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各園よりご挨拶
みらいく県町

新年度スタートにあたり各園管理

の先生からメッセージをいただき
ました︒︵４月取材現在︶

みられました︒また安全面に配慮

き︑県町園も園児

事迎えることがで

開園２年目を無

ます︒職員それぞれが２年目に入

把握し行動できるように努めてい

グの機会を増やす等︑職員全員が

り︑研修を行ったり︑ミーティン

西澤先生

が増え子ども達の

り更に飛躍するための目標を胸

施設長代理

元気な声であふれ

に︑小規模だからこそできる一人

できるようマニュアルを確認した

ています︒昨年１

き心掛け︑子ども達︑保護者の方︑

ひとりに寄り添った保育を引き続

くりに努め︑子ども達の成長に合わ

先生達も笑顔溢れる温かな保育園

年間は園の環境づ
せておもちゃを制作したり︑壁面の

を継続していきたいです︒

新型コロナウィルスの感染拡大

製作など先生たちの工夫がたくさん

みらいく早苗町

ぐにアサーティブに戻ろうとすることが大事です︒職場で

的の真ん中です︒主張的・非主張的のどちらに傾いてもす

嬉しく思います︒

迎えることができ

新年度を無事に

たちがいつも安心して笑顔で楽し

力をして参ります︒また︑子ども

を払いつつ︑職員一丸となって努

き続き感染防止対策に細心の注意

は収束の兆しが未だに見えず︑引

のアサーティブな話し方とは︑まずは状況を説明し自分の

少しずつ慣れてき

めるような保育をして参ります︒

森山先生

気持ちを伝えつつ具体的な提案をします︒アサーティブな

た子どもたちの賑

主任保育士

聞き方とは︑相手や自分が感じている現在の感情をとりあ

る事は何だろう﹂と日々模索して

護者や地域の皆様に求められてい

います︒

楽しみながら行っていきたいと思

画・準備し︑子どもたちと一緒に

育など職員みんなで協力して計

これからも季節ごとの行事や食

松木先生

います︒

挨拶に立ち寄る場

最近では散歩時に

目になります︒

これからも保護者や地域のニーズ

でありたいと思っています︒

役に立つ事ができるような保育園

いる皆様のために︑微力ながらお

大変な世の中を懸命に頑張って

所も増えて︑地域

つ︑子どもたちには溢れんばかり

に柔軟に寄り添う努力を続けつ
温かく見守っていただけている事を

す︒

の愛情を注いでいきたいと思いま
まだまだ園児は少ないですが﹁保

実感しています︒

の皆様から本当に

園して今年で４年

夜の保育園が開

主任保育士

夜の保育園みらいく

終えることができました︒

４月には春恒例のお花見も無事に

たくさんもらっています︒

包まれて︑元気を

やかな声︑笑顔に

も受け取りました︒

ストイットをいくつ

セージが書かれたポ

らポジティブなメッ

れグループの全員か

歴を発表し︑それぞ

で一人一人自分の経

ました︒グループ内

のトレーニングをし

大切さに気付くため

感謝の気持ちを送る

主目的としながら︑

知ってもらうことを

同期を知る︑同期に

イット研修

●ポジティブポスト

えずおいておき︑事実に目を向けて聞くことが大切です︒

アサーティブな状態とは︑主張︵攻撃︶的と非主張︵内向︶

●アサーティブコミュニケーション研修︵要約︶

もより具体的に理解を深めることが出来ました︒

で相談する時間も和気あいあいとしていて︑楽しみながら

をいくつもしてくださり︑和やかな雰囲気の中︑グループ

ような状態か﹂を学びました︒とても分かりやすい例え話

も︑講師に松本先生をお招きして﹁アサーティブとはどの

今年の法人の目標であるアサーティブについての研修

仲間を知る﹂という目的を共有し︑開会しました︒

冒頭︑代表理事あいさつにて本日のゴール﹁一緒に働く

地域交流スペースにて行いました︒

4

みらいく高田

みらいく小布施

今年度からみら

鈴木先生

高田の施設長代

いく小布施の施設

施設長代理

理を務めます︑守

長代理をさせて頂

守屋先生

屋千智です︒高田

くことになりまし

