令和 3 年度
事業報告書

新砂田保育園
しんほそぐち保育園
ブライト保育園 横浜佐江戸
ブライト保育園 大阪谷町
ブライト保育園 東京入船
ブライト保育園 浦和美園
ブライト保育園 横浜日吉
ブライト保育園 横浜綱島
ブライト保育園 横浜松見町
ブライト保育園 調布仙川
ブライト保育園 福岡高宮
ブライト保育園 福岡東比恵
ブライト保育園 安城桜町
ブライト保育園 名古屋一社
ブライト保育園 大阪歌島

令和３年度新砂田保育園事業計画書
Ⅰ．保育園の概要
（１） 所在地：名古屋市緑区砂田２－５１２
（２） 定員
0 歳児
12

1 歳児
18

２歳児
20

３歳児
20

４歳児
25

５歳児
25

合計
120

（３） 令和２年度の園児数（４月１日現在）
0 歳児
1 歳児
2 歳児
3 歳児
11
17
24
24

4 歳児
24

5 歳児
24

合計
124

（４） 職員数（予定）
・園長
１名
・副園長
１名
・主任
１名
・保育士
16 名
・パート保育士
5名
・調理（栄養士） 2 名 ＋1 名（パート）
・リトミック講師（外部） １名
・体操教室講師（外部） １名 ・英語講師(外部) 1 名
・嘱託医
２名（内科 １名・歯科 １名）
計 32 名
（５）事業年度
（６）開園時間

（７）年間行事

令和３年４月１日～令和４年３月３１日
午前７時１５分～午後７時１５分
（延長保育時間
午後６時１５分～午後７時１５分）
＊別紙参照

（８）職員会議について
園の円滑な運営と事業推進のため次の職員会議を行う。
・定例職員会議（毎月） ・クラス会議、給食会議（月 1 回） ・リーダー会議(月 1 回)
・各行事職員会議（諸行事前後）
・定例会議（月 1 回）
・各種係会議（随時）
など
（９）研修会、勉強会（人材育成、保育の質の向上）の取り組み
・保育所ニーズに応え、児童福祉・地域福祉の一層の展開を図るため職員の資質向上は極
め
て重要であり、上部団体・各種団体の開催する研修会・研究会に積極的に参加。
・外部のみならず、内部においても各種勉強会（マナー講座、コミュニケーション研修、
保育所保育指針研修、食育・救急講習など）を実施。
・法人全体の職員を対象とした交流イベント、全体研修(済聖会アカデミー)に参加する。
（10）小学校・行政機関との連絡協調
保育所に対する理解を深め、協力、連携を図るため近隣施設との交流強化
幼保小連絡懇談会の実施 職場体験受け入れ

Ⅱ．基本事項
（１）法人理念
関わるすべての人の「ハッピー」を追及することをもっとも大切な使命とこころえています。

（２）保育理念
「園児」の「生きる力」
（独り立ちし社会の中で生きていく力）の基盤づくりを支援する
＜支援したい姿、力＞
「自分という存在を肯定的にとらえ、自ら学び・考え、主体的に判断・行動し、よりよく
問題を解決する力」
＜大事にしたいこと＞
就学準備という狭い見方ではなく、広い意味での「人生のための学び」を大切にする

（３）保育モットー
「つよく、ゆたかに、キラキラと」

Ⅲ．今年度の園目標、運営目標
「めざせ！！好きなものに夢中になれる砂田っ子！！」
・・・卒園する時にこんな姿になってほしい
・ベースは「安心安全」
「主体性」
「自己肯定感」
・夢中になるからこそ、そこからの学びが自分のものとなる → 好きこそものの上手なれ
・好きなことを通じて経験したこと → 将来の「生きていく力の糧」となる
<園目標>
① 環境の充実、環境作り
・今までの遊びをベースに、変える必要はない
・今までの遊びプラスたくさんのものや事柄に触れる
・年齢に応じた遊びを飛び越えてみる
② みんなちがって、みんないい
・好きなことや得意なことは子ども自身が見つけること。保育者も子ども一人ひとりの良いところ、
向いていること、特徴、考え方、モノの見方・・・その子自身のそのままの姿をたくさん見つけて
あげよう
<運営目標>
「ポジティブな声掛け！素敵なところを認め合おう！」
・自分の行動をメンバーに認めたり褒められたりすると自己肯定感が上がる。
・お互いの良いところをたくさん見つけて、声に出してお互いを認め合える関係を作る。

＜園目標実現のための取り組み、意識すべきこと＞
《大方針》
① 子どもたちと向き合う時間を最優先し、時間と心のゆとりを持って、保育（仕事）を楽しむために
今までやっていたことの見直し、軽減を図る。（＊行事、委員会、書類、各種ルール、しくみ など）
② やるべきこと、意識すべきことの「シンプル化」と「メッセージ性」強化
③ 子ども達の好きなことを見つけるために、さまざまな遊びの環境作りを行う。
子ども達自身で自分の好きなことを知るきっかけ作りを行う。
《3 ヵ年計画の継続として》
１） 園目標→各クラス目標→個人目標という目標の「連鎖」を図る
＊園および個人について３ヶ年というレンジでの目標設定に
２） 「長期、中期、短期のＰ－Ｄ－Ｃ－Ａサイクル」の意識と実践
３） ミーティングのクオリティーの見直しと徹底
＊より本質的で基本となる「言葉」の意味、意義の共有、確認を図る
＊ねらい、目的の明確化
４）次世代を担う若手リーダーの育成
＊３ヶ年ビジョンの理解と浸透 ⇒ 「語り部」として影響力を発揮

◇その他取り組み強化テーマ
（１）「より良い保育」
「より一層の安全・安心」への取り組み強化（＊済聖会３ヶ年計画の一環）
・済聖会各園のノウハウ、ナレッジを共有し、進化させる
・職員のリスク管理能力高める指導、勉強会などの強化、安全対策ツールの強化
・マニュアルなどの再確認、整備
（２）給食、食育のさらなる充実を図る ＊「食」へのこだわりの強化
・給食のラインナップ充実(オリジナル献立)）を図る ＊複数園による持ち回り献立作成
・園の菜園での計画的野菜栽培活動による食育の強化を図る
・「お弁当箱の日」の継続的実施
・「ラッキーベジタブルデー」にて食への興味を持てるようにする
（３）「視える化」の見直し
・園だより、連絡帳、フェイスブック、毎日の様子などの情報発信ツールの効率的かつ有効
なやり方
・保護者との直接的コミュニケーション機会増とコミュニケーションスキルの向上
＊職員の「伝える力」の強化
（４）地域との関わり、貢献の強化
・老人介護施設など近隣各種施設への慰問訪問
（５）職員の資質、レベルの向上（＊済聖会３ヶ年計画の一環）
・済聖会アカデミー（講演、研修）への参加促進
・人が育つ、人を育てる風土づくり（取り組み３年目）

Ⅳ．職員体制、職員育成
（１） 権限委譲による職員の主体性強化とスピード運営（意思決定、現場展開など）
（２） 副園長、主任、リーダーによる現場指導強化、OJT 強化
（３） プロセスデザイナーによる、保育、チーム作り、働き方の向上
（４） 園内情報（共有事項の強化）
、コミュニケーションの活性化
＊一部の事項を除き、全員が同じ情報（量）を持つ、共有する
（５） 開園以来継続してきた各種委員会活動のクオリティーアップ
（６） 自己申告制（参加したい研修テーマ）による社外研修参加機会の拡大
（７） 外部に目を向け新たな学びと刺激の機会を持つ（外部園見学、交流など）

Ⅴ．地域との連携・地域子育て支援
（１） 地域の子育て支援活動の継続とさらなる内容、レベルの向上
＊一つの「完成形」をめざす
（２） 地元小中学生向け「町探検」「職場体験」の受け入れ
（３） 短大および４年生大学保育および調理実習生の積極的受け入れ
（４） 介護施設への慰問訪問や地域活動への積極的参加

令和 3 年度しんほそぐち保育園事業報告書

保育理念・方針・目標
【保育理念】子どもたちの「生きる力」
（独り立ちし社会の中で生きていく力）の基盤づくりを
支援する
【基本方針】アタマ・ココロ・カラダを育む三位一体興育（興味・体験・感動・気づき）
1. 子どもたちの興味を引き出すより多くの機会を提供する
2. 子どもの思いを受け止める
3. 子どもが自分で経験することを大切にする
4. 子どもが自分で考え工夫することを大切にする
5. 子どもが自分で気づくように言葉かけをする
【保育モットー】
「つよく ゆたかに キラキラと」をモットーとしています。
「つよく」＊我慢強さ、打たれ強さ、諦めない気持ち、負けない強さ（健全なる競争心）
＊健康増進、健康な体つくり
＊自分で考え、自分で行動する、常にプラス思考
「ゆたかに」＊心の豊かさ、豊かなコミニュ二ケーション、創造性の豊かさ、豊かな感性を育
てる
「キラキラと」＊ココロの輝き
＊何か一つでも好きで夢中になれるものを見いだし、探究心・持続力・集中力
を養い、自分に対して自信を持って輝いている

１・保育園の運営
（１）定員

６０名

（２）年齢別入所児童数（令和 4 年 3 月 31 日園児数）
つばめ

こだま

ひかり

あさひ

のぞみ

のぞみ

(０歳)

(１歳)

（２歳）

（３歳）

（４歳）

（5 歳）

定員

６

１２

１２

１０

１０

１０

在籍数

6

１２

１１

１１

１２

１1

（３）職員数
保育士 10 名

・園長 １名

・管理栄養士

2名

・保育補助 3 名 ・フリー保育士 2 名
・体操教室講師（外部） １名
・委託医

英語教室講師（外部）

２名（内科 １名・歯科 １名）

1名

計２３名（令和 4 年 3 月 31 日現在）

（４）職員会議・その他会議の開催状況
・定例職員会議（月１回実施）
各クラスより、クラス状況報告（会議シート利用・他追加事項の報告）
議題に沿って進行、検討事項はあらかじめ各自の意見をまとめたものを持ち寄り、討議を
行った。
新型コロナウイルス感染拡大で休園期間中、LINE ビデオ通話を利用し、自宅待機期間内

で職員会議を行い、全員参加することができ業務の効率化にも繋がった。
職員会議の時間帯を、日中に変更できないか、今後も検討していく必要がある。
・リーダー会（月１回実施）
議題内容により、会議への参加者を決め、疑問点を明確にしたり、周知事項の確認、行事
への取り組み方などの話し合いを行ったりし、細かなことへの漏れが無いようにした。
・クラス会議（月１回実施）
あらかじめ、議題を提出し、ねらいを定めた上で会議を行うことができた。
・給食会議（月１回実施）
先月の振り返り、次月の計画、確認事項をしっかりと行った。
済聖会給食会議で決まったこと、誤食等、園全体に係る事はその都度職員への周知を怠ら
ないよう給食先生より発信して頂いた。
・その他
委員会・係の活動を明確にし、一覧表の作成、令和４年度より見える化する。

