新聞
新入職員・管理職の意見交換会
日︑ 日に新入職員と管理職員の意見交換会が開催さ

広報担当

西澤先生のお話

信州子育てみらいネット

見を聞くことで︑入職された先生方へのフォローや説明の機会が不足

長にご協力いただき︑無事に開催することができて良かったです︒意

私自身初めて意見交換会へ参加しましたが︑事前準備は各園の施設

●ＥＡＳＴ開催担当

発行元：

問をし︑それに対して担当部門の管理職が一人ずつ丁寧に返答

今年度新入職・前年度途中入職の職員がそれぞれ一人ずつ質

また今回だけで全て理解していただくことは難しいと思いますので︑

に答えることでお互いに共通の認識をもつことができたと思います︒

みらいくヨガ教室
好評開催中 ！

みらいくヨガ教室につい

て︑夜の保育園みらいく主

任の松木先生と︑ヨガの講

師で保育補助の溝口先生に

お話を伺いました︒

●松木先生のお話

現在講師である溝口先生

は当初︑ヨガインストラク

ターの資格取得を目指して

おり︑夜の保育園職員に協

力をお願いできないか打診

がありました︒資格取得に

はある規定の時間数を誰か

に教える経験が必要なよう

で︑園の職員側からしても

深夜業務によるメンタルバランスの乱れや不調を整える必要

があり︑体のためにも良さそうなので喜んで協力することに

しました︒こういった経緯から溝口先生への協力も兼ねて﹁み
らいくヨガ教室﹂が始まりました︒

初めの頃は園の職員だけでやっていたのですが︑ヨガをや

り始めてから呼吸の重要性や心身の調子がとても良いのを実

感し︑ぜひ他園の先生方にも知ってほしいと思い︑全職員を

対象に規模を広げて行なうようになりました︒また︑コロナ

禍になって密を避けたり家庭の都合があったりなど︑直接

通うのが難しい職員に向け

てオンライン配信をするよ

うになり︑ますます好評の

声をいただいています︒本

新入職員の質問内容からも普段真剣に仕事に取り組んでいただけて

人が法人について考え向き合う時間をとれて良かったと思います︒

初めてで緊張もあり少し堅苦しい場に感じましたが︑職員一人一

しいと思います︒

でもぜひ一度やってみてほ

しいただいてもオンライン

体験の先生方には直接お越

加いただけるので︑まだ未

当に手ぶらでも気軽にご参

いることがうかがえ︑管理職側も理解してもらいやすいよう丁寧に

●溝口先生のお話

久保田先生のお話

答えていたので︑﹁何でも聞ける職場﹂への取り組みとして示せたの

ヨガの効果は計り知れな

筋力・柔軟性が鍛えられる︑

いですが︑呼吸が深くなる︑
今後それぞれの園が持つ個性や得意分野をもっと伸ばしつつ︑全

ンスを保つ︑自分自身を

自律神経を整え心身のバラ
なれたら良いなと思います︒

ての園がいつでも助け合い︑刺激し合いながら向上できるチームに

した︒

ではないかと思います︒お茶会では EAST
の意見交換会の反省を活か
して︑新卒の先生方も気兼ねなく情報交流できるように席を考えま

●ＷＥＳＴ開催担当

しやすいような職場環境にしていきたいです︒

ないことが多いので伝えていくように気をつけ︑普段から気軽に質問

今後は管理職側では当たり前のことでも︑入職された職員はわから

各園で話し合うきっかけになると更にいいと思います︒

かけにしてほしいと思います︒

てください︒聞きやすく安心して働ける職場環境づくりのきっ

３．仕事をしていて疑問に思ったことは︑何でも聞いて解消し

心して働け︑良い保育を一緒に考えていけます︒

る﹁仲間﹂であると理解してほしいです︒ルールがあるから安

２．新入職員には管理職は敵ではなく︑良い保育をしようとす

ほしいと思います︒

らないのかを自分の言葉で新入職員に説明できるようになって