施設長代理

園に来て３年半た

た︒﹁ありがとう﹂

ていけるように︑そして職員一人ひ

ちました☆プライ

とりがお互いを助け支え合いながら

の気持ちを忘れず

今年度は担任を持たず︑色んなお

気持ち良く働けるような園作りをし

ベートでは３児の

友達と関わることができ幸せでいっ

ていきたいです︒また小布施園には

に︑感謝と笑顔の一年にしていきた

ぱいです︒コロナ禍での出産育児︑

大きな畑があり︑今年は今まで育て

母︒日本一元気な施設長代理を目指

本当に大変だったと思います︒みら

たことのない野菜にも挑戦しようと

いと思っています︒子どもたちが沢

いく高田に来てみたら﹁何だか元気

思っています︒子どもたちと一緒に

山の経験を重ねて伸び伸びと成長し

になれた♡﹂と感じていただける︑

野菜が生長していく面白さを共感し︑

して日々精進していきたいと思いま

パワースポットのような場所にして

す︒

いきたいと思っています☆１年間ど

収穫の楽しさを味わってもらいたい

児５名︑２歳児５名

みらいく保育園の

今年度より中野

近藤先生

でスタートしまし

施設管理者になり

施設管理者

中野みらいく保育園

です︒

うぞよろしくお願いします！

大日向先生

みらいく保育園

園長

た︒新入園児さんは

ました︒長年携わっ

令和４年度は１歳

思いのほか新しい環

た現場から初めて

まっていますが︑地域の方との繋がり

イルスの関係で交流の機会が減ってし

ことを実感しています︒新型コロナウ

き︑地域に見守られ日々過ごしている

中では地域の方に声を掛けていただ

慮して行き先を決めています︒散歩途

か︑どんな経験をさせたいかなどを考

子どもの興味や関心はどこにあるの

ようなあたたかな雰囲気の保育園を目

きに︑ホッと安心して疲れが癒される

ます︒保護者の皆様がお迎えに来ると

験できるように努めていきたいと思い

ながら︑この地域ならではの保育を経

出かけて自然や地域の方々と触れ合い

庭で伸び伸びと遊び︑散歩にたくさん

たくさん見せてくれています︒広い園

にぎやかに始まり︑ほほえましい姿を

開園３年目の中野みらいくは今年も

していきたいと思っています︒

て﹃明るく開かれた保育園づくり﹄を

多いですが︑関係各所の方々と連携し

離れ戸惑うことも

境に慣れるのが早

く︑進級児さんと一緒に落ち着いて過

ごす姿を嬉しく思います︒

４月は比較的天気のいい日が続き︑

毎日お散歩に出掛けることができまし

を大切にして︑地域に根差した保育園

指していきます︒

た︒三才園の周辺は公園が多いので︑

でありたいと思っています︒
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第 14 号（2）
みらいく新聞

お
* 花見
みらいく小 布 施

*

１・２歳児合同で園舎近くにある福原第

みらいく保育園
﹃お外でお花を見ながらおやつを食べる﹄と
いう目的で︑﹁今日は公園まで行っておやつを
食べよう﹂と声かけをして出かけました︒公
園はちょうど満開の時で︑一番きれいな時に
記念写真を撮ることができました︒また︑全
クラス合同でおやつを食べたり︑たくさん遊

ちからは﹁わぁー！﹂と歓声が聞こえ笑顔

へ着くと桜が満開に咲いており︑子どもた

をしていたので︑今回も公園に着くなり﹁桜

木は桜だよ﹂とか﹁お花見するんだよ﹂と話

２歳児さんは毎日のお散歩の時から﹁この

んだりすることができました︒

も見られました︒桜の木の下で集合写真を
だー！﹂と喜んでいました︒﹁イチゴみたい﹂

一公園までお花見に行ってきました︒公園

撮る時ポーズをしたり︑恥ずかしがったり
と表現している子もいました︒１歳児さんも
落ちている花びらをつまんでみたり︑春の自

みらいく県町
当日はみんなで公園に向かい︑
レジャーシートを敷いておやつを
食べました︒いつもと違い︑お外
で食べることをとても喜んでくれ
て︑落ち着いたお花見ができまし
た︒その後桜の木の前で記念撮影
をして︑いつものように自由に遊
んでから園に戻り︑お花見給食を
普段から﹁桜が咲いてるね﹂と