（５）研修会・勉強会の取り組み状況
・コロナ感染拡大のため、研修中止や延期、ZOOM 研修に変更になる等、予定通りに研
修参加することは難しかったが、 名古屋市主催以外の外部研修が ZOOM で行えること
が多く、自己申告制を取り入れ、園内で無理なく研修に参加することができた。
また、研修で学んだことを実践し、保育の質を高めることができた。
・常勤、非常勤を含み３グループに分かれＡＥＤ講習、エピペン研修・ＳＩＤＳ研修を
毎月１回実施した。
毎回、グループで事故事例を想定し、役割分担を行いながら進めていった。
専門知識が無いため、疑問点が出てきた時への解決策に困惑し、参考資料やネット等
で調べたり、会議で話しあったりした。次年度は専門機関との連携を取り入れ、より
正しい知識を深めていきたい。
・法人本部の方を講師として迎え、アンガーマネジメント講習を受講。自分を知り、怒
りの強度、子どもへの𠮟り方等学んだ。

2．令和 3 年度・園目標・運営方針
＜園目標＞
「子ども・保護者・保育者、皆が楽しいと思える保育園」
＜運営方針＞
コミュ力を高める職場作り
個々の目標明確にし、それに向かって真摯に努力する姿勢を持とう
保護者との信頼関係の下で「共に子どもを育てていくパートナー」としての関係性を作る

＜園目標・運営方針への取り組みについて＞
・子どもの姿を捉え、無理のない、子どもが主体的に過ごせる場の提供をどのクラスも行うこと
ができた。また、職員一人ひとりが自分のやりたい保育の実現をすることで、職員も生き生きと
意欲的に取り組むことができた。
・保護者からの育児に対する相談事等、降園時や連絡ノートを通して丁寧に対応することで保護
者も安心し信頼関係も深めることができた。

3．済聖会 3 か年計画「選ばれ続ける保育軍団」をめざして
【3 年目の目標】
・子どもが自由に遊びを選択できる環境の中、主体的に遊びを楽しむ
・個々の子どもの特徴を掴み、思いを受け止め寄り添いながら自己肯定感を育む保育の実現
・一人ひとりが安心、安全保育の意識を持ち、危険予知力を高める
・自己発信できる力を身に着ける
・自分の強み、弱みを知り、互いに助け合いながら日々成長する
・自己啓発活動シートの作成。個々の目標を明確にしスキルアップに繋げる
・外部研修に参加し、園内研修で全職員が共通理解をもち、日々の保育に活かす
・話しやすい雰囲気を作り、コミュニケーションを図りながら情報共有する
＜３か年計画への取り組みについて＞
・子どもの姿から保育室の環境を見直し、必要な場や物を整え、子どもたちが安心して自由に遊
びを選択できる環境を見出すことができていた。
・子ども一人ひとりと丁寧に関わり、保育士が自己肯定感を高く持つことで子どもの自己肯定感
をはぐくむ保育が保証されている。
・自己啓発活動シートを用いて自分の目標を明確にすることで保育に対する目標がわかりやすく
それぞれが新たな課題を見つけることもできた。
・話しやすい雰囲気の中、常に情報共有することができ、互に助けあうことができている。

4．保育実施状況
（1）保育時間
午前７時～午後７時（月～土）
（２）保育内容
・コロナの感染状況により、行事に関してのお知らせを早期に保護者へ配布した。
また、状況が変わる毎に、感染対策に係る掲示物や手紙の配布を行い、ご理解ご協力を頂
いた。
・幼児保育参観は３クラス入れ替え制を初めての試みとした。担任以外の保育士が他クラス
の補助に入れることと、１クラスずつゆったりと行うことが出来、来年度以降も同じ流れ
で行う予定。
・乳児、幼児共に限られた時間内で個人懇談を実施し、保護者との連携を図った。
・ホームページによる園見学のご案内を定期的に行った。
・Facebook 利用者以外も閲覧できるよう園内に掲示。コロナのため、保護者の園内滞在時間
が短く、在園児の親子が降園時に楽しむことはできなかったが、園内見学の方には
Facebook に興味をもってもらえ、写真を撮る方もいた。
・子どもたちの「生きる力を育む」について、各クラスで振り返り、園内に見える化した。
普段の保育を振り返る良い機会となり、今後も形にしていく。
・3･4･5 歳児クラスにて体操教室の実施により体を動かす楽しさを感じ味わうことができた。
また、体操参観を設けた※外部講師の指導状況参照
・今年度より、NOVA 英語教室を実施。外国人講師を招き、異国の方と楽しく英語に触れ覚
えたことを日々の生活の中でも取り入れることが出来た。
・各クラス子どもの発達段階に合せ環境の見直しを徹底し、物の配置や子どもが十分に遊び

こめる環境作りを定期的に行った。
※外部講師の指導状況
指導内容
体操教室

指導回数
毎週火曜日 年間 30 回（コロナ休園・登園自粛期間で 3 回休講）

体操参観
英語教室

年２回
毎週金曜日 年間 30 回（コロナ休園・登園自粛期間で 3 回休講）

（３）給食・食育への取り組み
・食育計画の見直しを図り、栽培・クッキング体験・お箸やマナーの３本柱に分け、計画を細
かく立てた。一年間の野菜栽培活動を通して食育の強化を図り、自園菜園にて野菜栽培・稲
作りに取り組み、収穫した野菜を給食の食材として提供し、さまざまな食材に触れ、生長を
間近で感じることで食への感謝と自然への興味へとつなげていくことができた。

・基本的に和食中心とし、洋食・中華などバラエティに富んだメニューの実施・又、誕生会や
季節のメニューなど行事食を取り入れ、四季と文化を五感で感じられるような工夫を行っ
た。
・月１度の「お弁当箱の日」を設け持参したお弁当箱に職員が盛り付け、食への意欲・感心へ
と繋げ、行事の季節によりアレンジを加え実施（年間計画１０回）
・食物アレルギー児への対応では、代替え食での対応。保護者・保育士・栄養士の３者で連携
をとり徹底した管理を行い、引き続き、誤食・誤飲ゼロで一年過ごすことができた。
・お箸の正しい使い方について遊びをまじえながら学べる工夫の実施を行い、食事マナーを保
育士と共に学べる時間の確保を行った（年齢にあわせての導入方に工夫を行った）
・季節にあわせた POP つくりを行い、子どもや保護者様が食に関して興味を持てるよう貼りだ
しを行った。

・コロナ禍での食育活動を保育士も交え、工夫を凝らした。年長児は 3 色群を学び、自分
たちで献立を考えたものを給食提供とするなど、新たな試みも取り入れた。
・既製菓子の賞味期限の確認、提供する際に気を付けることなど、全職員が周知し菓子の
保管方法もわかりやすく掲示するようにした。

（4）職員体制、職員育成への取り組み
・コロナの状況を見て、幼児クラス縦割り保育を取り入れつつ、クラスでの活動は必要
に応じて職員の配置を手厚くし丁寧な保育を行った。
・会議の形に捉われず、必要に応じて適切な職員数人が集まり、園全体に係る事のミー
ティング（会議）も行った。
・新入職員が多かったため、コミュニケーション能力の向上として、園内研修を取り入
れ、豊かなコミュニケーションの図り方を皆で学んだ。
・委員会活動や係の仕事配分など、職員全員が周知出来るよう、わかりやすく一覧表を作成し
た。来年度以降、表を見える化し、各自の役割をより明確にする。
・職員の業務負担軽減に関し、業務内容の確認と、削減に向けて検討した。
時間内で効率よく仕事をこなせるよう、すでに改善できるところは今年度から実行し、来年
度更に新たな体制で取り組み、職員が働きやすい環境を整えていく。

・自己啓発活動表（個々の目標を明確にし、スキルアップのための計画・実行・評価・改善
を行う）を用いて、個々の目標を立て、前期・後期・１年の振り返りを行った。
（職員面
談にて共有）
課題が明確になることで、計画的に保育を進めていくことができた。また、全体への取り
組みに関しては自分の弱みを知り、次年度への課題につなげることが出来た。
（5）
・安心・安全対策・防災関係への取り組み
・非常食の在庫数、賞味期限の確認を行い、災害時に備えて必要分、購入した。保管の仕
方を検討し、災害時に取り出しやすい場所の確保に努めた。
・避難リュックの中身に関してリストを作成し、各クラス、事務所等必要なものを購入し、
全職員で確認を行った。
・避難訓練、不審者訓練共に様々な訓練を想定して行い、自分の身は自分で守ることを学
んだ。
・9 月の総合避難訓練では避難食の実施・提供を行った（ビニール袋での調理法を実際に行
い災害時に備える）
・園外安全チェックシートと共に、点呼表を使用。子どもの安全確認を怠らないために、
点呼の徹底に努める。
・園内の壁画は耐震対策がされていないことにより、撤去した。
・階段途中の誕生日表や窓への置物など、子どもの安全に配慮し撤去又は場所の移動を行
った。
・園庭、駐車場のコンクリート部分の保護シート剥がれ箇所の修繕を行った。
・事故報告書の書式見直しを愛知 4 園で行い、必要事項を取り入れた書式に変更。誰もが
目を通してわかりやすい書式になった。
・他園の事故報告書を職員に提示し、より、安心安全保育への意識を高めていった。
・玄関ドア

指挟み防止シートを装着し、子どもが指を挟まないようにした。（両サイド）

・防犯カメラ工事を行い、新たにカメラ 1 台増設し、広範囲の撮影ができるようにした。

（6） ・健康管理の実施状況
1・児童
・年 2 回内科健診の実施（3 月、9 月）
・6 月歯科健診の実施
・毎月身体測定の実施を行い保護者へ報告
２・職員
・定期健康診断（年 1 回全職員対象に実施）
・検便（月 1 回赤痢・サルモネラ菌・ノロウイルス・病原性大腸菌検査の実施）
・インフルエンザ接種の実施
（7）
・地域交流
・外部地域子育て支援「きらきらの会」は感染症の状況を踏まえ、今年度は中止。
・小学校ＰＴＡ主催安全かけこみステッカーの貼り出し。園の子どもの安全を守ると共に、
地域の子どもたちの安全を守ることへの協力を行い、早朝時間は駐車場に立ち、挨拶運動
を行い地域の方や子ども達への声かけを行った。

・就学児童受け入れ校との連携を図るため近隣施設との交流はコロナの感染状況を踏ま
え、11 月に名古屋市立鳴海東部小学校へ見学に行った。小学校に就学する意欲が高ま
り、年長児にとってとても良い機会となった。
・幼保小連絡懇談会はコロナ感染対策のため、今年度は中止となった。