まったルールも﹁自分事﹂としてとらえ︑なぜ守らなければな

１．管理職側は自身が入職前からあったルールも︑入職後に決

た︒

山岸代表理事から開催に先立ち︑開催趣旨の説明がありまし

●開催趣旨

していました︒

していたと実感しました︒こういった機会があることで制度や規則な

６月
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第 十五 号

れました︒今年はＥＡＳＴとＷＥＳＴの２カ所に分散して人数

２２

ど普段質問しにくいことを聞く機会にもなりますし︑管理職側も質問

２０

を減らし︑距離をとり対面での開催を行いました︒

第 15 号（１）
みらいく新聞
2022 年 8 月

内観できる …
などあげればき
りがありません︒ヨガを続け

ていく度に新たな気付きを得

ることができるのが︑ヨガを

続けていく醍醐味だと思って

います︒私はヨガで人生が変

わりました︒

普段︑体調管理には特に気

を使っています︒身体の健康

も大事ですが︑心の不調が身

体の不調に繋がるので︑お仕

事やプライベートでもわくわ

くすることや楽しそう！と思

うことにはチャレンジして︑

自分のモチベーションを保つ

ようにしています︒それが仕

事のやりがいにも繋がると思

います︒

８月インターン生交流＆
法人説明会

みらいくでは６月に引き続き８月にもインターン生を受

け入れ︑今回学生の皆さんには主に法人の企画・クリエイ

ティブ部門で体験・活動していただきました︒

﹁子育て﹂について実際に経験するのはまだこれからの学

生たち︒それでも一生懸命考え想像し︑問題点を見つけて

向き合い︑学生ならではの視点から活発で新鮮な意見をた

くさん聞くことができました︒︵関連記事４面︶

行事紹介
みらいく高田
計画担当

七
*夕
黒岩先生

今回の七夕会では︑﹁なぜ織姫と彦星は離れば

いました︒

中野みらいく保育園

*

外谷先生

みらいく小布施
計画担当

三ツ井先生

七夕会では︑未満児さんでもわかりやすいようス
ケッチブックシアターで七夕の由来のお話をしまし
た︒子どもたちはスケッチブックシアターに興味
深々で見てくれて︑ページが変わるごとに﹁おー！﹂
と反応する姿や指を指す姿など様々な姿が見られま
した︒その後は︑各クラスで制作した笹飾りと願い
事を発表をしました︒保育者が制作の様子を伝える
と子どもたちから﹁ペタペタ﹂などと手を動かしな
がら制作したことを伝えてくれる子どもの姿も見ら
れました︒そして七夕の歌を歌い︑手作りの天の川
を通って楽しみました︒子どもたちが楽しめるよう
少し揺らし川に見立ててみたり︑年齢によって少し
高さを変えてみたりしました︒少し怖かった子の姿
も見られましたが︑先生と手を繋いで通ったり︑お
友達と一緒に通ったりと嬉しそうな表情が見られま
した︒
七夕当日だけでなく︑七夕会後も部屋に笹を飾る
ことで︑笹をツンツンと触る子どもたちの姿が見ら

計画担当

中島先生

れ︑より興味を持つ姿も見られました︒

みらいく県町
午前中はサーキッド運動のようなイメージで

夕についてお話をし︑各クラスで子どもたちが
登り︑最後に画用紙で作っておいた星をナイロ

た天の川の下をくぐり︑山に見立てたマットを

七夕ゲームをしました︒スズランテープで作っ

作ってくれた七夕飾りを発表した後みんなで実際

みらいく早苗町
計画担当

稲守先生

最初に子どもたちの作った七夕製作とお母さん
方に書いてもらった短冊を発表しました︒そして
パネルシアターで七夕について分かりやすいよう
に織姫様と彦星のお話をして︑たなばたさまのお
短冊発表では１・２歳児さんはひとりひとり全

