松木先生

計画担当

信州子育てみらいネット
広報担当

た︒また︑子どもたちの心の中の弱い鬼

らえたらと思って登場してもらいまし

来たよというのを子どもたちに感じても

投げる時の﹁鬼は外〜福は内〜﹂で福が

うよりもホッコリで終われたらと思い︑

ました︒福の神は︑鬼が怖いで終わっちゃ

優しくなった鬼がまた来て記念撮影をし

張ったねとお花をもらいました︒最後に

帰った後福の神が登場して︑みんな頑

登場してもらい豆まきをして︑一旦鬼が

しました︒しばらくしてから本物の鬼に

ボールを入れられる︶で鬼当てゲームを

で作った鬼︵口の部分に袋がつけてあり

はじめに豆まきのお話をして︑段ボール

中島先生

発行元：

もが増えたので︑怖〜い鬼に﹁お菓子ば

今年はイヤイヤ期のわんぱく盛りの子ど

メージを持っている子もいて︑保育士の近くに最初から座っていました︒

０歳・１歳児はあまり鬼のイメージがない様子でしたが︑２歳児は怖いイ

みらいく早苗町

森山先生

かり食べて給食たべない子はどこだ〜﹂

ることも大切にしました︒

たりおやつをもらったりして仲よく終わ

鬼にニッコリの口をつけ︑ダンスを踊っ

とした子どもたちです︒夜なので最後は

子どもたちも後を引かずに終わる事ができたのが良かったです︒

感じられて嬉しかったです︒おまじないとして最後に﹁節分いわし﹂を飾り︑

た︒子どもたちが﹁豆投げられたよ！﹂と報告している姿を見て︑成長を

意識しつつ︑お友達と一緒にやるということも経験して欲しいと思いまし

戦って︑鬼退治をすることで﹁できた！﹂という達成感を味わえるように

ントです︒

が一押しポイ

いうアイデア

膨らませると

空気を送って

キュレータで

下からサー

上がるように︑

今回は謎の箱から赤鬼がムクムクと膨れ

〜﹂と言って追いかけてもらい︑シャキッ も登場した時は本当に怖がっていました︒怖がりながらも自分の気持ちと

ペープサートやゲームは楽しみながら出来ていましたが︑最後に鬼が２人

計画担当

仲良くしようとする姿が見られたのが印象的でした︒

もたちなりに怖いけど福の神からお花もらって少し勇気が出たのか︑鬼と

らとの狙いがありました︒最後泣きながらも鬼とタッチしたりとか︑子ど

とかイヤイヤしたり好き嫌いしたりを豆まきをしながら克服してもらえた

みらいく県町

新聞
計画担当

お 面 をつけて
枡 に豆︵カラ ー
ボール︶を仕込
み︑﹁エイ︑エイ︑
オ ー！﹂と︑気
合いを入れて鬼
退治に向かいま
した︒ダンボー
ル鬼やビニール
鬼に向かって余
裕の顔で豆を投
げていた子ども
たちですが︑

2022 年 3 月
第 十三 号

﹁お片付けイヤだとひっくり返る子どこだ

を撮って楽しく過ごしました︒

しい笑顔の鬼になって︑一緒に記念写真

ていました︒それでも最後はニッコリ優

豆を投げるのも忘れて大泣きで逃げ回っ

ドアから本物の鬼が現れるとさあ大変！

夜の保育園みらいく

第 13 号（１）
みらいく新聞
2022 年 3 月

みらいく高田

みらいく小布施

計画担当

神田先生

みらいく保育園

計画担当

岡村先生

はじめに豆まきのお歌を歌って︑ 最初にスケッチブックシアターで節分のお話を簡単にして︑その
お面や豆入れの製作発表をして︑ 後事前に製作していた豆を入れる三方と鬼のお面を各クラス発表
して写真撮影をしたのですが︑まだ登場してない鬼さんたちもハ