●年間スケジュール
（4 月～9 月）
月

行事

保護者参加行事

４月

1 日（木）～3 日（土）希望保育
5 日（月）～9 日（金）慣らし保育
5 日（月）始業式
14 日（水）誕生会
22 日（木）避難訓練

５月

1 日（土）衣替え

中止

12 日（水）誕生会

14 日（金）親子遠足（３～５歳児）

20 日（木）避難訓練

※0～2 歳は通常保育

27 日（木）不審者対策訓練

６月

4 日（金）プラネタリウム見学
（５歳児）

７月

個人懇談会
2 歳 1 日（火）～3 日（木）

10 日（木）歯科健診

0 歳 7 日（月）8 日（火）

16 日（水）誕生会

1 歳 9 日（水）～11 日（金）

24 日（木）避難訓練

19 日（土）保育参観（３～５歳児）

1 日（木）水遊び開始
午睡開始（４・５歳児）
7 日（水）七夕会・誕生会
15 日（木）避難訓練
16 日（金）夏のお楽しみ会（５歳児）

８月

7 日（土）～14 日（土）希望保育
18 日（水）誕生会
19 日（木）避難訓練
31 日（金）水遊び終了

９月

1 日（水）総合避難訓練
15 日（水）誕生会
16 日（木）内科健診
21 日（火）お月見会

10 日（金）引き渡し訓練

（10 月～3 月）
月

行事

保護者参加行事

10 月

1 日（月）衣替え

22 日（金）運動会

13 日（水）誕生会

午前：乳児クラス

14 日（木）避難訓練

午後：幼児クラス開催

28 日（木）不審者対策訓練

11 月

10 日（水）誕生会

9 日・16 日（火）体操教室参観
（３~５歳）

18 日（木）避難訓練

※自由参加

19 日（金）～25 日（木）作品展

12 月

11 日（土）避難訓練

個人懇談会

16 日（木）餅つき（3,4,5 歳児）
23 日（木）クリスマス会・誕生会

3 歳 1 日（水）～3 日（金）
個人懇談会

25 日（土）～28 日（火）希望保育

4・５歳 6 日（月）

29 日（水）～31 日（金）年末休園
1月

～10 日（金）

1 日（土）～3 日（月）年始休園
4 日（火）～8 日（土）希望保育
19 日（水）誕生会
20 日（木）避難訓練

2月

3 日（木）節分 （中止）

中止

9 日（水）誕生会

26 日（土）生活発表会

10 日（木）総合避難訓練

（1～5 歳児）

21 日（月）不審者対策訓練
保育まつり（５歳児）（中止）
3月

2 日（水）人形劇

26 日（土）卒園式

3 日（木）ひな祭り会・誕生会
7 日（月）避難訓練
10 日（木）内科健診
新入園児説明会（中止）
17 日（木）お別れ遠足（3～5 歳児）
24 日（木）お別れ会
28 日 (月)～31 日 (水) 希望保育

＊新型コロナウイルス感染対策のため、中止の行事も明記

令和 3 年度 事業報告書
ブライト保育園 横浜佐江戸

１．保育園の概要
（１） 所在地：横浜市都筑区佐江戸町 2089-1
（２） 定員
0 歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

合計

0

12

13

13

13

13

64

（３） 令和 2 年度の園児数
0 歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

合計

0

12

12

13

13

13

6

（４） 職員数
役職

園長

主任

1

1

常勤

保育士

12
8

非常勤

事務

１

調理師

栄養士

1

2

1

嘱託医

合計

17
2

12

（５） 事業年度
令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日
（６） 開園時間
平日

７：００～２０：００

土曜日

７：００～１８：００

（７） 職員会議
会議名

出席者

午後

クラスと調理室から１名

職員会議

正職員

非常勤職員

園長、主任、保育リーダー、非常勤

運営

園長、主任、保育リーダー

頻度
毎日
月1回
随時
月1回

園長・主任

園長、主任

リーダー

園長、主任、保育・乳・幼児リーダ

週 1～2 回
月１回

ー
係

担当

随時

行事

保育リーダー、担当

随時

乳児会議

主任、リーダー、保育リーダー、乳

月1回

児担任
幼児会議

主任、リーダー、保育リーダー、幼

月１回

児担任
給食会議

園長、主任、栄養士、調理

月1回

園内研修

正職

月1回

（８） 人材育成、保育の質向上の取り組み
リーダー層が主体的に発言し、リーダーシップを発揮する。主任がクラス担
任を持ち、実践の中で職員の保育の質の向上を図る。
【リーダー層も含め、人材が育っていない。まずは、リーダー層から育てる仕
組みを改めて考える必要があると感じている。】
（９） 小学校、行政、地域との連携
都田西小学校との年長交流、幼保小との研修参加等、連携が取れるよう情報
交換を行う。
町内会と連携を取り、地域との交流を深める。
子育て支援
【コロナ禍で制限されることが多く対面での情報交換等は行われなかったが、
連絡を取り合いお手紙交換など、各園や小学校の様子を知る機会があった。子
育て支援をはじめ、地域との交流は計画倒れになってしまった為、来年度の課
題としたい】
２．保育目標
「Enjoy」から個々の思い、目標をドキュメンテーションでつないでいく
【想いの共有が不十分だった。皆がイメージしやすい目標を立てていくことが必要と感
じた。
】

３．今年度の重点的な取り組み
担当制保育
異年齢保育に向けての土台作り
横浜佐江戸での大切にしたい保育の浸透
子育て支援の内容、体制を作る
【2 年目の担当制となり少しずつ意識が高まってきたように感じる。細かい部分で
の情報の共有や、職員の配置、動きの確認を行う必要がある。異年齢保育では、子
どもたちの成長を感じることができた。保護者アンケートを踏まえ、今後の異年齢
保育について職員全体で考えていきたい。】

【ブライト保育園大阪谷町 令和３年度 事業報告書】

1. 保育所の運営
（1）定員

70 名

（2）年齢別入所児童数（令和３年 2 月 1 日現在）
夢（0 歳）
６名

虹（1 歳）
12 名

月（2 歳）
12 名

星（3 歳）

宙（4 歳）

15 名

華（5 歳）

15 名

1５名

合計
７５名

（3）職員数
・園長（1 名） ・主任（0 名） ・保育士（10 名）
・パート保育士（５名） ・支援員（１名） ・保育補助（1 名）
・調理（管理栄養士）2 名

・パート調理士（1 名）

・嘱託医（内科 1 名・歯科 1 名）

計 2３名（令和４年３月 1 日現在）

（4）職員会議の開催状況
園の円滑な運営と事業推進の為、随時必要な会議を執り行う。
・職員会議（毎月）

・給食会議（毎月）

・行事会議（諸行事前後）

・ミーティング（１/週） ・月案会議（各クラス毎月） ・乳・幼児部会（毎月）
（5）研修会、勉強会（人材育成、保育の質の向上）のための取組み状況
・各種団体の開催する研修会への参加
「気になる子どものはったつと特性の理解」
「子どもの育ちを支える ０～２歳児の運動遊びとは」
「より良い関係を築くコミュニケーション

新人研修」

「食物アレルギーについて」
「コミュニケーション能力のＵＰ

主任研修」

「子どもが主体的に遊ぶためには」
「保育の質と主任保育士の役割について」
「食品衛生講習」
「幼児保育 主体的な遊びを支える保育環境」
「食物アレルギー対応について」
「育ち合う関係づくりを考える」
「感染症とその対応について」
「マネジメント力とリーダーの人間力の向上を目指して」
「特定給食講演会」
「保育リーダー研修」
「家庭支援の必要性」
「乳児保育研修」

「事例検討

～自園の課題や職員間のエピソードを中心に～」

「生きる力を育む保育」
「フォローアップ研修」
「乳幼児が楽しく体を動かすために」
以上の研修については、毎月の職員会議において研修報告をし、
職員全員が共に学ぶ場を設けた。
・園内研修（園内公開保育）
日々の保育を職員同士が見せ合う事で、お互いの良さ、今後の課題等を確認し、
今後の保育の向上に繋いで行く。

2. 安全管理・防災・防犯
（1） 避難訓練
火災・地震時の緊急避難の訓練を、時間帯・曜日等々変えながら実施。
当初、階段での避難が恐くて泣く子どもも多かったが、回を重ねる毎に慣れ、
落ち着いて取り組めるようになって来ている。
第二次避難場所（TSK ビル横空地）、第三次避難場所（中大江公園）までの避難の
練習や、消防署より水消火器をお借りして、実際の消火器の使い方を職員が子ども達
に見せ、使用法・使用目的を知らせる。
（2） 不審者対策訓練
警察の防犯担当者にお越し頂き、当園での対策についてご指導頂く事で、
日頃から職員が何に気を付け、どう行動するべきかが見えてきた。

3. 処遇
（1）保育時間
午前 7 時 00 分～午後 7 時 00 分
（延長保育時間 午後 6 時 00 分～午後 7 時 00 分）
（2）保育内容
今年度はコロナウイルスの感染防止対策のため様々な年間を中止や変更をせざるを
得ない状況ではあったが、安心安全を第一にコロナ禍で行う行事検討を行った一年で
あった。事故も無く各行事も無事に終えることが出来た。
人格の基礎部分の安定を培う場であり、子ども達の健康・発達の保障を委ねられて
いる保育園で、保育士は子ども達の年齢の発達の特徴を深く知る事、その上で一人
ひとりの発達のペースを守って行くことが必要であると感じ、職員間で話をしつつ
日々の保育を進めてきた。
集団の中に 10 時間以上居る子ども達も多く、生活体験の乏しい子ども達に、保育園
で様々な生活を保障することも大きな重要な点として取り組んできた。

2 歳・3 歳・4 歳・５歳のクラスでは、年齢に応じた粗大運動も取り入れつつ、
メロディーやリズムの模倣、音符についても学ぶ時間を設け、音楽活動を取り入れた。
乳児は育児担当制保育で、子ども達一人一人の発達や課題を細部にわたり理解し、必
要な 関わりや手立てをもって計画的に保育を進め、また、幼児 3 クラスは毎年行当
ている年長児が年中年少の面倒を見たり、逆に年少児が年中年長児を憧れの姿として
目標にする等の週一回の縦割りクラスでの活動がコロナ禍で行うことができなかった
ことが悔やまれる。来年度に向けて再検討していきたい。
（3） 実施した特別保育事業
延長保育促進事業
（4） 実施した主な行事
別紙「年間行事予定表」参照

3. 給食の実施状況
・手作りにこだわり、季節・行事を感じられる和食中心の献立を実施した。
・給食で食べた野菜（人参・大根・さつま芋・じゃが芋）の切り落とした部分を水栽培し、
葉の成長を観察する事で、素材への興味・関心を育てる。
・アレルギー児には豆乳・マヨドレ等々を使用することで、他児と同じ物が食べられる喜び
を感じ、食べる事への意欲に繋いで欲しいと願っている。
・献立表・給食だよりを月 1 回発行

4. 子育て支援・保護者支援
・乳児には離乳食の進め方等、保護者・担任・栄養士が一緒に話し合い、進めて行った。
家庭で提供している物が、子どもの成長に応じた物なのかどうかもアドバイスした。
時には離乳食の段階を戻し、子どもの食への意欲を高めて行ける様にする。
・保育参観・懇談・各行事を通して、子ども達の小さいが確実な成長を保護者に伝え、
成長の喜びを共有するようにした。今年度は例年通りの懇談会ができなかった為、
YouTube での配信を試みた。結果ゆっくり保護者の方も視聴することができ日常の生活
をお伝えすることができたと感じる。職員間でもクラスを越え、子ども達の変化を話、
担任でなくても気付いたトピックを保護者に伝えるようにした。
職員皆が子どもの姿を見ているという安心感を抱いて頂けたらと思っている。
5. 健康管理の実施状況
（1） 児童
① 小児科検診
年 2 回（７月、１１月）園嘱託医による健康診断を実施した。
② 歯科検診
年 1 回 ７月 園嘱託歯科医による歯科検診を実施した。

（2） 職員
① 定期健康診断
年 1 回 全職員健康診断を実施した。
② 検便
毎月「赤痢・サルモネラ菌」「病原性大腸菌」
１０月より「ノロウイルス」の検査も追加し、専門業者に依頼し実施。

