

と興味を持ち始めてやってくれるようになりました︒

り入れていき︑最初は全く興味が無かったのが︑段々

た鬼と触れ合う時間を作りました︒体操も少しずつ取

だよ﹂﹁怖くないよ﹂と絵を見せたり︑段ボールで作っ

にと思っていました︒行事の前から﹁鬼さん優しいん

て︑行事が子ども達にとって嫌なものにならないよう

片付けイヤイヤ鬼︑好き嫌い鬼など︑最近の子ども達の
と仲良くなりたかったという設定で︑子ども達へお菓

さて︑豆を投げられた鬼さんですが︑実は子ども達

ルの鬼を作ってくださり︑そのうち一つは背負えるよ

ていました︒保育補助の先生が怖くない可愛い段ボー

ると︑鬼を怖がることなく︑走りながらボールを投げ

最初はびっくりして泣いたり固まっていた子も︑お

歳児︶

歳児︶

感染症対策に十分気を付けて開催しました︒
※

よかったなと感じました︒

・おやつ

歳児︶

・朝の会

分以上集中して取り組み︑それぞれ

ただいてありがとうございました﹂と感想をいただき︑開催して本当に

保護者の方から﹁最後に園の様子を見ることができ︑機会を作ってい

ました！

しむことができました︒トラブルもありながら︑終始楽しい参観になり

当日は︑ぱんだ組のお友達のパワーで午前中だけ晴れ︑戸外遊びを楽

と行い︑保育参観を計画しました︒

卒園を前に一度は
今年はコロナの影響でなかなか園の行事ができず ･･･
園生活を保護者の皆さまに見ていただきたい！と感染症対策をしっかり

●ぱんだ組︵

ぱんだ組保育参観

素敵な作品となりました！

卒園記念制作では

じていただけたかなと思います︒

に見ていただくことで︑保護者の皆さまに驚き＆喜びを感

で手を洗えるなど︑自分でできるようになったことを実際

朝の会で名前を言う︑トイレの時に自分でズボンを脱い

・卒園記念製作﹁フォトフレーム作り﹂

・おやつ

・朝の会

●そら組︵

良かったです︒

動した﹂や﹁見られて嬉しかった﹂という声をいただき︑

頭では伝えていましたが︑今回初めて目にしたことで﹁感

日頃︑保護者の方とお話しする中で︑トイレの成功を口

いましたが︑大きな声で歌ったり声を出せる子もいました︒

初めて保護者の方と離れての発表で︑泣いてしまう子も

・ホール遊び

・親子体操﹁ピカピカブー﹂

・歌﹁どんな色が好き﹂ 一人一人の選んだカラーの
･･･
箱に入って歌う

●つき組︵

ミニ発表会

保護者参観の様子をご紹介します♪

ている姿を見て︑成長を感じました︒

体操をしたり︑鬼にボールを投げたり︑鬼の頭を撫で

大喜びでした︒﹁鬼﹂と聞いただけで泣いていた子が︑
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れました︒そして﹃まめまき﹄の歌を歌いました︒
自分で製作した三方を持ち︑丸めた新聞紙豆を入れて
の遊びをみんなで楽しみました︒最後は仲良くなれた
が的にくっつくようにしたのですが︑遊びながら﹁くっ