豆まきって知ってる？と聞いて

はいないから！﹂と言いな

イチーズの瞬間に子どもたちにバレないようにこっそり写っても

がらも豆まきをしてくれま

らいました︒その後パネルの鬼と︑ふうせんの鬼を用意してみん

い鬼がいるんだよということと︑

した︒怖いだけで終わらな

みて節分の説明をしました︒そ

その悪い鬼たちを豆まきを通し

いようにしたいと思ってい

なで豆まきをしているところに︑窓から本物の鬼がコンコンとし

て追い出してまた１年元気に過

ましたが︑本物の鬼がいな

の後豆を投げる練習をしてから

ごせますようにという願いを︑

くなった後すぐみんなケ

て姿を見せた後玄関から入ってきてもらい︑みんなで退治をして

簡単な説明でもなるべく分かっ

ロッとして︑パネル鬼に向

３人の本物の鬼が登場しパニッ

てもらえるように意識しました︒

かって﹁もう一回やるね！﹂

クの中︑豆まきをしました︒普

普段大人っぽい口調の２歳児さ

と言っていました︒鬼は外

良かったねとなりました︒泣き虫鬼とかいじわる鬼とかみんなの

んが﹁鬼なんてやっつけられる

のかけ声とか豆まきという

お腹の中にいる鬼をやっつけようという話をしたら︑﹁僕の中に

よ！怖くないよ﹂と言っていた

行事を体験して欲しかった

段泣いてばかりだったり︑わが

のに︑鬼が来ると泣きながらも

ので︑豆まき楽しかったね

まま言ったり︑自分の中にも悪

豆を投げて頑張っていて︑とて

となるよう意識しました︒

も感動しました︒

ていたので本番で活かせたよう

ら鬼にボールを投げる練習をし

前日からやる気満々で︑以前か

いがありました︒子どもたちは

一歩成長して欲しいなという思

と問いかけてみることで︑もう

の中の悪い鬼はいないかな？﹂

ないイヤイヤ鬼などみんなの心

イヤ鬼やおもちゃを貸してあげ

て︑﹁好きな物しか食べないイヤ

た︒鬼という実物だけじゃなく

分かるよう︑ＢＧＭをかけまし

るタイミングを子どもたちにも

いてくれました︒今回は鬼が来

して見せたらすごい集中して聞

しいので︑絵本を大きめに印刷

豆まきの説明は言葉だけだと難

した︒口に入れてしまう子もいる

になったので︑その黒豆を使いま

黒豆をたくさん作ることがブーム

を見た子どもたちが黒い画用紙で

豆はおせち料理が載っている絵本

て豆を投げて守ってくれました︒

お兄さんお姉さんの気持ちがあっ

事はなかったです︒２歳児さんは

後ろに隠れてはいたけど全然泣く

な顔をして︑１歳児さんは先生の

が︑０歳児さんはだあれ？のよう

を鳴らしてから登場したのです

した︒鬼はピンポーンとチャイム

を追い払ってあげてねと説明しま

気持ちとか怒っちゃう気持ちとか

な話で︑鬼の中にある泣いちゃう

くなりたかったんだよというよう

豆まきのテーマは鬼は本当は仲良

和泉先生

です︒節分の行事が終わっても︑

ので豆の大きさに気をつけ︑０歳

計画担当

子どもたちが興味を持ち続けて

児さん用にボールを用意したり︑

中野みらいく保育園

いる姿があるので︑豆まきに関

年齢ごとにそれぞれ楽しめるよう

黒岩先生︑三ツ井先生

する活動を続けていきたいと

に工夫しました︒

計画担当

思っています︒

第 13 号（2 ｰ 3）

くよと言ったらガッツポーズし

たくさんあって︑今日お散歩行

もちろん子どもっぽいところも

カバーしてくれたりしました︒

う先生ったら〜﹂と言いながら

﹁はい！﹂と拾ってくれたり︑﹁も

にも優しくて︑何か落としたら

せられる場面がありました︒私

本当に素敵だなと何度も感動さ

んなで助け合うようになって︑

はありますが︑夏ぐらいからみ

一人一人はじめから優しい子で

思いの丈をどうぞ！

★印象に残っていることなど︑

た後自分のおやつを最後に置くんです︒相手のことを思いやらないとたぶん出来ない