歌を歌い︑記念撮影をしました︒
員分発表をして︑職員のものも発表するなど盛り
上がりました︒パネルシアターではとても集中し
て見てくれて︑七夕のお話に興味をもってくれた
ように感じました︒できるだけ簡単な内容で︑子
どもたちが集中できるよう短い時間でできるお話
を意識して選びました︒たなばたさまのお歌では︑
以前から少しずつ振り付けをしながら歌うように
していたので︑当日は踊りもしっかりできていま
した︒子どもたちに七夕という行事について興味
を持ってもらい︑七夕飾りなど製作を通して楽し
んでもらえるよう意識して行いました︒天井にも
天の川の飾り付けをしていたのですが︑子どもた
ちが気づいて﹁あれなに？﹂とワクワクしていた

計画担当 川崎先生

り︑眺めたりしてくれて良かったです︒

夜の保育園みらいく
まず七夕についてのペープサートをみんなで見
た後︑たなばたの歌を歌い︑寒天あそびをしました︒
ペープサートでは集中しつつ楽しんで見ていま
した︒寒天あそびでは寒天を紹介すると︑﹁ゼリー
みたい！﹂と言って興味津々な様子でちょんちょ
んと触っていました︒おままごとで使うお皿や包

お山のマット登りは以前から取り入れてやっ

ン袋の天の川に貼って完成させることをゴール

は触って楽しんでいました︒年齢によってできる
ていましたが︑﹁くぐる﹂という動作は初めて
いました︒﹁おもしろかった！﹂﹁またやりたい！﹂

に笹に飾り付けをして︑最後に写真を撮りました︒
丁も上手に使って小さく切って混ぜたり器に入れ

ことが違う分︑七夕飾りもクラスによって違いが
取り入れたので︑子どもたちはとてもワクワク

と言って夢中になって遊んでくれました︒子ども

にしました︒午後はペープサートで七夕を説明

ありとてもかわいく作れていて︑上手に飾れてい
した様子で楽しんでくれました︒一回では物足

たちの短冊を紹介すると嬉しそうにしながらみん

子どもたちはみんなスケッチブックシアターを
てみたり︑いろいろな遊び方で楽しんでいました︒

ました︒﹁どこに付けたい？﹂と聞きながらでき
りず︑﹁やりたい！やりたい！﹂と何度も遊ん

なで七夕飾りを眺め︑しばらく保育室に飾ってい

し︑クラスごとに作った七夕飾りの製作発表を

るだけ子どもたちに飾ってもらいました︒まだ七
でよく体を動かしていました︒七夕は日本なら

たので七夕に興味を持ってくれたようです︒今回

とても真剣によく見てくれました︒実際に笹を見

夕について理解することは難しいけれど︑﹁夜に
ではの伝統行事なので︑少しでも雰囲気を味

は七夕の雰囲気を味わい︑暑い夏を涼しく過ごし

水をはったベビーバスに水色や紫色の寒天を小さ

お星さまを眺めてみてね﹂と伝えてみたり︑織姫
わってもらえたらという思いもありますが︑子

てもらうことををねらいとして計画しました︒子

して笹に飾り︑七夕のお歌を歌いました︒

様と彦星様のお話をしてみたりして興味を持てる
どもたちには楽しみながら行事を体感して興味

育てポケットで寒天遊びの動画があり楽しそうだ

髙松先生

と叩いて水の跳ね返りを楽しんでいまし

７月園開放「水あそび」

興味津々で遊んでくれて嬉しかったです︒

と言って混ぜたり掴んだりと思い思いに楽しんで

く切り入れると︑その中に手を入れて﹁つめたーい﹂

ようにしています︒また︑スケッチブックシアター
をもってもらうもらうことができたので良かっ

●計画担当

みらいく保育園

に注目してほしいというねらいから︑子どもたち

歳児保育参観

なと思いはじめて取り入れてみたところ︑みんな

帶刀先生のお話

た︒２歳児さんは水鉄砲に水を入れて︑
的を狙ってみたり︑魚をレンゲで上手に
今回担当してみて︑異年齢で水遊びを