【ブライト保育園東京入船 令和 3 年度事業報告書】

1. 保育所の運営
（1）定員

50 名

（2）年齢別入所児童数（令和 4 年 2 月 10 日現在）
虹（1 歳）

月（2 歳）

8名

7名

星（3 歳）

宙（4 歳）

4名

華（5 歳）

7名

9名

合計
35 名

（3）職員数
・園長（1 名）
・保育士（7 名） ・パート保育士（2 名） ・保育補助（１名）
・看護師（１名）
・調理（栄養士）2 名

・パート調理（栄養士）１名

・嘱託医（内科 1 名）

計 16 名（令和 4 年 2 月 10 日現在）

（4）職員会議の開催状況
園の円滑な運営と事業推進の為、随時必要な会議を執り行う。
・職員会議（毎月）

・給食会議、献立会議（毎月）

・行事会議（諸行事前後）
・昼ミーティング（毎日）
（5）研修会、勉強会（人材育成、保育の質の向上）のための取組み状況
・５歳児担当者研修

（R3.5.19）

・「保護者対応におけるコミュニケーションスキル」

（R3.5.21）

・「保護者対応におけるコミュニケーションスキル」

（R3.6.23）

・「乳児期の保育士の役割と配慮」

（R3.7.27）

・「乳児の発達を踏まえ育ちをサポートしていくために」 （R3.7.27）
・「子どもの視機能と視力検査について」 （R3.11.5）
・
「医療的ケア児の受入れ方について～保育士・看護師の役割」
（R3.11.26）
（R3.12.10）
・「歯科健康教育」
（R3.12.1）
・済生会アカデミー「生きる意欲が育つ保育」井桁容子先生
・済生会「年齢別勉強会」 （R3.5 開始

（R3.12.11）

各学年２カ月に１回

計５回）

「年齢に応じた具体的実践方法を学び合う」
（6）進級説明会の実施
新型コロナウイルス感染症の影響により、予定していた説明会は中止。
その代わりとして、各クラス順次「保護者面談」を実施。

2. 安全管理・防災・防犯
（1） 避難訓練
火災・地震時の緊急避難の訓練を、時間帯・曜日等々変えながら実施。
当初、階段での避難が恐くて泣く子どもも多かったが、回を重ねる毎に慣れ、
落ち着いて取り組めるようになって来ている。
（2） 不審者対策訓練
子ども達参加型の訓練として、保育士が不審者になり、子ども達に声を掛ける。
子ども達は「いかのおすし」を理解し、実践してみる。
警察署生活安全課の方にご一緒頂く予定で計画したが、コロナ禍にあって中止。
3. 処遇
（1）保育時間
午前 7 時 30 午後 7 時 30 分
（延長保育時間 午後 6 時 30～午後 7 時 30 分）
（3） 保育内容
コロナ禍での保育園のあり方を、常に悩み、考えて動いた１年であり、今まで当たり
前に行っていたことが「当たり前に出来ない１年であった」と言える。
その中でも、職員間でアイデアを出しつつ、新たな形を見つける為の良い時間になっ
たようにも感じる。子ども達とも向き合う絶好のチャンスだったともいえる。
年間を通し、事故も無く各行事も無事に終えることが出来た。
人格の基礎部分の安定を培う場であり、子ども達の健康・発達の保障を委ねられて
いる保育園で、保育士は子ども達の年齢の発達の特徴を深く知る事、その上で一人
ひとりの発達のペースを守って行くことが必要であると感じ、職員間で話をしつつ
日々の保育を進めてきた。
集団の中に 10 時間以上居る子ども達も多く、生活体験の乏しい子ども達に、保育園
で様々な生活を保障することも大きな重要な点として取り組んできた。
１歳～５歳の各クラスでは、年齢に応じた粗大運動も取り入れつつ、微細運動やメロ
ディー、リズムの模倣、音符についても学ぶ時間を設け、音楽活動を取り入れる事で、
心身共に伸びやかな子ども達の発達を促進できるよう取り組んだ。
コロナ禍にあっても、出来るだけいつも通りの保育が提供できるよう、工夫を凝らし、
子ども達の「楽しい」を大切にした保育を進めた。
（4） 実施した特別保育事業
延長保育促進事業

（5） 実施した主な行事
別紙「年間行事予定表」参照

4. 給食の実施状況
・手作りにこだわり、季節・行事を感じられる和食中心の献立を実施した。
・とうもろこしや玉葱の皮むき、野菜に触れたり、フルーツを潰してスムージーを作り、
キノコを割いて香りを楽しんだり、さつま芋の茶巾絞り、五平餅丸め、野菜スタンプ等
実際に食材に触れ、食への興味を持てるようにした。
・アレルギー児には豆乳・マヨドレ等々を使用することで、他児と同じ物が食べられる喜び
を感じ、食べる事への意欲に繋いで欲しいと願っている。
・献立表・給食だよりを月 1 回発行

5. 子育て支援・保護者支援
・今年度は１歳児クラスに低月齢児が多く、離乳食の必要な乳児には離乳食の進め方等、
保護者・担任・栄養士が一緒に話し合い、進めて行った。
家庭で提供している物が、子どもの成長に応じた物なのかどうかもアドバイスした。
・保育参観・懇談・各行事を通して、子ども達の小さいが確実な成長を保護者に伝え、
成長の喜びを共有するようにした。職員間でもクラスを越え、子ども達の変化を話、
担任でなくても気付いたトピックスを保護者に伝えるようにした。
職員皆が子どもの姿を見ているという安心感を抱いて頂けたらと思っている。

6. 健康管理の実施状況
（1） 児童
① 小児科検診
1 歳児

毎月 1 回

2 歳児から 5 歳児

園嘱託医による健康診断を実施
年 3 回 園嘱託医による健康診断を実施

② 歯科検診
年 2 回（6 月・12 月） 歯科医による歯科検診を実施
（2） 職員
① 定期健康診断
年 1 回 全職員健康診断を実施した。
② 検便
毎月「赤痢・サルモネラ菌」「病原性大腸菌」
１０月より「ノロウイルス」の検査も追加し、専門業者に依頼し実施。

２０２１年度 事業報告書
ブライト保育園 浦和美園
２０２２年４月１日（金）

１．保育園の概要
（１） 所在地：埼玉県さいたま市緑区下野田５０９番地
（２） 定員
0 歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

合計

５

１０

１５

２０

２０

２０

９０

（３） ２０２１年度の園児数（想定）
0 歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

合計

５

１０

１６

２０

２０

１７

８８

（４） 職員数
役職

園長

主任

保育士

１

１

１１

常勤

５

非常勤

調理師

保育補助

栄養士

嘱託医

２
１

合計

１５
１

２

９

（５） 事業年度
２０２１年４月１日～２０２２年３月３１日
（６） 開園時間
平日

７：００～２０：００

土曜日

７：００～１８：００

（７） 職員会議
会議名

出席者

頻度

職員会議

正職員

月１回

処遇改善会議

園長、各クラス担任

月1回

月案・週案会議

園長、各クラス担任

月１回

中核リーダーM

主任、中核リーダー

月1回

給食会議

園長、栄養士

月1回

安全

主任、中核リーダー、園長

月1回

行事会議

園長、主任、担当

適宜

（８） 人材育成、保育の質向上の取り組み
・外部研修(オンライン研修)に出来る限り参加し、専門的知識を身につける機
会をもてた。
（９） 地域との連携
・コロナウイルスの予防という事で、近隣の小学校や園との交流は取れなかっ
た。
・例年通り近隣の駅に制作物などを掲示して保護者に喜んでいただいた。
・保幼小連絡懇談会に参加し、年長児の進学に向けてしっかりと引継ぎを行え
た。
・子育て支援を行えるように準備を進めていき、園庭開放や保育室の開放を定
期的に行えた。参加してくださったかたが入園希望者につながった。
２．保育目標
○子どもの気持ちを大切に受け止めて、大人の都合で無駄な我慢や待たせる事を
しないように意識を出来るようになってきている。ただやはり人によってその
理解度の違いを感じるので引き続き声掛けを行っていく。

３．今年度の重点的な取り組み。
《学びにつながる保育》
○保護者に連絡帳などで活動の内容を伝える時にどのような成長につながるのか
を知らせる機会を持つようにした。月案会議などでも、何を伸ばしたいのかその
ためにどのような活動をするのかと話し合うようにして意識する事が出来た。
《安心・安全な保育を行う》
○大きな事故はなかったが、日常での小さな怪我はなくならなかった。“慣れ”に
よる怖さをもっと伝えていかなければならないと強く思う。
《保育士の質の向上を目指す》
〇会議の中や日々の雑談の中で神殿の行動に対して「どういうことだろう」と疑問
を投げかけ職員自身が考える機会を持てるように声を掛けるようにした。自分
からなかなか意見を言わない職員もこう思うと言えるようになった事で受け身
ではなく主体的に保育に参加できたと感じる。
≪その他≫

〇子育て支援事業の補助金を利用して玩具を揃えて、園庭開放や保育室を開放
して近隣のかたに園を知っていただける機会が持てた。その場で園見学につ
ながったり、入園希望の意思をお伝えいただいた事もあり、選ばれ続ける園づ
くりの一環としてこれからも続けていきたい。

令和３年度ブライト保育園横浜日吉 事業報告書
Ⅰ．保育所の運営
（１）定員

６０名

（２）年齢別入所児童数（令和４年３月３１日現在）
夢（０歳）
６名

虹（１歳）
１０名

月（２歳）
１０名

星（３歳）
１１名

宙（４歳）
１２名

華（５歳）
１１名

合計
６０名

（３）職員数
・園長
１名
・主任
１名
・保育士
１０名
・パート保育士
５名
・調理士・栄養士 ３名
・パート調理
１名
・パート事務職員 1 名
・嘱託医
２名（内科 １名・歯科 １名）
計 ２４ 名（令和４年 3 月 31 日現在）
（４）職員会議の開催状況
園の円滑な運営と事業推進のため次の職員会議を行う。
・定例職員会議（毎月） ・クラス会議（月１回） ・非常勤職員会議
年 4～5 回
・各係 会議（随時）
・給食会議（毎月）・乳児会議、幼児会議（各月 1 回）
・昼ミーティング（毎日）
など
（５）研修会、勉強会（人材育成、保育の質の向上）の取り組み状況
保育所ニーズに応え、上部団体・各種団体の開催する研修会・研究会に参加。
外部のみならず、内部においても各種勉強会（リスクマネジメント研修、アレルギー提供研
修、嘔吐処理研修、新入社員研修など）を実施。
今年度はコロナ感染症拡大防止の為、リモートとなる。

Ⅱ．保育の実施状況
（１） 保育目標
年間を通して、事故もなく大きな怪我もなく無事に終えることが出来た。コロナ感染により行
司や活動の縮小・中止などの制限を行いながらの保育だったが、今できることを工夫し話し合
いながら進めていくことができたのでなないかと思う。コロナ感染により 2 度の休園となっ
た。保護者への情報の周知の仕方の大切さや対応の仕方の大切さを改めて感じた。
「遊びこむ」をテーマとした保育の目標だったが、コロナ感染症による登園自粛から始まり、
いつもと違う状況にまずは安全に保育を行うことで精いっぱいとなってしまった。その分、コ
ロナ禍でできる活動はなにか？子どもたちにとっての活動の意味やねらいはなにか？と園全体
で考え、取り組むことができたと感じた。
できないことが多くなってしまった反面、どうやったらできるかを職員一人ひとりが考え行動
する姿も見られ、保育を改めて考える 1 年となった。
コロナ感染予防の為の対策もまだまだ取り組んでいかないといけない現状だが、感染対策の取
り方も分かってきたので、対策をしっかり取りながら、子どもたちの育ちを大切にした保育を
行っていきたい。また今年度は職員間で、保育の方向性を話し合う会議や研修で補い合う機会
が少なかったので、前半は解釈が少し違っていた職員が目立ってしまったが、乳児会議、幼児
会議等で保育討議をしっかりと取り組み、少しずつではあるが後半、各職員が寄り添えるよう
になってきたと感じた。
（２） 保育時間
午前７時３０分～午後６時３０分
（延長保育時間 午前 7 時 00 分～午前 7 時 29 分