配ってもらう時には︑一回も言ったことはないのですが︑全員が他のお友だちに配っ

事を自然に考えてできる優しい子たちの集まりです︒子どもたちにお当番でおやつを

んの好きな黄色のちょうちょがいるよ〜﹂と呼んであげたり︑お友だちが喜ぶような

寄って起こしに行ってくれたり︑お友だちの好きな色のちょうちょがいたら﹁○○ちゃ

スだと感じています︒公園に遊びに行った時︑誰かが転んでしまったらみんなで駆け

とにかく６人みんなが仲良くて︑６人が６人を思いやる︑本当にお友だち思いなクラ

ました︒興味があることに集中でき

めり込み︑すごく集中して出来てい

子が多いので︑食育活動はとてもの

てきました︒食べることも大好きな

もたちなので︑私たちも全力で応え

濃く︑楽しく︑何にでも全力な子ど

たのではないかと思います︒毎日が

本当に好きなことを思う存分楽しめ

の丈をどうぞ！

★印象に残っていることなど︑思い

ては散歩を楽しんできました︒

ラックやショベルカーをたくさん見

好きで︑工事現場にもよく行ってト

姿がとても可愛いです︒働く車も大

す︒小さなおしりが並んでいる後ろ

で覗いてみたりしていて興味津々で

く虫の観察したり︑穴の中をみんな

ている時もあります︒散歩先ではよ

て︑いろいろな恐竜の名前を教えてくれたり︑自分で新しい名前の恐竜を作ったりし

きで︑男の子も女の子もよく盛り上がっています︒子どもたちの中には恐竜博士がい

は︑しっかり者が多くとても頼りになります︒子どもたちは虫や恐竜など生き物が好

しましたが︑そういった経験からどんどん成長していったように感じます︒りんご組

男の子が多く︑女の子も活発なのでとにかく元気でパワフルです！けんかもたくさん

★ズバリ！どんなクラスですか？

る子が多いので︑その一瞬に全力を

が仕切っているようです︒

もあってとても成長を感じてい

で遊びを考えてやっていること

話し方をしていたり︑自分たち

た︒大人顔負けのしっかりした

ろいろ出来るようになりまし

があるとみんな見てマネしてい

プの子が多くて︑誰かきっかけ

﹁私もやりたい！﹂というタイ

レーニングなど一人がやると

かれていて︑お箸やトイレト

が４月から３月まできれいに分

個性がみんな強いですね︒月齢

思いの丈をどうぞ！

★印象に残っていることなど︑

た男の子たちが︑気づいたら女の子と遊んでいたりしているので︑たまに女の子たち

に入〜れ〜て﹂と言って遊んでいました︒追いかけっことかボールを使って遊んでい

ます︒女の子たちが﹁○○しよう！﹂とやりだすと︑それを見た男の子たちが﹁一緒

子多めなので活発なところもありますが︑割と女の子に引っ張られてるところもあり

も︑﹁お片付けしたくない﹂﹁帰りたくない﹂と言うくらい外遊びが大好きです︒男の

の下でおままごとしたりおうちごっこをしたりしていました︒ずっと外で遊んでいて

したし︑溶けてきても今度は砂で遊んでいます︒公園に行けば滑り台はもちろん︑そ

としたりお散歩したりするのが好きなクラスです︒雪遊びも飽きずに毎日やっていま

体を動かすことが好きで︑毎日元気でお部屋で遊ぶより外に出て︑走ったりおままご

★ズバリ！どんなクラスですか？

ます︒

担任 川崎先生

てみんな喜んで﹁ヤッター！﹂

かけている感じがこのクラス良いと

秋に遠足で電車に乗ったのです

そら組

という感じで遊ぶのがすごい好

ころだと思っています︒

が︑未だに﹁乗ったねー﹂とよ

中野みらいく保育園

きです︒みんな感情をあらわに

夏すぎ頃から急激に成長して︑子ど

く覚えていて︑いろんな行事の

鈴木先生・新井先生

するので︑﹁まだ遊びたかった

もたち一人一人の気持ちが進級に向

楽しかったことを子どもたちで

担任

のに〜﹂と泣けてしまったこと

けて高まりはじめた気がします︒
﹃お

よく話しています︒