少し離れたところにあるバイキンマンの

ンサン体操 を｣してから︑水遊びを
しました︒大きいプールでは水風

すくい上げたりして遊んでいました︒

まず準備体操としてみんなで サ｢

船︑小さめのプールでは魚すくい
を楽しみました︒その後はお部屋

は全く異なるということに気付く事が出

で絵本の読み聞かせを行いました︒ する際に同じ遊びをしていても︑遊び方
体操では︑１歳児さんはリズムに
２歳児さんは保育者の動きを上手

対し︑２歳児さんは魚をレンゲで上手に

んは魚を握って感触を楽しんでいたのに

合わせてジャンプして楽しんだり︑ 来ました︒例えば魚すくいで︑１歳児さ
に真似したりと︑手や足を動かし
水遊びでは︑子どもたちが水風船

び方は色々ある事に気づきました︒また︑

のように料理ごっこ遊びをするなど︑遊

てしっかり準備運動ができました︒ すくってバケツの中に入れ︑おままごと
を握ったり投げたりして感触を楽

２歳児さんはお友だち同士で も｢う少し

魚いる？ な｣ど言葉でのやり取りを遊び
の中でしっかりできている姿があり︑成

しんでいました︒１歳児さんはス
一緒にすくってつかんで感触を確

長を感じられて良かったです︒

ポンジで出来ている魚を保育者と
かめ︑プールの水をパシャパシャ

とスタンプする野菜を一緒に選んだりと笑顔で野菜スタンプ

お母さんがいると見て欲しい気持ちが強いのか︑朝のお歌はと

様々な姿が見られ︑とても喜んでいる様子が伝わってきました︒

見せていたり︑お母さんと一緒にいたくてくっついていたりと

で自由遊びの時は︑いつも遊んでいるお気に入りのおもちゃを

ので︑当日はお母さんと嬉しそうに登園していました︒お部屋

子どもたちには以前から参観日の話をして楽しみにしていた

めて見ると思うので︑今回体験してもらえて良かっ

知っているけれど︑木に実がなっているところは初

みにしていました︒サクランボは絵本を見ていて

２歳児さんを中心に﹁わぁー﹂と盛り上がって楽し

会に恵まれたと思いました︒地域の方に中野

ノウハウもなく困っていたのでとても良い機

いざ交流するとなるとどうしたら良いのか︑

が全然できておらず︑最近緩和されてきても

中野園では開園時からコロナ禍で地域交流

﹁今日はサクランボ狩りだよー﹂と声をかけると︑ ●施設長

●計画担当

園の子どもたちを知ってもらえるきっかけに

サクランボ狩り

を楽しみました︒今回の給食は︑子どもたちの好きなメニュー

ても元気な声で歌っていましたが︑他のお母さんがいることに

たと思います︒いつものお散歩でよく通る道に農園

もなり︑今回とても良い提案をしてもらえて

中野みらいく保育園

にしていただき︑親子で給食を食べてもらいました︒保護者

緊張している様子もあり︑いつもお友だちとおしゃべりして賑

があり︑子どもたちにも普段から﹁ここだよ﹂と話

滝澤先生

さんには園での食事の様子をゆっくり見ていただき︑温かい

やかなおやつの時間が少し静かだったのは印象的でした︒お母

していたので順調に安全に行って来られました︒農
もたちがいるイメージがあったのか︑﹁みんなまだ
かわいい子なんだね﹂と笑顔で受け入れてもらいま
した︒２歳児さんは﹁ここをとって良いんだよ﹂と
教えてもらうと︑上手にマネをしてサクランボを収
穫する姿が見られました︒
こちらの農園へは前職のつながりで以前行ったこ
とがあり︑子どもたちにも見せたいと思い農園の方
にお願いしてみると︑快く引き受けていただけまし
た︒普段︑地域の方へは保育園ができたことは知っ
ていただけているけれど︑まだよく知ってもらえて
いない思いもあり︑今回の行事でどんな子どもたち
がいる保育園なのかアピールできて良かったです︒