/ 午後６時３０分～午後８時００分）

（３） 保育内容
・保育所保育指針に基づいた指導計画を作成し、計画的に保育を行うことで、子どもの情緒
が安定するような生活環境を作り、それぞれが自己を十分発揮して活動できるよう促して
いった。
・コロナ感染症拡大防止の対策を踏まえた部屋の配置・活動の仕方を工夫して行った。
・今できることはなにかを考え、多くの体験、感動から子どもたちが学ぶことを大事にした運営
を心がけた。
・年齢に応じて保育環境を準備し、基本的な生活習慣を身につけるための介助、言葉かけを
行い、自立心を養った。また、遊びの中で集団生活に必要なルールを知らせていった。
・保育士が子ども達の声に耳を傾け、子どもの主体的な活動や子どもの相互の関わりを大切に
した。
・保育参観を行うことが出来なかったので、日常の活動の様子を写真やおたより、SNS を通じ
て保護者の方々に発信していった。
・園外散歩の機会を増やし、自然を取り入れて遊ぶことで四季の移り変わりを体で感じ感性を
磨き、又交通ルールなどを知らせ自分の身を守ることを学んでいった。
・昨年度に続き、外部より体操講師をお迎えし、月 2 回幼児クラスを対象に体操の時間を設け
た。それまで以上に、運動機能の促進は勿論、
「身体を動かす楽しさ」や「危険に対する考え
方」
「集団で運動をする楽しさ」などを経験する事になり、子どもたちにとっても楽しみの時
間とすることができた。
・年間を通して月に１回、２歳児以上クラスを対象にリトミックの時間を設ける。年齢に則した
音楽活動を通し、音を楽しむ経験を増やした。
・今年度より幼児クラス対象に NOVA による英語教室の時間を設ける。英語に親しむことをね
らいとし、楽しんで参加することができていた。
・絵本の貸し出しを継続的に実施。コロナ感染症拡大防止の為、各クラスごとのローテーション
での貸し出しとした。季節ごとに絵本を入れ替え、また新しい本を増やしていき、子ども達が
興味関心をもてるよう整えていった。一方保育の中では、引き続き、絵本を読む機会を大切に
し、各クラス内の絵本や紙芝居・パネルシアターや大型絵本も増やし、お話しを楽しむ機会を
増やしていった。

（４） 実施した特別保育事業
延長保育促進事業
（５） 実施した主な行事
別紙「年間行事予定表」参照

Ⅲ．給食の実施状況（食への取り組み）
・インスタントやレトルト食品は極力使用せず季節の食材を取り入れた手作りで和食中心の献立を
実施した。
（おやつについても手作りにこだわった）
・毎月行われる給食会議や給食時に各クラス巡回し、離乳食児への配慮の仕方それに伴う家庭との
連携の取り方の確認や、子どもたちの食べ具合などを考慮し、メニューの改善や食材の幅を広げ
るなどの工夫を心がけた。
・アレルギー体質の子どもへの対応策の改善、改革を常に心がけ、保護者の方と月 1 回面談を行
い、連携を密にして提供を行った。
・誤飲・誤嚥事故を防ぐための取り組みや、また保育士への周知も行い、危険性を共有した。
・園庭での野菜栽培に取り組み、収穫した野菜を、給食の一品にしたり、体験を通して食べたいも
の、好きなものが増え購入して食べるのとは一味もふた味も違う食体験することが出来た。

・各クラスで年齢に合った定期的な食育活動の取り組み（クッキングや野菜スタンプ・お弁当箱の
日・きのこくらべ等）の計画・実施を行った。
・年長クラスでは三大栄養素を学び、食べ物についての興味関心を持つきっかけとなった。
・給食や食事についてわからないことをいつでも聞いてもらえるよう「質問箱」を設置し都度応え
るようにした。

Ⅳ．子育て支援
・懇談会・保育参観はコロナ感染症拡大防止の為、中止とし、書面と ZOOM で行った。
個別面談を実施。面談を通じて、育児・食育などに対する保護者の声に耳を傾け、園児の成長の
喜びや悩みや不安を共有することが出来た。
・いつでも育児について、また、保育園に関して、疑問・要望を受けることが出来るよう「意見
箱」を設置し、アドバイスをしたり、園だよりや掲示をして明文化するなどの工夫をした。
・コロナ感染症対策で保護者参加の行事が中止となった場合は、園児と職員で行った行事を撮影
し、動画配信を行った。

Ⅴ．健康管理の実施状況
① 小児科
年２回（７月、１月）に、園嘱託医による健康診断を実施した。
② 歯科
年２回（７月、１月）に、園嘱託歯科医による歯科検診を実施した。
③ 尿検査
年１回、3 歳児以上が実施した。
④ 視聴覚検査
年 1 回、3 歳児が実施した。
⑤ 職員定期健康診断
年１回、健康診断を正職員に実施した。
⑥ 検便
毎月、専門業者に依頼し「赤痢・サルモネラ菌」
「病原性大腸菌」と、
「o-157 検査」も全職
員に実施した。
10 月―3 月は、
「ノロウイルス検査」を給食室・0 歳児クラスの職員は行う。

Ⅵ．非常災害危険防止の実施状況
（１） 避難・消火・通報訓練
月１回、いろいろな場所からの出火を想定して避難・消火・通報訓練を実施した。
また地震を想定した防災訓練も実施した。
広域避難所までの避難ルートの確認、訓練を実施した。
月 1 回、保護者の方へるくみーメールの配信状況の確認を実施した。
（２） 防犯訓練
年 2 回、不審者出現を想定した防犯訓練を１１０番通報訓練も含めて行った。
考え得る様々な場面（園内外）
、シーンを想定してのより実践的な不審者訓練を実施した。

Ⅶ．地域交流など
今年度はコロナ感染症拡大防止の為、中止とした。

令和 3 度ブライト保育園横浜綱島事業報告書
Ⅰ．保育所の運営
（１）定員

60 名

（２）年齢別入所児童数（令和 4 年 3 月 31 日現在）
ゆめ 0 歳
6名

にじ１歳
9名

つき２歳
10 名

ほし３歳
10 名

そら４歳
11 名

はな５歳
12 名

合計
58 名

（３）職員数
・園長 １名 ・主任 0 名 ・保育士 10 名 ・パート保育士 7 名 ・保育補助 3 名
・調理師 2 名 ・パート栄養士 1 名 ・事務
1名
・嘱託医
２名（内科 １名・歯科 １名）
計 27 名（4 年 3 月 31 日現在）
（４）職員会議の開催状況
園の円滑な運営と事業推進のため次の職員会議を行う。
・定例職員会議（月 1 回又は 2 回）
・クラス会議（月１回）
・乳児・幼児会議（月 1 回）
・各種係会議（安全、衛生、食育、
）
・給食会議（月 1 回）リーダー会議（随時）
（５）人材育成、保育の質の向上の取り組み状況
・指針に対応した園内研修を計画実施・キャリアアップ研修への計画的参加・済聖会アカデミー
への参加 法人主催の年齢別勉強会に参加し情報共有
・保育士の専門性の向上を図るため園内研修に加え外部研修への参加機会を希望していたが新型
コロナウィルス感染症拡大防止の観点から中止或いは web で受講。
また、研修報告書を作成し、研修で身に付けた知識、技能を他の職員と共有することにより
保育園全体の専門性の向上に努めた。

Ⅱ．保育の実施状況
（１）保育方針
子どもたちの「生きる力」
（独り立ちし社会の中で生きていく力）の基盤づくりを
「アタマ・ココロ・カラダの三位一体“興育”」を通じて支援する。
「生きる力」とは
・自ら考え行動する（考え抜く力、前に踏み出す力）
・我慢強さ、打たれ強さ、あきらめない気持ち、自分に負けない気持ち
・豊かなコミュニケーション
・豊かな感性、創造力の豊かさ
・仲間と関わる（チームワーク）力
・自分に対する「自信」
（自己肯定感）
（２）園目標
「見守る保育」
少子化により自然発生的には子ども集団が生まれない中、子ども集団を基盤とする
子どもの力は育ちにくくなっている。ひとりひとりに手が掛けられるようになり大人が
子どもにとって必要のないところまで手を出すようになり、行動を制御、指示する環境の中
「生きる力」の基盤を作ることが難しくなっている。子どもが置かれている環境を考え
「見守っても大丈夫な子どもを育てる保育」
「見守る保育」を行うことで「生きていく力」の
基盤づくりに繋げている。
（３）保育時間
午前 7 時 00 分～午後 8 時 00 分
（延長保育時間 午後 6 時 31 分～午後 8 時 00 分）

（４）保育内容
年齢に合わせ活動の中で、食育も含め園目標である「見守る保育」の浸透を目指し、子ども達が
「その子らしく伸びていく」ための４つの関わり【認める】【見守る・待つ】【見つける】【仕掛
ける】こと実践することで保育士との信頼関係を築き、遊びや生活の中から様々なことを学ぶこ
とが出来た。
（５）実施した特別保育事業
・延長保育促進事業・年度限定児受け入れ事業・小規模連携園児受け入れ事業・障害児保育
（６）実施した主な行事 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止から保護者参加なし
・入園式（中止、各クラス翌日からの慣らし保育の説明と記念写真撮影のみ）
・運動会（小学校を借りず、幼児は合同で園庭にておこない、保護者に動画配信）
・クリスマス会（幼児 3 クラス合同、乳児は各クラスで実施）
・お正月会
（
同 上
）
・節 分
（
同 上
）
・生活発表会（幼児はクラスごと別日で実施し、保護者に動画配信）
・ひな祭り会（幼児 3 クラス合同、乳児は各クラスで実施）
・お別れの会（幼児 3 クラス合同、乳児は最後に合流）
・誕生日会（毎月、各クラスで実施）
・卒園式（保護者のみ、在園児参加なし、職員も式典には最少人数で参加し、式典後サプ
ライズで全職員で園庭でお祝い送り出す）

Ⅲ．給食の実施状況（食への取り組み）
・新型コロナ感染症拡大防止から、送迎は玄関対応のため、保護者は園舎内には入室しない為
例年通りの給食室前に食材の説明などはせず、その日のメニューの写真をプリントアウトし
献立名、食材の説明や、行事食の由来などのコメントを付けて掲示。
・給食会議では、子どもたちの喫食状況を確認し、担任の要望や感想を聞き取り、メニューの改善
や食材の幅を広げた。
・アレルギー体質の園児への安全な食事を提供するため、毎月保護者、担任保育士、栄養士と三者
面談をして体調の確認や喫食状況を共有して翌月の献立の確認をした。
また、専用のテーブルの設置、誤飲防止のため別カラーのトレーを用いたり、アレルギー児には
1 名の職員を配置した。
・プランターで複数の野菜の栽培に取り組み、
「苗を植え、育て、収穫し、食する」の工程をし
た。4.5 歳児クラスは個人別にバケツ稲を育てた。
クッキングでは、焼き物などはクッキングシートに名前を書いて自分が作った物だけを食べるこ
とを徹底した。年齢に応じて食育の話や活動も取り入れ興味を持つようにした。
・当番が配膳することはせず、職員が配膳。給食室の下にある階段から給食職員と園児とのコミュ
ニケーションをとる場面も多く調理への関心が高まっていた。