食べました︒
か﹁今度お花見をするよ﹂と話を
していたので︑子どもたちも花び

いる姿が見られました︒春になっ

てみたりして︑桜に興味を示して

らを拾ったり︑上を見上げて眺め
前日に雨が降って芝生の状態も悪そうだった
てから︑いろんな場所にお花がた

然を感じながら楽しんでいる様子でした︒

ので︑当日は公園に行くのは中止にしました︒

より桜に興味が持てるよう﹁ピンクのお花
がたくさんだね﹂と声をかけたり︑抱っこ
くさん咲いていることに興味を

花びらが舞う中遊びました︒子どもたちが

渡しても桜いっぱいの公園内でたくさんの

ることができました︒その後は︑どこを見

とそれぞれの反応があり︑楽しく写真を撮

みらいく高田

したりと桜の花に触れる機会を作りました︒
事前に天気の良い日に︑桜の前で記念撮影だけ

で︑みんなで桜を感じてお花見という行事
て︑窓から近くの桜を眺めながらピクニック感

今回はお部屋の中でビニールシートを敷い
度か声かけをしているうちに覚え

持っているようで︑桜の名前も何

してみていつもと違う感覚を楽しんでくれたか
なと思います︒１歳さんは﹁お花咲いてるね﹂
と話しかけると︑ちゃんと上を向いて指を指し
て反応していました︒お茶はいつものコップで
飲むのではなく︑パックのものだったのでみん
な目を輝かせて手を伸ばしていました︒２歳さ
んは園庭でビニールシートを敷いてお花見をし
ていたので︑より自然を感じながら楽しめたの
ではないかと思います︒
当日は雨の心配もあり︑距離の近い守田公園
に変更してすぐに出発しました︒曇ってはいま
したが桜の木の下でおやつを食べて写真を撮
り︑公園遊びを楽しむことができました︒
子どもたちは花より団子で︑外でお友だちと
食べることがとても嬉しそうでした︒レジャー
シートを広げると﹁何するのー？﹂と盛り上が
り︑お茶のパックに名前が書いてあるのを見つ
けてとても喜んでいました︒それでも﹁桜咲い
てるね﹂と声かけをすると︑指を指して桜の方
向を見てくれたり︑﹁かわいいねー﹂と言いな
がら花びらを拾ったりしていました︒年上の子

ん発見して︑新鮮な遊具でたくさん遊んで︑子どもたちにはと

なく︑本当に頑張って歩いてくれました︒新鮮な環境でたくさ

加茂神社は２歳児さん以外の子どもたちはあまり行ったことが

くれたので︑道中はとても落ち着いて歩くことができました︒

バスごっこのお歌を歌って︑盛り上がって行く気満々になって

みんな食べ終わるのが早く︑外で食べてよりおいしく感じてく

食べているようでした︒私たちもびっくりするほどいつもより

べたので︑いつもの給食とは違う特別感を感じながら楽しんで

い！﹂ととても喜んでいました︒１・２歳児はお弁当も外で食

れて持って行こうね﹂と見せながら話すと︑目を輝かせて﹁わー

出発する前に﹁今日は外でおやつを食べるよ︑リュックに入

みらいく早苗町

桜スクエアの八重桜がちょうど
満開を迎えた頃︑夜の保育園の﹁お
花見ごっこ﹂を行いました︒まず
はみんなでお花見をしにお散歩に
行き︑記念写真を撮りました︒少
し肌寒い日でしたが︑ピンク色に
染まった公園の中を元気に走り回
り︑思い思いに楽しみました︒﹁キ
レイだね﹂と花びらをさわってみ
る姿も見られ︑桜の季節を感じて
もらえたと思います︒
園に戻ってからは︑今度は手づ
くりの桜の下でお弁当を食べまし
た︒ブルーシートを敷いてみんな
で丸く囲って食べるお弁当は格別
に美味しかったようで︑あっとい
う間に食べ終わりました︒その後
は壁に貼ってある桜の木に花びら
を貼ったり︑花びらを集めてヒラ
ヒラさせてみたり︑みんなで春の