近藤先生のお話

雰囲気の中で参観を行うことができました︒

さん方へは順番に︑連絡帳に書いたことのあるおもちゃをお見

てもらうことができました︒

のように遊んでいる様子も見

ちゃを持って行く姿や︑普段

お母さんのところに砂やおも

遊びでは子どもたちが自分の

にやってもらいました︒園庭

母さん︑シールは子どもたち

加していただき︑はさみはお

た︒製作では親子で一緒に参

ししたりすることができまし

のかなど︑園での様子をお話

遊んでいて誰と誰が仲が良い

せしたり︑いつもこんな風に

感謝しています︒

子どもたちの感性が光る野菜スタンプ︒

園の方たちには保育園というともう少し大きい子ど

るように準備をしました︒

なので思い出になるよう製作の時間も入れ︑持ち帰ってもらえ

を見てもらいました︒また︑親子で一緒に活動できる良い機会

ので︑朝おやつ︑朝の会︑園庭遊びなどなるべく普段通りの姿

ところ︑普段の保育園で過ごす様子が見たいとの声が多かった

事前に保護者の方へどんな姿を見たいかアンケートをとった

●担任

中野みらいく保育園

たです︒

ろ︑みんなが楽しんでくれたので良かったです︒

牧先生のお話

にスタンプを押し︑﹁見

ました︒画用紙いっぱい

マン︑オクラなどを使い

なったミニトマトやピー

ラスみんなで育て大きく

野菜スタンプには︑ク

ました︒

一緒に食べることができ

プを行なった後︑給食も

でき︑親子で野菜スタン

方に来ていただくことが

ではクラス全員のお家の

今回の２歳児給食参観

●担任

歳児給食参観

保育／給食参観
みらいく小布施
2

てー！﹂とお父さんやお母さんに見せたり︑﹁どれにする？﹂

2

が喜ぶような動く仕掛けをいくつか作ったとこ

て﹁わあっ﹂と驚いていましたし︑興味のある子

まずスケッチブックシアターで子どもたちに七

計画担当

が作ったのよ﹂と子どもたちが嬉しそうに話して

て︑お迎え時には﹁これ僕がやったんだよ﹂﹁私

七夕飾りを飾った笹を少し前から玄関に飾ってい

かったです︒また保護者の方も楽しめるように︑

前に出て頑張って発表する姿がなんとも可愛らし

発表では恥ずかしがりながらも︑保育者と一緒に

いる姿を見られたのでとても良かったです︒製作

ことが出来ました︒子どもたちみんなが楽しんで

を最後まで集中して見てくれて︑落ち着いて行う

なと感じるところもありましたが︑みんな七夕会

子どもたちにとって内容が少し難しかったのか

もらいました︒

もたちに出てきてもらい︑七夕の製作発表をして

行いました︒その後各クラス代表で二人ずつ子ど

もたちにも分かりやすいようペープサートを主に

なれなのか︑七夕がどういう行事なのか﹂を子ど
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インターンシップ
６月インターン生の声
６月︑岡学園トータルデザインアカデミーから３名の学生に

インターンとして来ていただきました︒数日間みらいくで活動
してみての感想をインタビューしました︒
●金澤玲愛さん
保育に関しては全く勉強したことがなく︑今まで経験したこ
とのない新しい発見がたくさんありました︒私自身は幼稚園に
通っていたので︑保育園のしくみを知るところから学ぶことが
できました︒先生たちは子どもたちにとても親身になって話を