りんご組

︒好奇心旺盛で︑何でもやっ
も …
兄ちゃんになる﹄﹃お姉ちゃんにな

いつも子どもたちは保育園を楽しみにしてくれていて︑﹁まだお友だちと遊びたくて

みらいく小布施

てみたいという姿は子どもらし

る﹄と気合いが入っている子もいて

おうちに帰ってからも保育園の話をしている﹂ということをよく保護者さんから聞い

帶刀先生

くてかわいいです︒何でも興味

頼もしいです︒

ています︒どの季節でも成長を感じてこれたので︑あれできるかな︑これは大丈夫か

担任

を持って全力でやるし︑何でも

いろいろなことが出来るようになっ

なと細かい不安はあっても︑子どもたちが新しいところに行くことを楽しみにしてい

ひまわり組

嫌がらずに何でもかんでも楽し

た子どもたちなので︑新しい場所で

みらいく保育園

んでくれる子どもたちです︒面

ことだと思うので︑本当に優しい子たちだなと感じながら保育しています︒

★ズバリ！どんなクラスですか？

白いことがいっぱいあったし︑

中島先生

る姿を見ては︑頑張れ！という気持ちでいつも応援しています︒

担任

頑張る姿を応援したいと思っていま

ゆり組

本当にたくさん笑わせてもらい

みらいく県町

す︒

林部先生

ました︒本当に大好きです︒

担任

★ずばり！どんなクラスですか？

くじら組

★ずばり！どんなクラスですか？

歌と踊りがすごく好きで︑朝の会などで歌を歌詞通りちゃんと歌ってくれたり︑体操

みらいく早苗町

★ずばり！どんなクラスですか？

しっかりした子が多いクラスです︒﹁これ手伝ってくれる？﹂とお願いすると︑﹁いい

もみんなのお手本になって踊ってくれます︒今まであまり歌や踊りに積極的でなかっ

髙田先生

一人一人とてもしっかりしているクラスです︒﹁自分でやりたい﹂と言うのも︑もう自

よ！﹂と張り切って助けてくれてとても頼もしい子どもたちです︒言葉が発達し︑自

た他の年下の子たちが見て﹁あ！いいな！﹂と惹きつけられて︑それで一緒に覚えて

担任

分で出来るからやるという理由で︑意欲的で本当に安心して任せています︒長い子は

分の思いを自分なりの言葉で伝えられるようになったので︑おもちゃの貸し借りも出

出来るようになってきたことはすごく助けられました︒最初はみんなと仲良くするの

ぱんだ組

０歳の頃から成長を見守ってきたので︑一つ一つの成長がとても嬉しく︑楽しませて

来るようになってきました︒また︑どうして友だちが泣いているのか自分なりに考え

が難しかったけれど︑一緒に集団生活していく中でお友だちとのやりとりも分かって

みらいく高田

もらいました︒卒園後についてはワクワクしている子が多く︑お兄さんお姉さんにあ

て︑﹁おもちゃ使いたかったの？﹂と声をかけ︑頭をなでたりと優しく接する姿や︑

るお姉さんのような面も身についたかなと

こがれをもっている感じもするので︑期待を持って送り出せるのかなと思います︒私

たり︑自分がされて嬉しかったことをよく

感じます︒お散歩では︑はじめは疲れて立

きて︑新しく来た子にもすごく興味を持っ

覚えていて誰かにしてあげられたり︑お友

ち止まったりすぐに甘えたりしていたので

けんかの仲立ちをしてあげようとする姿があり︑思いやりの心や周りをよく見て動く

だち同士の関わりの中で優しい姿が見られ

すが︑最近は体力もついてきたし︑お友だ

たちの方が寂しいくらいです︒個性豊かですが︑みんなで一緒にやることも好きで︑

たので︑本当に思いやりのある子たちだな

ちと手をつないで一緒に歌ったりお話した

てお世話をしようとしてくれます︒誰か

と嬉しく感じています︒

りしながらいろいろ行けるようになりまし

ちからなどが育っているのだと感じます︒子ども同士とても仲が良く︑お互いの名前

★印象に残っていることなど︑思いの丈を

た︒遊びもごっこ遊びが出来るようになっ