Ⅳ．子育て支援
・個別面談を通じて、育児、食育などに対する保護者の声に耳を傾け一緒に考え悩みや不安を共有
することが出来た。また助言をすることで保護者の不安を取り除く助けになった。
・今年度は保育参観・参加また年間を通じて行事等に保護者が参加できなかったため、日々の活動
記録を保育者の負担がかからない程度に写真等で知ってもらうため玄関前に掲示したり、その日
の活動を文章にして掲示した。園での取り組みを理解して頂けた。また親子の会話の架け橋とな
った。

Ⅴ．健康管理の実施状況
（１） 児童
※今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため例年より遅く実施
① 内科検診
年２回（7 月、翌 1 月）園嘱託医による健康診断を実施した。
② 歯科検診

年２回（9 月、翌 1 月）園嘱託歯科医による歯科検診を実施した。

（２） 職員
① 定期健康診断
年１回、健康診断を全職員に実施した。
② 検便
毎月、専門業者に依頼「O157」
「ノロウィルス」の検査を全職員に実施した。
※ノロウイルス検査は 0 歳児担任・調理職員・0 歳児に食事介助に入る職員

Ⅵ．非常災害危険防止の実施状況
（１）避難訓練・防犯訓練
防災、安全教育に力を入れ様々な想定（火災、地震、水害、不審者）で避難訓練を行い
自分の体を守り、命を守るための力を育んだ。
（ 2 ）就学に向けて年長児交通安全教室に参加し、街にある音当てクイズなどゲーム形式関心を
持ち、模擬横断歩道を使って実地体験。各自修了書が授与された。

Ⅶ．地域交流など
・今年度は新型コロナ感染症拡大防止の対策のため、地域交流はすべて中止。

令和３年度ブライト保育園横浜松見町

事業報告書

Ⅰ．保育所の運営
（１）定員

６０名

（２）年齢別入所児童数（令和４年３月３１日現在）
夢（０歳）
６名

虹（１歳）
８名

月（２歳）
１０名

星（３歳）
１１名

宙（４歳）
９名

華（５歳）
１２名

合計
５６ 名

（３）職員数
・園長
１名
・主任
１名
・保育士
１１名
・パート保育士
１０名
・調理士・栄養士 ４名
・嘱託医
２名（内科 １名・歯科 １名）
計 ２９ 名（令和４年 3 月 31 日現在）
（４）職員会議の開催状況
園の円滑な運営と事業推進のため次の職員会議を行う。
・定例職員会議（毎月） ・クラス会議（月１回） ・非常勤職員会議
年３回
・各係 会議（随時）
・給食会議（毎月）
・乳児会議、幼児会議（不定期）
・昼ミーティング（毎日） ・１対１MT（年３回）
（５）研修会、勉強会（人材育成、保育の質の向上）の取り組み状況
保育所ニーズに応え、上部団体・各種団体の開催する研修会・研究会に参加。
外部のみならず、内部においても各種勉強会（アレルギー提供研修、嘔吐処理研修、新入社員
研修など）を実施。今年度は外部研修（特にキャリアアップ研修）に積極的に参加し、多くの
職員が学びの機会を得ることが出来た。

Ⅱ．保育の実施状況
（１） 保育目標
●年間を通して、事故もなく大きなケガもなく無事に終えることが出来た。
開園４年目となったことから「慣れ」が生む「安心・安全への意識の見直し」の為、
職員一人ずつが「問題意識を持ち、我がごとと捉える」事が出来るよう、毎日の昼ミーティン
グを活用し、運営側からの発信や投げかけを繰り返したり、各職員（特に正職員）に対して、
「信頼して任せる」場面を増やしたことにより、徐々に職員からの発案、投げかけが増えてい
き、運営、保育両面で、活発な意見交換や、活発な動き出しが見られるようになった。その事
で、各クラスの保育にも、職員の考え、思いが込められた活動が増えていったように見られ
た。
●一方で、保育への取り組みの中で共通理解を進めようとした点（認める関わり・柔軟性）に
ついて、個々とは保育の話をする中などで、一致できる事もあったかもしれないが、園全体と
して取り組むまでには至らなかったため、来年度の継続課題として、子ども達の育ちの素地を
作る為に理解を深めていきたいと考える。
●新型コロナウィルス感染症への対策を取りながらの運営を余儀なくされ、今まで以上に対策
の強化をしたものの、その感染力の強さもあり、年明けから立て続けの休園措置にもなってし
まった。 今までの中で一番、コロナ禍における、運営と、継続的な保育と、見通しを持った
保育の重要性を感じた。 この経験を活かしていきたいと思う。
（２） 保育時間
午前７時００分～午後６時００分
（延長保育時間 午後６時０１分～午後８時００分）

（３） 保育内容
・保育所保育指針に基づいた指導計画を作成し、計画的に保育を行うことで、子どもの情緒
が安定するような生活環境を作り、それぞれが自己を十分発揮して活動できるよう促して
いった。
・❛興育❜の考えに重点を置き、より多くの体験、感動から子どもたちが学ぶことを大事に
した運営を心がけた。
・年齢に応じて保育環境を準備し、基本的な生活習慣を身につけるための介助、言葉かけを
行い、自立心を養った。また、遊びの中で集団生活に必要なルールを知らせていった。
・保育士が子ども達の声に耳を傾け、子ども達に経験させてあげたいことを自由な発想の下保
育の実践を行った。
・今年度は、
「英語の課内レッスン」と「体操」の外部講師をお呼びし各月 2 回～３回、3 歳
児以上児対象に時間を設けた。
それまで以上に、運動機能の促進は勿論、
「身体を動かす楽しさ」や「危険に対する考え方」
「集団で運動をする楽しさ」などを経験する事になり、子どもたちにとっても楽しみの時間と
することができた。又、初めての英語レッスンでは年齢に則して英語を通して、日本語以外の
言語がある事、日本以外の文化がある事を知るという経験を増やした。
●新型コロナウィルス感染症の対策に明け暮れた１年になってしまったことも事実であった。
保育内容や「新しい保育園での生活様式」を行政や法人の指示に従い、感染状況に応じて変化
を付けながら運営。
★主だった保育変更内容として、以下のものがあった。
・年間行事で設定していた行事の集会などは、全園児で集まる事は年間通してなく、各クラス
毎、幼児のみ、乳児のみ等都度変化を付けて対応。 保護者に対しては園内で過ごす園児の様
子を見て頂く事は難しかった。
・体操、英語も、まん延防止重点措置期間や、臨時休園（複数回）機関などは、一切実施でき
なかった。
・特に幼児クラス園児に対しては衛生面の意識付けを強化し、
「咳エチケット指導」
「手洗い指
導」
「はなかみ指導」などを導入
・保護者参加の行事は、ほぼ実施内容を変更又は中止となった。運動会では、華組父兄（各家
庭１名）のみの参加とし、他学年は動画撮影をし、ＹｏｕＴｕｂｅ配信。生活発表会は、休園
などもあり、全クラスＹｏｕＴｕｂｅ配信に切り替えとなった。
（４） 実施した特別保育事業
延長保育促進事業
（５） 実施した主な行事
新型コロナウィルス感染症への対応の為多くの行事が中止または実施概要の変更を余儀なく
された。
（年間行事予定用参照）

Ⅲ．給食の実施状況（食への取り組み）
・インスタントやレトルト食品は極力使用せず季節の食材を取り入れた手作りで和食中心の献立を
実施した。
（おやつについても手作りにこだわった）
・毎月行われる給食会議で、離乳食児への配慮の仕方それに伴う家庭との連携の取り方の確認や、
子どもたちの食べ具合などを考慮し、メニューの改善や食材の幅を
広げるなどの工夫を心がけた。
・アレルギー体質の子どもへの対応策の改善、改革を常に心がけ、保護者の方との連携を密にして
子どもにあった食材、ミルクの使用を行った。
・園庭での野菜栽培に取り組み、収穫した野菜をその場で洗って、給食の一品にしたり
と、食体験を通して食べたいもの、好きなものが増え購入して食べるのとは一味もふた味も違う
職を体験することが出来た。

・給食や食事についてわからないことをいつでも聞いてもらえるよう「質問箱」ようにした。

Ⅳ．子育て支援
・コロナ対策の為時間に限りは合ったものの保育参観後の質問に応じたり、個別面談を通じて、育
児、食育などに対する保護者の声に耳を傾けアドバイスや励ましを行った。
・いつでも育児について、また、保育園に関して、疑問・要望を受けることが出来るよう「意見
箱」を設置し、アドバイスをしたり、園だよりや掲示をして明文化するなどの工夫をした。
・各保護者参加行事の後には、随時父兄アンケートを実施。アンケートに対する質問などには掲示
などをして解答したり、園長が面談をするなどして解消した。また、今年度初めて、年度末に運
営全般に対しての保護者アンケートを実施。集計後、結果を配布して開示した。

Ⅴ．健康管理の実施状況
（１） 児童
① 小児科
・年間を通して０歳児クラス園児は毎月、他園児は年間で２回、園嘱託医による内科検診を
実施した。
・新入園児に対しては、同じく嘱託医による「入園前面談」を進め受診後、入園決定とした
② 歯科
従来は、年２回（７月、１２月）に、園嘱託歯科医による歯科検診と、幼児クラスは歯磨き
指導を実施するところ、調布市の指導により、今年度のみ年一回の実施となった（新型コロ
ナウィルス感染症対策の為）
。
（２） 職員
① 定期健康診断
年１回、健康診断を正職員に実施した。
② 検便
毎月、専門業者に依頼し「赤痢・サルモネラ菌」
「病原性大腸菌」は全職員、１０月～３月の
み「o-157 検査」を給食職員と０歳児クラス対応職員（８～１０名程）に実施した。

Ⅵ．非常災害危険防止の実施状況
（１） 避難・消火・通報訓練
月１回、いろいろな場所からの出火を想定して避難・消火・通報訓練を実施した。
また地震を想定した防災訓練も実施した。
（２） 防犯訓練
年１回、不審者出現を想定した防犯訓練を１１０番通報訓練も含めて行った。
考え得る様々な場面（園内外）
、シーンを想定してのより実践的な不審者訓練を実施した。

Ⅶ．地域交流など
〇新型コロナウィルス感染症対策の為、中止とした。

令和３年度新砂田保育園事業報告書
Ⅰ．保育園の概要
（１） 所在地：名古屋市緑区砂田２－５１２
（２） 定員
0 歳児
12

1 歳児
18

２歳児
20

３歳児
20

４歳児
25

５歳児
25

合計
120

（３） 令和２年度の園児数（４月１日現在）
0 歳児
1 歳児
2 歳児
3 歳児
11
17
24
24

4 歳児
24

5 歳児
24

合計
124

（４） 職員数（予定）
・園長
１名
・副園長
１名
・主任
１名
・保育士
16 名
・パート保育士
5名
・調理（栄養士） 2 名 ＋1 名（パート）
・リトミック講師（外部） １名
・体操教室講師（外部） １名 ・英語講師(外部) 1 名
・嘱託医
２名（内科 １名・歯科 １名）
計 32 名
（５）事業年度
（６）開園時間