計画担当 川崎先生

りメダルをもらい︑笑顔で記念写真を撮りました︒

*

ちはこいのぼり型の袋に入ったお菓子と︑がんばったね賞の手作

たあと最後に好きな衣装を身に着けてゴールしました︒子どもた

一人ずつ平均台やトンネルにチャレンジし︑緑の椅子を飛び越え

んなでボールのお片付け競走もしました︒３種目は障害物競争で

ムとかえるチームに分かれて玉入れをしました︒玉入れ後にはみ

１種目目は準備体操でサンサン体操を踊り︑２種目はうさぎチー

夜の保育園ではこいのぼりにちなんだ室内運動会を行いました︒

●こいのぼり運動会について教えてください

夜の保育園みらいく

こ
* いのぼり運動会

行事紹介

気分を楽しみました︒

当日の雨予報を裏切るように天候に恵まれ︑心地よい風が
吹いて過ごしやすい気候の中︑早苗町では遠足行事が行われ
ました︒

●遠足での様子をお聞かせください

夜の保育園みらいく

てくれました︒

みらいく早苗町

子どもたちは自ら桜に触れようとしたり︑

水倉先生

はしていたので良かったです︒

計画担当

覚でおやつを食べました︒地べたに座って過ご

これからも子どもたちが様々な自然物に
興味が持てるよう目線を合わせて寄り添い︑
違う角度からも見る楽しさや嬉しさを感じ
られるようにしていきたいと思います︒

中野みらい く 保 育 園
２歳児さんを先頭に︑全クラス合同で岩
船南公園まで一緒に行きました︒桜の木の
前で各クラス記念撮影をしたのですが︑当
日は満開に咲いていてとてもきれいでし
た︒その後水分補給をして公園遊びを楽し
みました︒
２歳児さんは桜を見上げて﹁キレイー！﹂
と言ったり︑桜の花びらを集めて自分のポ
ケットに入れたりと楽しんでいる様子でし
た︒いつもは地面の近くの小さいお花を見
るけれど︑お花見は上を見るので︑ピンク
色の集まりがバーンと目に入るとまるで大
きな一つの花のように見えているのか︑と
ても興味深そうにしている子もいました︒
枝が垂れているところに抱っこで近づけて
が花びらを集めて︑０歳児さんに持ってきてあ

帶刀先生

げる優しい姿も見られました︒

計画担当

０歳児はおやつを食べてから︑１・２歳児は合同で図書館に

●遠足での様子をお聞かせください

みると︑自分から手を伸ばして触れてみよ

*

うとする姿も見られました︒

春
* の遠足
新井先生

中野みらいく保育園

を楽しむことができました︒

﹁あ！あ！﹂と指を指したり興味津々の様子

計画担当

行きました︒当日は遠足日和で過ごしやすく︑着いたらレジャー
シートを敷いておせんべいとゼリーを食べ︑その後は図書館前
の広場で遊んだり図書館の中で絵本を読んだりしました︒
２歳児は普段のお散歩でも来たことがあり︑毎回図書館の中
に入る前に﹁他のお友だちもいるからアリさんの声でお話しす
る︑館内は歩くこと﹂をお約束として伝えているので︑だいぶ

ても良い刺激になったようです︒
れたようです︒

最近はクラスごとの活動が多かったので︑みんなで揃ってお
散歩に出かけることが子どもたちにとっても嬉しく︑とても楽
しみだったようです︒いろんな先生と一緒に行けることも喜ん
でいました︒
外で食べるおいしさや気持ちよさなど︑子どもたちにいろい
ろ感じて欲しいと思いながら計画していたので︑とても楽しん
で喜んでもらえて良かったです︒