自分たちで遊びを考えて発展させていま

どうぞ！

てきて︑人形やおもちゃをうまく使いなが

困っていたら心配したり︑優しくしてくれ

保育中に活動の準備で誤って指を切ってし

らやっています︒内容もリアルなものに

を呼び合いながら一緒に遊ぶ姿はとても微笑ましいです︒

まった時︑子どもたちがすぐに﹁大丈夫？﹂

なのか不安でしたが︑見事にやり遂げてく

なってきて遊びの幅も広がったなと思いま

★印象に残っていることなど︑思いの丈をどうぞ！

れて︑練習も上手だったけど本番が一番上

と心配してくれたのですが︑その後ある子

かった自分に反省し︑たくさんよしよしし

去年の４月にくじら組の子どもたちと出会い︑どんな子どもたちなんだろう？と楽し

手だったのが印象的でした︒表現すること

す︒新しい行事にいつも興味を持ってくれ

てもらいました︒自由遊びの時には︑仕事

みにしていたのを覚えています︒新しく仲間入りした私のことをすぐに受け入れてく

も好きでお家でも練習するほど見てほしい

が近づいて手を伸ばしてきたので思わず

を片付けてやっと子どもたちの中に座る

れ︑毎日たくさん遊んだり︑たくさんの言葉を交わしたり︑スキンシップをとる中で

気持ちもあるようなので︑みんなに注目し

て︑意欲的に参加してみんなを引っ張って

と︑﹁おっ！きたきた﹂という感じでわら

子どもたち一人一人の個性や魅力を知ることができ︑毎日とても楽しかったです︒子

てもらえて良かったなと思います︒卒園に

サッと避けると︑その子は﹁違うの︑よし

わらと子ども達が集まってくる現象がとて

どもたちと手を繋いでお散歩に行ったことや︑たくさんの行事を一緒に楽しんだこと︑

関してはまだみんなと遊びたい気持ちもあ

とても楽しんでくれます︒

も好きです︒囲まれるたびにニヤニヤしな

子どもたちの成長を側で見守ることが出来たこと︑いろんなことが私にとっての宝物

るけれど︑年少さんになる期待もあって楽

よししたかったの﹂と悲しい顔をさせてし

がら幸せを感じています︒ぱんだ組の子ど

です︒くじら組の子どもたちはよく笑って︑よく泣いて︑甘えん坊さんで︑でもしっ

しみにしている姿が見られて安心していま

★印象に残っていることなど︑思いの丈を

もたちは︑まだ幼い所もあるけれど思いや

かり屋さん︒これからそれぞれ違う保育園幼稚園に行くけれども︑なんでも一生懸命

す︒成長する姿をたくさん見せてくれたの

まいました︒幼いと思っていた子どもたち

りの気持ちを持っていて︑それをちゃんと

で頑張り屋さんな子どもたちなので︑安心して送り出せます︒お別れは寂しいけれど︑

で︑これからもどんどん素敵なかっこいい

どうぞ！

表現することのできるステキな子どもたち

新しい場所でまたひと周りもふた周りも大きくなってくれることを祈っています︒

お姉さんになって欲しいなと思います︒

の心にはこんなにも優しい気持ちが育って

です︒残り限られた時間︑とにかく子ども

みんなのことがずっとだいすきです︒

クリスマス会の時一人で発表なので大丈夫

たちとの時間を大事に過ごしたいです︒

いたのかと驚き︑その気持ちを汲み取れな

す︒困っているお友だちがいれば声をかけ
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職員研修

キャッチアップミーティング

◆守屋先生
月に一度１時間マサさんとＺＯＯＭにて研修をさせていただいて
います︒初めに必ず最近どう？と聞いてくださいます︒マサさん
からの一方的な講義というよりは︑私の悩み・困りごとに対して
アドバイスをいただいていくような流れです︒どんなことでも的
確にお答えいただき︑プラスαの情報も下さるので毎回有意義な
時間です︒
毎度ありがたいお話をたくさん聞き︑どれもすぐに実践していけ
ることばかりです︒実行に移しうまくいったときにはとても幸せ