●土屋智さん

みんなで相談して進められて︑ますますこうした企画や仕掛け

最初は緊張していて大変に思っていた就職活動も今は楽しく

作りが好きになりました︒

仕事の環境でしたのでとても楽しかったです︒保育士さ

思えるようになりました︒周りの友達を見ていると自分に自信

インターンシップに来てみて︑今まで経験がなかった

んにもとても優しく接していただき︑保育現場の見学中

が持てずにいましたが︑インターンシップで回を重ねるごとに

らいくさんに来てみて︑カメラの技術や子どもたちとのやりと

や実際に行事で写真を撮らせていただいている時も︑心

りなどたくさん学べ︑就職についても経験談やアドバイスを聞

自分を出せるようになり少し自信にもつながりました︒今回み

子どもたちに関わる仕

けて本当に良かったです︒

地良い環境を与えてくださり本当に感謝しています︒

事をするのは初めてでし

*

８月始め︑恒例のとうもろこしの皮むきを行ないました︒

と
* うもろこし

皮を上手にむける子もいれば︑指でツンツンと触って慎重に

食育

たので︑とても新鮮で発
見がたくさんありまし
た︒私は普段︑自然に関
する写真を撮っており︑

した写真を撮影する機会

確かめている子の姿もありました︒

人をメインフォーカスと

があまりなかったので︑

！

していたし︑行事の準備ではその場でいろんな意見が飛び交っ

とても良い勉強になりま
した︒フォトグラファー
としてカメラの技術はも
ちろんとても大事なので
すが︑自分にとって﹁良い写真﹂というのは︑その場の
雰囲気をどれだけおさえられるかということを改めて学
ぶことができました︒今回は子どもたちの喜んでいる姿︑
楽しんでいる姿︑学んでいる姿を保護者様に届けること
が第一目標なので︑そこをどう工夫して撮影するのかが

フリマ～

地域活動

～小布施

５月︑小布施町で開催されたフリーマーケットのイベン

トのお手伝いに︑みらいくの職員が参加しました︒

●参加職員の声

・思っていたよりも多くの方が来場される中︑シルバーさ

んに教えていただきながら駐車場誘導のお手伝いをさせて

いただきました︒当日は暑くて大変でしたが︑二人一組に

なり協力しながら楽しんでできました︒

・はじめはこんなに広い駐車場が本当に埋まるのだろうか

と思っていたら︑本当にたくさんの方が集まり驚きました︒

自分の地元が近いのにこのイベントを知らなかったので︑

この機会に地域に携わる事ができて本当に良かったです︒

●小布施deフリマとは

毎年5月︑9月に開催されているフリーマーケットです︒

毎回多くのブースが出展し︑雑貨やクラフトの他に子ども

関連の商品も多く取りそろえ︑家族連れにも大人気のイベ

ントです︒詳しくは公式サイト

︵

をご覧ください︒

︶
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とても良い経験になりました︒
●町田萌愛さん
子どもとふれあうことがとても楽しく︑若返ったよう
な気持ちでとても楽しく過ごせました︒写真撮影につい
ては︑同級生から﹁こう撮れば子どもがもっとかわいく
見えるよ﹂と撮り方のアドバイスをもらったり︑カメラ
さんからはテクニックや
作︓湯本先生（みらいく早苗町）

ていたので︑とても仲が良い信頼関係が築けている法人なんだ
なと感じました︒
今回来させていただいたのは︑やりたい仕事をまだ具体的に
決められていないまま担任の先生からみらいくさんのお話を聞
いて︑一つの決まった仕事だけでなくいろんな事ができそうだ
と思い自分に合っているかもしれないと思ったのがキッカケで

した︒実際に来てみてとても楽しいと思ったことが第一印象で

す︒最初は心臓がドキドキするほど緊張して来たのですが︑皆

心できましたし︑雰囲気の良
さが子どもたちにも伝わって
いるのがいいなと感じました︒
インターンシップを通して︑
楽しく仕事をしながら自分の
やってきたことも活かせる事
がしたいと気づき︑自分の中

暑くても元気いっぱいな
早苗町の子どもたち！！

さんが温かく受け入れてくださり︑雰囲気も明るくてとても安

▼前向きになれる
子育て情報メディア

de

バシャ

機材など詳しく教えても
らったりしてすごく勉強
になりました︒動画撮影

わたしも

での指標がなんとなく固まっ

▼子育てっていいな︕
を皆様にお届けする
YouTubeチャンネル

キャー

ワー

て き た の で ︑本 当 に 来 て 良 か っ
たです︒

ー！
ぼくもー
！

バシャ

では︑オープニングにつ

ね～！

やった

いて自分の考えた内容を
提案したところ︑採用し
てもらえたことが本当に

先生めがけ･･･
ピュー！！ ニヒヒ！
ッ
キャ

子どもたち

VS

先生

嬉しかったです︒実際に
撮影する時に﹁どうした
ら 楽 し く 映 る か な ﹂﹁ 子
どもたちが見て楽しめる
か な ﹂な ど と 考 え な が ら ︑

ある日の水あそび･･･
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