コーナー遊びでは︑赤鬼と青鬼の的当て︑ボーリング︑

準備は万端！まず段ボール鬼︵段ボールに描いた黄色鬼︶

ついた！﹂と喜んでいました︒ボーリングでは︑ボー

歳児さんは﹁やりた

歳児さんやる気と鬼さ
感じられるようにしました︒﹁鬼は外︑福は内だよ﹂と

ルやピンも鬼の仕様にして︑節分の雰囲気と親しみを

ん︵先生︶にボールを当てたりと︑それぞれの姿を見
子ども達へ事前に伝えていたので︑掛け声をしながら

歳児さんはゲームよりも赤鬼さ

せてくれました︒最初は怖がっていた子も︑遊んでい

解することは難しいかもしれませんが︑﹁この時期には
ザインを可愛いものにしたり︑怖くないように工夫を

次に︑絵本﹃おにはーそと！﹄の読み聞かせをしま

ゲームを楽しんでいました︒

こういう行事があるんだな﹂というのを感覚的に体験で
向かって果敢に豆を投げる子など様々でした︒鬼はやっ

してよかったなと思います︒

きて︑雰囲気を味わうことは大切だなと思いました︒み
ぱり怖かったようですが︑遊びを楽しむ姿や︑一生懸
命に豆を投げている姿を見ることができました︒

しました︒﹁もっと遊びたい！﹂という声や︑豆まきの

くでも残ってくれたらいいなと思います︒

を着た先生が鬼と戦ったり技が出たり︒泣いている子は
んだあれ？﹂という言葉が繰り返し出てくるのですが︑

﹁鬼﹂という言葉だけで怖がり泣きそうになる子もい

いましたが︑思っていたより豆︵新聞紙ボール︶を投げ

鬼＝怖いというよりは︑優しい鬼もいるんだね︑鬼

ることができていた印象です︒鬼が退場する時には︑バ

行事当日は︑最初に手遊びと﹃豆まき﹄の歌を歌い︑
カードシアター﹃鬼ちゃんのパンツ﹄のお話をしました︒
鬼ちゃんのパンツが色んな柄に変わるのを真剣に見て
いて︑﹁可愛い〜！﹂という声もありました︒その後の

歳児さ

﹃鬼のパンツ﹄の体操は今までやった中で一番上手で︑
普段あまりやらなかった子も踊っていました︒

んは鬼滅の刃が好きな子もいるので喜んで豆︵カラー
ボール︶を投げていました︒

歳児さんは固まってい

登場し︑その流れから理事長先生鬼が登場！

パネルシアターの最後にお面が取れない本物の鬼が

子ども達も一緒になって声を出してくれました︒

している様子があり︑怖い印象のままで終わらなかった
のはよかったなと思います︒
ペープサートは︑節分の説明となると難しいので︑わ

様子を組み込んだ内容にしました︒子ども達が普段よく
子をプレゼントしてくれました︒お菓子をくれるとわ

うになっていて︑背負って走り回っている子もいまし

階ホールへ移動して豆まき︵ボール投げ︶が始ま

注意されることなどを︑登場する鬼を通じて客観的に感
かると︑怖がっていた子も近くに寄っていました︒お

た︒鬼の頭を撫でてあげた子もいます︒最後は仲良く

歳児さんは泣くという感じでした︒

じてもらえたら良いなと思いました︒豆まきの後︑お片
せんべいとゼリー︑鬼とお福さんのイラストが袋に

なれた鬼からお礼のお菓子をもらい︑みんなニコニコ！

て︑

付けをしない子に﹁鬼さん来るよ﹂と言うとさっと片付
入った節分仕様のお菓子でした︒プレゼントの後は鬼

です︒また︑豆まきの動画を保護者の方へ配信したので
菓子をもらって一緒に歌を歌い︑最後は鬼さんとタッ

歳児︶

みらいく高田

た保護者の皆さまも嬉しそうでした︒

くれたり︑お友達と遊んだり︒その様子を見

つ慣れてきてお名前呼びで元気に手をあげて

気を感じ取り固まっていたのですが︑少しず

る内容にしました︒始めはいつもと違う雰囲

子どもたちのいつもの様子を見ていただけ

・給食参観

・ホール遊び

・親子体操﹁ピカピカブー﹂

読み聞かせ

・絵本﹁だるまさんが﹂シリーズ

・朝の会

●ほし組︵

中野みらいく保育園

PICK UP

チができるくらい仲良くなれました︒

みらいく小布施
子ども達は雛人形に興味津々で︑近寄っ
てよく見ていました︒
ひな祭りのお花やお菓子などのクイズを
楽しみ︑各クラスで製作したひな飾りの発
表をしました︒それぞれ個性豊かな作品に！
発表を見ながら拍手をする子もいました︒
ひな祭りの歌をとっても良い表情で歌って
いて︑難しい歌なのに︑良く覚えているな
とびっくりしました︒
ひな祭りの雰囲気をたくさん味わうこと
ができました︒