る３人の先生方へ︑インタビューをさせて頂きました︒

さん を
) 迎え︑毎月１回︑１対１で会話をしながら管理職とし
て必要なことや心構えを学んでいます︒今回は研修を受けてい

マサさんのように背中を押してもらえるような面談を行っていき

高田園で職員の方々と１ｏｎ１をやらせていただいているので︑

自信を無くすことなくよし頑張ろう！と前向きになれます︒私も

す︒

ながら今後の課題を見つけたり︑ヒントを頂いたりもしていま

限られた時間の中ではありますが︑現在の状況や悩みを相談し

を意識したらよいか等を学んでいます︒

面談では︑管理職になるにあたり︑自分に足りないことや︑何

はじめは緊張して思っていることをうまく話すことができません

ような流れです︒

ます︒主にマサさんが質問をしてくださって︑それに答えていく

マサさん︑理事長︑私と１時間ＺＯＯＭでつないでお話をしてい

◆近藤先生

れるような︑いいループを作り上げていきたいです︒

けた課題がクリアされ自信に変わっています︒

を自分なりに実行することにより︑一つずつ不安や悩み︑見つ

サさんとの１ｏｎ１を通して︑見通しが立ち教えて頂いた方法

ことで︑仕事をするうえでの困り感がなくなりました︒

解決につながったり︑疑問に思っていたことが明確になってきた

お話しさせていただく中で︑自分の中の課題が見えてきてそれが

が弾み︑和やかな雰囲気の中で行うことが出来ました︒月に１回

PI C K U P

ルとして﹃連絡会ノート﹄﹃製作ノート﹄を使っています︒職員
の先生方にお話を伺いました︒
●きっかけは ？

早苗町では休憩前にその日にいる職員で連絡会を行い︑ノート

みらいく県町
『ＴｏＤｏリストボード』

み ら い く 県 町 に は ︑ １ 月 か ら 事 務 室 内 に 設 置 されている

﹃ＴｏＤｏリストボード﹄があります︒使ってみての感想を職

に記録しています︒お休みの先生やパートの先生に伝えたい事や︑

子どもや保護者さんへ同じ対応を行うという目的もあり︑みんな
で話し合って始めました︒
●使い始めてみてどうですか？

・﹁知らない︑聞いてない﹂というすれ違いが減りました︒
あとも確認でき安心です︒

・みなさん必ず目を通す習慣がつき︑伝達漏れがなくなり休んだ

理事長鬼

なくても 進められて便利です︒

・パッと 目 で 見 て

分かるし︑パー ト

の先生も 分かりや

すいみたいです︒

・担当の先生がいない時でも状況が分かるので︑いろいろ聞か

です︒

・忘れていた事 を思い出せたり︑やるべき事が分かりやすい

・作業の流れが分かるので︑先の見通しも立てやすいです︒

的になった気がします︒

・次どうしようかな何しようかなと考える時間が減って︑効率

みらいく早苗町では職員間での情報共有について︑一つのツー 員の先生方にお伺いしました︒

みらいく早苗町
『連絡会ノート』
『製作ノート』

!!

・製作ノートは進み具合を書き忘れている時もありますが︑何を
やっているか分かりやすいです︒

磁石も使える

「最近どう？と１対１で話す」ことを学ぶ
みらいくでは来年度管理職になる職員を対象に︑オンライン

◆鈴木先生
たいと思います︒

で１ｏｎ１研修を行っています︒講師に安田雅彦さん ｍ(ａｓａ な気持ちになります︒マサさんの研修では常に褒めていただきつ

まずはじめに﹁げんき？﹂と必ず私の調子を聞いてくださると

働く職員がＨＡＰＰＹ↓子どもたちもＨＡＰＰＹ↓保護者もＨＡ

初めは緊張もありましたが︑マサさんはとても的確で分かりや

でしたが︑質問に答えたことをどんどん掘り下げていってくださ

来年度は初めての立場に立つので︑思うようにいかないことも

来年度からは施設管理者になるのでプレッシャーは感じています

▼前向きになれる
子育て情報メディア

貼って剥がせる
付箋 が便利！

つ︑もっとこうしたら？というようなフォローをして下さるので︑

ころから１ｏｎ１が始まり︑何気ない会話からいつも和ませて

ＰＰＹとみらいく高田に関わっていただく全ての方が幸せでいら

すく︑言葉の一つ一つがスッと頭の中に入ってきます︒

り︑自分でも気が付かなかった気持ちや答えに導いてくれて会話

あるかもしれませんが︑より良い園の運営ができるよう︑失敗

が︑現場の先生方と一緒に︑子どもも職員も毎日楽しく過ごせる

作︓海沼先生（夜の 保育園）

くれます︒

管理職になるのは初めての経験なので不安がありましたが︑マ

を恐れず︑自分の出来ることに精一杯取り組みたいと思ってい

▼子育てっていいな︕を皆様に
お届けするYouTubeチャンネル

ような︑あたたかい保育園をつくっていきたいと思っています！

子 育 てを
もっと楽 しく

ます︒

鬼と 成 長

第 13 号（4）
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