いましたが︑登園時から楽しみにしてくれていて︑練習で毎日踊っ

久しぶりに来る子や初めて参加する子もいたので少し心配して

●子どもたちの様子はいかがでしたか
おやつを食べたり飲んだりする機会はなかなかないので︑普

ていた体操も本番はより張り切ってやっていました︒ずっとニコ

途中休憩でおやつの時間をとりましたが︑外でお友だちと
段と違いレジャーシートを敷いてみんなで座るのは︑とても

ニコ楽しそうな表情でしたが︑玉入れであちこちに散らばったボー

良い経験をしてもらえたかなと思います︒
動物園では︑いろいろな動物を本当に真剣にじっくりと見

ルを一生懸命拾う姿はとても真剣でした︒お片付けは皆で行い︑

ラえもんだ！﹂などと誰か出てくる度に喜んでいました︒ゴール

て観察していました︒怖がっている子もいましたが︑みんな

のお菓子も喜んでいましたし︑ご褒美のメダルも名前を呼ばれる

競争していても楽しんでやってくれました︒障害物競走では特に

今回ははじめて城山動物園に行ってきましたが︑園からは

とても興味津々の様子でした︒動物だけでなく足元の蟻さん

大人の足でも少し遠いので︑朝は登園後スムーズに出発でき

と自分から前に出て︑しっかりと受け取ることが出来ていて感心

順番は決めておらず︑
﹁やりたい人！﹂と聞くとみんな﹁はーい！﹂

るように準備しておくことや︑安全な道順選びなど︑私たち

しながら見ていました︒運動会が終わった後もまた衣装を着てみ

に気がついたり︑木や葉っぱにも触れてみたりして自由に楽

暑くなければまた違う公園に行っても良かったのかなと思う

保育者にとってもチャレンジではありました︒それでも先生

たり︑玉入れや障害物競走をしたいと言ってくれました︒室内で

と元気に手を挙げてくれました︒ゴール前で様々なキャラクター

部分はありましたが︑子どもたちにいつもと違う雰囲気を楽し

方のご協力もありおおむね計画通りに進められ︑子どもたち

運動会を行う計画を立てるのはとても大変でしたが︑子どもたち

しんでいました︒

んでもらえました︒外で食事をする楽しさを一番に感じて欲し

ははじめから終わりまでとても楽しんでくれました︒安全に

が楽しんでくれて本当に良かったです︒

の衣装に着替えることを誰も嫌がらず︑応援していた子たちも﹁ド

いと思っていたので︑﹁たのしいね﹂﹁おいしいね﹂という会話

楽しく行って来られて本当に良かったです︒

●計画してみていかがでしたか

を聞けて良かったです︒

●計画してみていかがでしたか

●計画してみていかがでしたか？

とったので︑子どもたちもすごく期待を高めて出発できました︒ 上手に入れるようになりました︒

遠足という行事についてはゆっくり丁寧にお話しする時間を

てこられたので本当に良かったです︒

も弱くとても過ごしやすい天気で︑みんな頑張って歩いて行っ

候だと子どもたちの体力が心配だったのですが︑当日は日差し

前日は日差しが強くカンカン照りだったので︑遠足も同じ天

●遠足での様子を教えてください

みらいく県町
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法人の取り組み

子育てポケットの書籍を寄贈

PI C K U P
みんなで野菜を育ててみよう

興味深そうに眺めておられました︒限られた時間の中で町の保

した︒町長は山岸代表理事から本を受け取るとページをめくり︑

本ずつ苗を植えて︑仕上げに水やりをしながら﹁大き

ウリとトマトの苗を植えていました︒子どもたちは一

５月になり気温も上がってきた日︑県町園ではキュ

みらいく県町

育施設や︑子育ての現状について語るなど意見を交わさせてい
くなあれ！﹂と唱えていました︒じょうろの水がなく

日小布施町へ子育てポケットの書籍の寄贈を行いま

ただきました︒
なって﹁あれ？大きくならない﹂と気づいた時の一言

５月