みらいく早苗町
﹁ひな祭りってなに？﹂﹁どう過ごすの？﹂
など︑ひな祭りの紹介と︑ひなあられや菱
餅の写真を見せながら行事食の紹介をしま
した︒
子ども達の入園当初の写真を見せて︑ク
イズ形式で誰かを当ててもらい︑みんなで
﹁大きくなったね﹂と成長を喜びました︒
この日の給食は他のクラスのお友達と一
緒に︑みんなでわいわいと楽しみながら食
べました︒

夜の保育園みらいく
色々な味のおにぎりを自分で握り︑みん
なで一緒に食べました︒ひな飾りの製作で
は︑野菜スタンプを押したりして楽しみま
した︒
最後に︑白・薄桃色・紅梅色などのお花
紙を大きな木に飾り︑たくさんの花を咲か
せました︒夜の保育園に一足早く春がやっ
て来たようでした︒

!!

おうちに帰った後も豆まきのお話しをしてくれたそう

けを始めたり︑少し効果はあったのかなと感じています︒

かりやすく伝えられるようなお話を考え︑イジワル鬼︑

1

さんと一緒に﹃おにのパンツ﹄を歌いました︒

0

あまり見かけず﹁こわかったね﹂﹁鬼さんきたね﹂と話

イバイと手を振る子もいました︒終わった後に泣く子も

最初に﹃おにのパンツ﹄の手遊びと﹃まめまき﹄の歌

てくれたようでよかったです︒

後日﹁先生︑鬼出して﹂という声もあり︑親しみを持っ

してくれて︑段々と怖がらず良く遊んでいました︒

るお友達の様子を見て﹁こうやってやるんだ﹂と理解

んが怖いのが半々︑

い！﹂とやる気まんまんで︑

遊び方を説明している時から

した︒的当てでは︑投げた豆︵プチプチを丸めたもの︶

歳児

歳児さんは鬼に近付いて豆を果敢に投げ︑それ

した︒
歳児さんも頑張って真似をしてました︒

を見た

鬼さんと一緒に﹃まめまき﹄の歌を歌いました︒

夜の保育園みらいく

が登場し︑次に先生が衣装を着た赤鬼・青鬼が登場しま

中野みらいく保育園

1

んなの記憶の中に﹁こういうことをやったな﹂と何とな

いるかな？﹂と気に掛ける言葉もあり︑仲直りの流れに

も達から﹁鬼さん笑っていたね﹂﹁いま鬼さんどうして

やっつけて終わりではなく仲直りをしたことで︑子ど

ないよ﹂と子ども達と仲直りをしました︒

鬼が豆まきによって最後は良い鬼になり﹁もう悪さはし

さんは三方を大事に持って鬼を凝視していました︒悪い

0

すが︑何回も見ているというお声もいただきました︒楽
しい行事になったのなら嬉しいです︒

みんなでお雛様とお内裏様の製作を行いま
した︒用意したお雛様とお内裏様の台紙に︑
千代紙を手でちぎり︑のりで貼りつけて︑素
敵な着物を着せてあげました︒
色ゼリーを食べて︑

午前おやつにはひなあられ︑給食にはちら
し寿司︑午後おやつには
一日を通して園の中にひな祭りをお祝いする
楽しい雰囲気に溢れていました︒古くからあ
る行事を子ども達に伝えながら︑健やかな成
長と幸せを願う一日になりました︒

みらいく高田
ぱんだ組保育室に雛人形と各クラスの製作
を飾り︑﹁うれしいひなまつり﹂の曲が流れ
る中︑みんなで集まりました︒﹁うれしいひ
なまつり﹂を歌った後︑ひな祭りにちなんだ
紙芝居を見ました︒ひな祭りは︑みんなが元
気に遊んでいっぱい食べて︑おおきくなりま