（７）年間行事

令和３年４月１日～令和４年３月３１日
午前７時１５分～午後７時１５分
（延長保育時間
午後６時１５分～午後７時１５分）
＊別紙参照

（８）職員会議について
園の円滑な運営と事業推進のため次の職員会議を行う。
・定例職員会議（毎月） ・クラス会議、給食会議（月 1 回） ・リーダー会議(月 1 回)
・各行事職員会議（諸行事前後）
・定例会議（月 1 回）
・各種係会議（随時）
など
（９）研修会、勉強会（人材育成、保育の質の向上）の取り組み
・保育所ニーズに応え、児童福祉・地域福祉の一層の展開を図るため職員の資質向上は極
め
て重要であり、上部団体・各種団体の開催する研修会・研究会に積極的に参加。
・外部のみならず、内部においても各種勉強会（マナー講座、コミュニケーション研修、
保育所保育指針研修、食育・救急講習など）を実施。
・法人全体の職員を対象とした交流イベント、全体研修(済聖会アカデミー)に参加する。
（10）小学校・行政機関との連絡協調
保育所に対する理解を深め、協力、連携を図るため近隣施設との交流強化
幼保小連絡懇談会の実施 職場体験受け入れ

Ⅱ．基本事項
（１）法人理念
関わるすべての人の「ハッピー」を追及することをもっとも大切な使命とこころえています。

（２）保育理念
「園児」の「生きる力」
（独り立ちし社会の中で生きていく力）の基盤づくりを支援する
＜支援したい姿、力＞
「自分という存在を肯定的にとらえ、自ら学び・考え、主体的に判断・行動し、よりよく
問題を解決する力」
＜大事にしたいこと＞
就学準備という狭い見方ではなく、広い意味での「人生のための学び」を大切にする

（３）保育モットー
「つよく、ゆたかに、キラキラと」

Ⅲ．今年度の園目標、運営目標
「めざせ！！好きなものに夢中になれる砂田っ子！！」
・・・卒園する時にこんな姿になってほしい
・ベースは「安心安全」
「主体性」
「自己肯定感」
・夢中になるからこそ、そこからの学びが自分のものとなる → 好きこそものの上手なれ
・好きなことを通じて経験したこと → 将来の「生きていく力の糧」となる
<園目標>
① 環境の充実、環境作り
・今までの遊びをベースに、変える必要はない
・今までの遊びプラスたくさんのものや事柄に触れる
・年齢に応じた遊びを飛び越えてみる
② みんなちがって、みんないい
・好きなことや得意なことは子ども自身が見つけること。保育者も子ども一人ひとりの良いところ、
向いていること、特徴、考え方、モノの見方・・・その子自身のそのままの姿をたくさん見つけて
あげよう
<運営目標>
「ポジティブな声掛け！素敵なところを認め合おう！」
・自分の行動をメンバーに認めたり褒められたりすると自己肯定感が上がる。
・お互いの良いところをたくさん見つけて、声に出してお互いを認め合える関係を作る。

＜園目標実現のための取り組み、意識すべきこと＞
《大方針》
① 子どもたちと向き合う時間を最優先し、時間と心のゆとりを持って、保育（仕事）を楽しむために
今までやっていたことの見直し、軽減を図る。（＊行事、委員会、書類、各種ルール、しくみ など）
② やるべきこと、意識すべきことの「シンプル化」と「メッセージ性」強化
③ 子ども達の好きなことを見つけるために、さまざまな遊びの環境作りを行う。
子ども達自身で自分の好きなことを知るきっかけ作りを行う。
《3 ヵ年計画の継続として》
１） 園目標→各クラス目標→個人目標という目標の「連鎖」を図る
＊園および個人について３ヶ年というレンジでの目標設定に
２） 「長期、中期、短期のＰ－Ｄ－Ｃ－Ａサイクル」の意識と実践
３） ミーティングのクオリティーの見直しと徹底
＊より本質的で基本となる「言葉」の意味、意義の共有、確認を図る
＊ねらい、目的の明確化
４）次世代を担う若手リーダーの育成
＊３ヶ年ビジョンの理解と浸透 ⇒ 「語り部」として影響力を発揮

◇その他取り組み強化テーマ
（１）「より良い保育」
「より一層の安全・安心」への取り組み強化（＊済聖会３ヶ年計画の一環）
・済聖会各園のノウハウ、ナレッジを共有し、進化させる
・職員のリスク管理能力高める指導、勉強会などの強化、安全対策ツールの強化
・マニュアルなどの再確認、整備
（２）給食、食育のさらなる充実を図る ＊「食」へのこだわりの強化
・給食のラインナップ充実(オリジナル献立)）を図る ＊複数園による持ち回り献立作成
・園の菜園での計画的野菜栽培活動による食育の強化を図る
・「お弁当箱の日」の継続的実施
・「ラッキーベジタブルデー」にて食への興味を持てるようにする
（３）「視える化」の見直し
・園だより、連絡帳、フェイスブック、毎日の様子などの情報発信ツールの効率的かつ有効
なやり方
・保護者との直接的コミュニケーション機会増とコミュニケーションスキルの向上
＊職員の「伝える力」の強化
（４）地域との関わり、貢献の強化
・老人介護施設など近隣各種施設への慰問訪問
（５）職員の資質、レベルの向上（＊済聖会３ヶ年計画の一環）
・済聖会アカデミー（講演、研修）への参加促進
・人が育つ、人を育てる風土づくり（取り組み３年目）

Ⅳ．職員体制、職員育成
（１） 権限委譲による職員の主体性強化とスピード運営（意思決定、現場展開など）
（２） 副園長、主任、リーダーによる現場指導強化、OJT 強化
（３） プロセスデザイナーによる、保育、チーム作り、働き方の向上
（４） 園内情報（共有事項の強化）
、コミュニケーションの活性化
＊一部の事項を除き、全員が同じ情報（量）を持つ、共有する
（５） 開園以来継続してきた各種委員会活動のクオリティーアップ
（６） 自己申告制（参加したい研修テーマ）による社外研修参加機会の拡大
（７） 外部に目を向け新たな学びと刺激の機会を持つ（外部園見学、交流など）

Ⅴ．地域との連携・地域子育て支援
（１） 地域の子育て支援活動の継続とさらなる内容、レベルの向上
＊一つの「完成形」をめざす
（２） 地元小中学生向け「町探検」「職場体験」の受け入れ
（３） 短大および４年生大学保育および調理実習生の積極的受け入れ
（４） 介護施設への慰問訪問や地域活動への積極的参加

令和３年度

ブライト保育園調布仙川業報告書

Ⅰ．保育園の概要
（１） 所在地：東京都調布市仙川町３－１７－６
（２） 定員：９０名
0 歳児
５

1 歳児
１０

２歳児
１５

３歳児
20

４歳児
20

５歳児
20

合計
90

（３） 令和３年度の園児数（３月１日現在）
0 歳児
1 歳児
2 歳児
3 歳児
５
1０
1４
1７

4 歳児
１１

5 歳児
１３

合計
７０

（４） 職員数（予定）
・園長
１名 ・主任 １名
・保育士
１２名
・非常勤保育士
６名
・調理（栄養士） ３名
・嘱託医

２名（内科 １名・歯科 １名）

（５）事業年度

・看護師 1 名

計 ２６名

２０２１年４月１日～２０２２年３月３１日

（６）開園時間

午前７時 00 分～午後 8 時 00 分
（延長保育時間
午後６時 01 分～午後 8 時 00 分）
（７）職員会議について
園の円滑な運営と事業推進のため次の職員会議を行う。
・定例職員会議（毎月） ・クラス会議（月１回） ・行事職員会議（諸行事前後）
・各種係会議（随時） ・給食会議（毎月）
・非常勤職員会議（随時） ・1 対 1 面談（年３～4 回） 等

（８）研修会、勉強会（人材育成、保育の質の向上、安全、衛生面）の取り組み
・コロナ感染症の影響で外部研修に積極的に参加できなかった。
・内部の各種勉強会（事故防止、乳幼児救急、感染症防止、アレルギー児対応、食育研修
など）を実施した。
・済聖会アカデミーに参加した。
（９）小学校・行政機関等との連絡協調
・感染症の影響で近隣施設との交流強化が難しかった。
・巨人軍交流事業等
・行政機関より依頼を受け、地域の FM 放送で園の地域交流の紹介をした。
・小学校からもらったポスターを５歳児に掲示して小学校生活への興味を持った。
・地域の園芸店に行き、買い物を通して交流を図った。

Ⅱ．保育目標
（１） 保育目標（方針）
【ミッション】

関わるすべての人の「ハッピー」を追及することをもっとも大切な使命とこころえています。
「園児」の「生きる力」
（独り立ちし社会の中で生きていく力）の基盤づくりを「アタマ・ココロ・
カラダの三位一体“興育”
」を通じて支援する。
【モットー】
「つよく、ゆたかに、キラキラと」を保育モットーとしています。
生きていくうえで大切な「つよさ、ゆたかさ、キラキラ」を園児自らが身につけることを支援した
いという「思い」と「姿勢」が表れています。
【保育目標】
“私は私（自分らしく生きる）
、私はみんなの中の私（みんなと共に生きる）
”
《一個の主体として生きていく基本姿勢を育む》
① 自分の思いを表現する
② 自分で積極的に「ヒト、モノ、コト」に取り組む
③ 自分で考え、工夫し判断する
④ 他者の思いに気づき、他者の思いを受け止めていく
【保育の関わり方】
① 子供の思いを受け止める
② 子供が自分で経験することを大切にする
③ 子供が自分で考え工夫することを大切にする
④ 子供が自分で気づくように言葉かけをする

Ⅲ．今年度の重点取り組みテーマ
＜年間テーマ＞
「

安全を守り、ひとりひとりと向かい合う『応答的、共感的』保育の第一歩！

」

＜取り組み＞
Ａ マニュアルの整備
◆

マニュアルの理解、浸透、実施
・場面ごとに必要とされるマニュアルを整備し、内容を検討して浸透を図る。
・実施した後に内容をマニュアルを元に精査することで、完成度を高めていく。
・特に防災に関しては、喫緊の課題であり、４月以降集中的に取り組む。
・防災用品、避難食と水については補助金を活用しながら適正数を確保する。

Ｂ
◆

「応答的な関わり」と「共感的な関わり」

乳児期
・甘えを受容し、ふれあいを通した応答的な関わりを大切にして、情緒の安定を図る。
・子どもにとっての「安全、安心な場所」となるように物的環境を整えると同時に、関わる大人
は人的環境となる様関わっていく。
・乳児クラスの環境整備⇒一人一人が好きな遊びを自ら選び集中して遊び込める空間作り。
・関わる職員の固定化 ⇒安定的に過ごせるように、乳児に対しては主にどの時間帯でも乳児
クラス職員が関わる様に編成する。