※子育てポケットの書籍とは⁝地域発子育て応援番組子育てポ
に笑わせてもらいました︒

昨年からやり始めたのですがあまりうまく育たな

ケットの内容をまとめた﹁子育て応援本﹂です︒

地域発子育て応援番組﹁子育てポケット﹂︑コロナ禍で子育

かったので︑今年は水やりを定期的に決めておくなど︑

●先生の話

て支援センターにいけない︑専門家と対面で相談ができないと

もう少し気をつけて管理しようと思っています︒

●子育てポケットとは

いった声からスタートした﹁子育てWebメディア﹂︑保育園
の活動の様子を家庭でも気軽に参考にできる﹁YouTube
動画﹂︒この3つを軸に︑育児中の悩み・疑問へのアドバイス

町の広報担当の方からも取材を受けました

など専門家の声がギッシリ詰まった役立つ情報を︑子育てに関

▼前向きになれる
子育て情報メディア

わる人に幅広く知っていただくため発信しています︒
快く応じてくださった桜井
町長︒町長室にてにこやか
に会話が進みました︒

みらいく高田

▼子育てっていいな︕
を皆様にお届けする
YouTubeチャンネル

野菜の苗に興味津々
の子どもたち︒プラン
ターの土に小さなス
コップで穴を掘って一
人ずつそれぞれ苗を植
えました︒

高田園では園庭のそばに畑を耕し︑今年も子どもたちと野菜の苗を植えました︒
●先生方の話
植える苗はピーマンやオクラなど食育で野菜スタンプができそうな野菜や︑秋の
収穫が楽しみなさつまいもなどを選びました︒
子どもたちは実物を触ってみながら真剣に説明を聞いてくれました︒一人一苗は
植えることができて︑土はやさしくかけてねと教えるとやさしくポンポンとしてく

夜の保育園みらいく

●先生の話

夜の保育園では︑小さなプランターに種から植えて野菜を育
てています︒

各園歓迎会

５月〜７月にかけて各園で歓迎会か行わ

れています︒一番早く開催した中野園で当

子どもたちに種と袋に載っている人 日の様子を伺いました︒

近藤先生のお話

幹事の先生方が早めに計画的に進めてく

参・大根の写真を見せてみましたが︑ ●施設管理者

種と実物が繋がらないのか本当になる

のかな？と不思議に感じて︑ぽかんと れて︑所々に細かい気遣いを感じながらと
した表情でした︒植えたあと﹁沢山お ても楽しませてもらいました︒偏愛マップ

水をあげると大きくなるよ﹂と伝える を使った自己紹介の時間があったので︑今
と︑子どもたちは﹁大きくなーれ！﹂ 年度新しく来た先生方もより皆さんと話し

とお水をあげてくれました︒芽が出て やすくなれたようです︒新任の先生もさら
きた時はみんな大喜びで﹁やったー！ に馴染めるキッカケになったので︑こうい

大きくなった！﹂と嬉しそうでした︒ う機会をどんどん増やしていけたら良いな
今では毎日﹁大きくなったかなー？﹂ と思います︒

とワクワクしながら登園し︑水やりの

時間も楽しみにしているようです︒

日中窓際に置き日光に当たるように

していますが︑少し成長がゆっくりか

もしれません︒それでも週に一回は外

に出し直接日光に当てるなど︑工夫し

て管理しています︒また︑私の家で育

てているプランターは葉が増えたり変

化があるたびに園に持って行き︑子ど

もたちと観察を楽しんでいます︒

くんん
く

れる姿がありました︒ぞうさんのじょうろでの水やりは大人気

！！！

で︑順番にみんなで水をあげました︒その後もお散歩に出かけ

これは
！
みきちゃんのだわ

カイケツ

る時に畑が見えると﹁おいもある！﹂と言っていて︑秋の収穫

あらら
いわー
なまえがな

さながらの 嗅 覚
探偵

分かる
においで

た

ま

い

く つ
ご の
し

１１

!!

にはどんな反応をしてくれるのかとても楽しみです︒

作︓武田先生（中野みらいく保育園）

保 育士あるある
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