パネルで写真を撮りました︒みんなとっても

30

すように！と願う日だよとお話しました︒
この日の給食は全クラス合同で︑席も各ク
ラスが混ざり︑一緒にひな祭り献立を食べま

して︑各クラスのひな祭り製作の紹介をしま

コちゃんのおひなさま﹂を楽しみました︒そ

いひなまつり﹂を歌ってから︑紙芝居﹁ポン

つき組保育室に集まり︑朝の歌と﹁うれし

中野みらいく保育園

した︒

2
0

みらいく高田

2

良い表情を見せてくれました︒

1

2

みらいく保育園

1

会の後はクラスごとにお雛様とお内裏様の

した︒

0

2

2

3
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法人の取り組み
回 法人方針説明＆意見交換会

・瞑想

第
月

回 保育共有プロジェク

回 保育共有プロジェクト 開催

日︑今年度最後の開催となる第

ト会議が開催されました︒今回から新たなメンバーが加わり︑今
年度に発足した本PJの振り返りや︑来年度の構想についての説
明︑そして意見交換を行いました︒

●山岸代表理事から趣旨説明

いきました︒自分達だけでは思いつかない良い保育の情報や考え

給食 ・食育

年度の終わり頃︑保育園生活にも慣れ︑落ち着いて過ごせるよう

になった子ども達の姿に成長を感じます︒この時期の食育活動は︑

クッキングやお手伝いなど︑年齢に合わせたチャレンジを各園でた
くさん行いました︒
みそ汁作り♪

月

日開催︶

★卒園／お別れ会献立・バイキング給食

●みらいく高田︵

◎各園の紹介︵

歳児さん

歳児さんに一番最初にお部屋

卒園バイキングということで︑今

回は

に入ってもらいました︒

にはデザートのフルーチェ作りもお

手伝いしてもらいました︒

自分で﹁これがほしい﹂という意

志を伝えたり︑たくさんの種類の中

から選択できたり︑順番を待ってい

る姿に成長を感じました︒みんなが

喜んでくれてよかったです！

月中旬取材時点の開催予定︶

子ども達の好きなメニューのバイキン
●みらいく保育園 ･･･
グを開催します︒給食をお願いしているパン屋さんに特別

保育共有プロジェクト﹂を昨年

心的に携わる職員が集まり︑情報共有や保育の疑問の解消等を

●みらいく小布施

歳児保育室と

年を締めくく

クッキー ＆

達の好きなものや︑これまでのお買い物食育で

●みらいく早苗町 ･･･
卒園バイキングは給食試食会を兼ねて
卒園児保護者さんにも一緒に食べていただきます︒子ども

歳児さん
ラッピング♪

る給食として︑素敵な思い出となれるように頑張ります！

児さんは自分でサンドイッチを作ります︒

を

子ども達の人気メニューのバイキング
･･･
歳児保育室の両方で開催します︒ 歳

安全面に配慮して︑喜んでもらえるものを作りたいです︒

方を他の園から知る︑その一環として﹁保育所保育指針に基づく

おにぎり作り♪

にパンを作っていただきます︒一押しは可愛いピンチョス！
バレンタインクッキー
＆ パフェ作り♪

バレンタイン

17

月に立ち上げ︑各園の保育に中

でつくりあげる︶﹂するために﹁情報共有﹂に力を入れて進めて

内容を決めていくことを大切にしています︒昨年度は﹁共創︵皆

みらいくでは﹁自由と自立﹂という精神に基づき︑各園が保育

要約
<
>

人材育成について︑過去の資料を参照しながら説明がありました︒

月 日︑今年度 回目となる法人説明＆意見交換会が開催
冒頭では山岸代表理事から︑改めて本PJ発足の趣旨説明と︑
されました︒今回の内容は﹁職員が幸せに働けるため﹂に基づき︑ 過去 回の振り返りと共に︑園長・主任・副主任に求めることや
つに分けて︑山岸代表理事より説明がありました︒

①前回の振り返り②今年の目標③幸せな職場づくり︵セロトニ
ン︶の
内容を抜粋して記載します︒
※

●良い習慣を身につけ幸福度を高める
﹃他者﹄を変えることは基本的にはできませんが﹃自分自身﹄
は変えられます︒考え方だけを変えようとすると逆にネガティ
ブに陥りやすいので︑まずは行動や習慣を変えることが有効で

・食事改善

す︒具体的には次の行動や習慣を少しずつやってみてください︒
・運動

みらいくでは﹁保育所保育指針や国・市の指導に基づく﹂とい

行ってきました︒
うのが大前提であり︑それを実現することが本PJの目的です︒
基本的なことを共有したり︑﹁各園のやりたいこと﹂が保育所保

>

ピザ作り♪

2

・リフレーミングノート

自分で考える癖をつけ︑良い習慣や行動を身に付ける
･･･
ために学ぶ︒

●今年の目標﹁知識と礼節﹂
・知識

・礼節
)

●﹁園長・主任・副主任に求めること﹂
﹁人材育成の基本的な考え方﹂ 一
<部抜粋

みらいくが理想とする保育とは︑一人一人の保育士が﹁自分の
理想とする保育観﹂を持ち︑また﹁お互いの理想﹂を話し合い実
現している保育です︒一人で保育ができる人数には限りがありま
す︒理想とする保育を実現できる職員を増やすこと＝人材育成が︑
法人が目指す﹁子育てしやすい未来を創る﹂に繋がっていきます︒
大前提として心に留めてほしいことは﹁園児に対してと同じよ
うに︑一緒に働く職員を愛してもらいたい﹂こと︒そして︑﹁大
人だからできて当然︑同じ考えを持って当然﹂などを考えたり︑
口に出すのは止めましょう︒バックグランド︵育ってきた環境・
背景︶で常識︑価値観︑できることはそれぞれ違います︒みらい
くでは︑それぞれが自分の理想とする保育を実現できる場であり︑
また︑保育観が異なる職員同士であっても︑話し合いにより他者
の保育観を理解し合える関係を目指してください︒

●意見交換
実際に保育中にあった事例で﹁こんなときはどうするか？﹂と

月からも元気でね！

く終えられるよう︑心を込めて作りたいと思います︒

一緒に給食を食べます︒残り少ない保育園でのご飯を楽し

●中野みらいく保育園 ･･･
卒園児さんが好きなメニューを中
心に献立を考えました︒当日︑卒園児さんは保護者の方と

リ食べて

夜の保育園は卒園児がいないの
●夜の保育園みらいく ･･･
で︑転園する子のお別れ会と希望献立を食べます︒モリモ

が買った食材を全て取り入れたメニューを提供します︒

2

第

4

悩んだことや︑﹁様々な場合のルール統一の最適な単位﹂﹁取り決

2

9

モラル・マナーと同じで︑﹁相手への想像力﹂が重要︒ 育指針に沿っているのか︑また﹁みらいくの考え方﹂に沿ってい
･･･
るかを確認・共有していきます︒

◎参考図書の紹介 ･･･
﹃ Think CIVILITYシ
( ンク シビリティ
﹁礼儀正しさ﹂こそ最強の生存戦略である ﹄
相手のことを配慮した伝え方や行動は﹁相手への想像力﹂が

重要です︒参考図書は﹁相手をチェック﹂するためにではなく︑

3

3

4
4

めの具体的な手順﹂﹁保育者によって園児への対応が異なるとい

4

自分ができているかを見直すために読んでください︒自分を律
してより良い保育に繋げましょう︒

●幸せな職場づくり︵セロトニン︶
来年度も引き続き︑職員のメンタルヘルスケアに取り組んで
いきます︒なぜなら職員一人ひとりの心が安定していることで︑
職場環境が良くなり︑仕事へのモチベーションが上がります︒
それこそがより良い保育の提供に繋がるからです︒
メンタルヘルスを高めるために︑特に注目なのが幸せホルモ
ンと言われる﹁セロトニン﹂です︒セロトニンは幸福感や心の
安定に大きく関与しています︒セロトニンを増やすには︑次の
ような行動・習慣をすると良いです︒
・日光を浴びる
・リズム運動↓散歩やガムを噛む等︑激しい運動でなくて良い
・睡眠をとる

・セロトニンを増やす食事を摂る︵たんぱく質・鉄分︶

・腸内環境を整える

2

2

3
うことにならないようにするための方法﹂などを話し合いました︒

1

1

4

まずは︑保育園でできる﹁食事と運動﹂に関して取り組んで

作︓中野みらいく保育園職員

3

いきます︒

あっという間の１年間

4
15

3

3
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