◆

幼児期
・自分からやろうとする気持ちを認め、思いに共感し見守りながら子供に関わる。
・3 歳児からは「言葉のコミュニケーション」を取る保育になる事を意識し、
「共感的な手助け」
」
「共感的な見守り」と段階を経て、就学に備えていく事ができるように保育の連鎖を図る。
・幼児クラスの環境整備⇒集団でいる時間と個でいる時間の場所の区分けをしっかりとり、子
どもの人格を認めた「パーソナルスペース」も設定し、一日を通して主体的に過ごせるように
設定する。
・基本となる「共感的な関わり」を基に、幼児クラスの活動の連動を図る為、教育分野の活動は
主な道しるべを作成し、各職員が子どもの姿を見ながら取り組めるようにする。
・正しい日本語を話せるように、大人が間違った日本語を使わないように気を付ける。

Ｃ

園内の連携がとられるように工夫する
◆
・各クラスが今どんなことに取り組んでいるのかを園内で共有する。
・前週に翌週の保育内容を話し合う時間を作り、園内の設備や場所の使い方が重ならないよう
にする。
・事務時間が平等にとれるように、全体でシフトを調整する。
・職員の休憩時間が確保され、時間内に業務が終わるように園内全体で協力する。

Ⅳ．職員体制、職員育成
（１） 組織体制導入による権限委譲と適正運営
（２） 年間の研修計画を立て、参加したい研修テーマを中心に積極的に研修に参加する。
（３） 受講した研修の内容を園内で報告する。
Ⅴ．地域との連携・地域子育て支援
（１） 地域の子育て支援活動の継続
（２） 地元小中学生向け「職場見学」
「保育働き体験」の受け入れ
（３） 短大および４年生大学保育および調理実習生の受け入れ枠（人数）の拡大
（４） 町内会活動への積極的参加と地域貢献
※上記はすべて感染症状況を考慮し、十分な対策をした上で可能な場合にのみ実行する。

令和 3 年度ブライト保育園福岡高宮事業報告書
Ⅰ、保育所の運営
定員：60 名
（1） 園児数・職員配置（令和４年３月 31 日現在）
ゆめ

にじ

つき

ほし

そら

はな

（0 歳）

（1 歳）

（2 歳）

（3 歳）

（4 歳）

（5 歳）

定員

6

8

10

12

12

12

60

在籍数

8

10

12

15

17

17

79

合計

・園長 1 名 ・主任保育士 1 名 ・保育士 9 名 ・パート保育士 4 名 ・栄養士 2 名
・パート調理 1 名 ・体操教室講師（外部）1 名 ・英語教室講師（外部）1 名
・嘱託医 2 名（内科 1 名、歯科 1 名）
計 22 名（令和 4 年 3 月 31 日現在）
（2） 職員会議の開催状況
・定例職員会議（毎月）

・未満児会議、以上児会議（毎月）

・給食会議（毎月）

・行事担当者会議（随時）

（3） 研修について
・主任保育士専門研修会
・南区グループ研修他、各種団体の開催する研修に参加
・園内研修 第１回「保育の質を高めるために」リフレーミング・事例研修
第２回「深刻事故の予防と対応のために」
第３回「0・1・2 歳児の保育環境」
（4） 小学校、行政機関との連絡協調
・保幼小連絡会（新型コロナのため中止）
・小学校訪問見学（新型コロナのため中止）
・保育所児童保育要録の送付（令和４年３月９日発送）
Ⅱ、保育の実施状況
【法人理念】
かかわるすべての人の「ハッピー」を追求する
【保育理念】
子どもたちの「生きる力」（独り立ちし、社会の中で生きていく力）の基盤づくりを支援する
【基本方針】
アタマ・ココロ・カラダの三位一体「興育」～興味・体験・感動・気付き～
【保育目標】
・
「つよく ゆたかに

キラキラと」

生きていく上で大切な事を園児自ら身に付ける事を支援していく
・自分のことは自分でしようとする子ども
・自分で感じ行動できる子ども
・意欲的で創造性豊かな子ども
（5）福岡高宮の目標
子どもも親も幸せになる保育園
（6）福岡高宮の目指す子ども像
・心も体も元気な子ども
・自分で考えて行動できる子ども
・感性豊かな子ども
・思いやりのある子ども
（5） 今年度の園目標・運営目標
（1） 運営目標
保育の質の向上を図る
（2） 園目標
・保護者と子どもの育ちの共有（保育の見える化）
・子どもにとって最善の人的、物的環境の整備
・業務の標準化、効率化

（1） 保育時間

7 時～20 時

（延長保育時間

午後 6 時～午後 8 時）

（2） 保育内容
・保育所保育指針に基づき「全体的な保育計画」を作成し、子どもの発達過程を踏まえながら
養護・教育・食育、年齢に即した指導計画を作成し、計画的に保育を行っていった
・子ども主体の保育を目指し、否定語、禁止語、命令語を使わない保育を日々、心がけた
・大人が決める保育ではなく、子どもが選べる保育、環境を整えていった
・大人が先走ることなく、子どもの声を聴く姿勢を持つようにし、子どもの育ちを信じる保育
を目指し、日々の保育にあたった
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、保育参観・参加は中止となったが、
園だより、クラスだより、保健だより、給食だよりを配布し、園生活や今の子どもの姿を
保護者に伝え、育ちを共有した
・お当番活動や皮むき体験、栽培活動を通して、食事を取り巻くさまざまなことを身近に
感じられる保育を実践した
・年 2 回の内科健診、年 1 回の歯科検診、尿検査（4、5 歳児のみ）
毎月の身体計測の実施を行いながら健康管理に努めた
・誕生会を毎月一度開催し、互いの誕生日を祝い合った

（3） 外部講師の指導状況

指導内容

（4）

指導回数

体操教室

水曜日（年間 23 回）

英会話教室

火曜日（年間 30 回）

実施した主な行事
※別紙「年間行事計画表」参照

Ⅲ

給食の実施状況（食への取り組み）

・安心、安全な給食の提供を基本とし、アレルギー児の代替食にも対応し安全に配慮した提供
を行った
・行事食の提供

（年４回計画した「バイキングの日」は、新型コロナウイルスのため中止）
・行事の際、季節の野菜や料理の話しをしたり、野菜の栽培、収穫の実施をしながら実際に
旬の野菜を目と手でも味わった
・そらまめ、とうもろこし、玉ねぎ等の皮むき体験
・栄養士による「三つの栄養素」
、「だし」のお話
・正しい食具の使い方、食事マナーを繰り返し伝えていく
・
「早寝・早起き・朝ご飯」の規則正しい生活のリズム作り
・様々な食材に興味が持てるような活動の導入
・
「みんなで食べることは楽しい、おいしい」を当たり前に感じられるような関わり、配慮
・保育園や家庭にて、食材、メニュー、味など食事に関わる会話を通して、食べることの
楽しさを感じると共に、自分の体を大切にする気持ちを育む関わり、配慮を行った
Ⅳ 健康管理の実施状況
（1） 児童
① 小児科 年 2 回（５月・10 月）園嘱託医による健康診断の実施
② 歯科

11 月（６月予定がコロナのため延期）
園嘱託医による歯科検診を実施

（2） 職員
① 定期健康診断
② 細菌検査

年 1 回、健康診断を実施（全職員）
毎月、専門業者による「赤痢・サルモネラ菌」
「病原性大腸菌」の検

査を実施
Ⅴ 非常災害危険防止の実施状況
・不審者侵入（防犯）訓練…南消防署員が来園。実際に刃物を持った不審者が侵入した
定で通報、避難の実施
・就学前の年長児に対する防犯教室（南警察署）の実施
・洪水・高潮訓練、通報訓練の実施

2021 年度
1

ブライト保育園福岡東比恵事業報告書

保育園の概要

（1）所在地

福岡県福岡市博多区東比恵 2 丁目 12 番 39 号

（2）定員 60 名
（3）年齢別入所児童数（令和 4 年 3 月 31 日園児数）
ゆめ

にじ

つき

ほし

そら

はな

(0 歳)

(1 歳)

（2 歳）

（3 歳）

（4 歳）

（5 歳）

定員

6

8

10

12

12

12

在籍数

8

9

12

15

16

11

（4）職員数
・園長

1名

・主任 1 名

保育士 14 名

・調理員

1名

・嘱託医

2 名（内科 1 名・歯科 1 名）

・管理栄養士 2 名

計 21 名（令和 3 年 4 月 1 日現在）

（5）事業年度

令和 3 年 4 月 1 日 ～ 令和 4 年 3 月 31 日

（6）開園時間

午前 7 時 ～ 午後 8 時
（延長保育時間 午後 6 時～午後 8 時）

（7）職員会議・その他会議について
（円滑に運営を行うにあたり会議を開催し、計画を持って行事等進める）
・定例職員会議（毎月）

・クラス会議（毎月 1 回）

・リーダー会議（需要に合わせて）

・乳児・幼児会議（月 1 回）

・給食会議（毎月）

（8）研修会について（保育の質の向上、保育士としてのスキルアップ向上を目指す）
・各種団体の開催する研修会・研究会に参加
・救命救急、AED 講習受講、感染症予防講習会
（9）小学校・行政機関との連絡協調
就学児童受け入れ校との連携を図るため近隣施設との交流強化の要望
幼保小連絡懇談会の実施

2

保育理念・方針・目標
【保育理念】子どもたちの「生きる力」
（独り立ちし社会の中で生きていく力）の基盤づくりを
支援する
【基本方針】アタマ・ココロ・カラダを育む三位一体興育（興味・体験・感動・気づき）
1. 子どもたちの興味を引き出すより多くの機会を提供する
2. 子どもの思いを受け止める
3. 子どもが自分で経験することを大切にする
4. 子どもが自分で考え工夫することを大切にする
5. 子どもが自分で気づくように言葉かけをする
【保育モットー】
「つよく ゆたかに キラキラと」をモットーとしています。
「つよく」＊我慢強さ、打たれ強さ、諦めない気持ち、負けない強さ（健全なる競争心）
＊健康増進、健康な体つくり
＊自分で考え、自分で行動する、常にプラス思考
「ゆたかに」＊心の豊かさ、豊かなコミニュ二ケーション、創造性の豊かさ、豊かな感性を育
てる
「キラキラと」＊ココロの輝き
＊何か一つでも好きで夢中になれるものを見いだし、探究心・持続力・集中力
を養い、自分に対して自信を持って輝いている

3

今年度の運営目標、園目標
目指す保育：
【子どもと共に育つ保育】

①

子どもの尊厳を踏まえた保育

②

援助の視点を身につけ、主体性を子ども側におく保育

4

保育園運営

①0 歳でも、1 人の人間として尊厳持っている。保育士はそれを踏まえて保育する必要があ
る。7 尊厳ある人間を相手にしているのだから、相手が何歳だろうと黙ってオムツを触るの
は失礼である。尊厳を踏まえた保育をするならば、子供に声をかけながら行っているはずで
ある。子供の顔を見ながら「ちょっとごめんね」とか、「オムツどうかな？」などと声をか
けて相手に意思を疎通させる気持ちを持って接する。「あ、いっぱいだね。取り替えよう
か？」と確認して伝えたら、子どもは発達段階に応じて、保育士のアプローチを受け入れる
準備をすることもあるだろう。まだそのような発達段階でなかったとしても、声かけを積み
重ねることで徐々に成長させていくことができる。初めから「どうせ小さいからわからない
だろう」と思って関われば、子供はそのようにしか育たない。大人がその子の能力を信じな
いことによって、その子の発育の上限はそこまでにされてしまうのである。
子供には成長の連続性がある。「0 歳の子はどうせわからないだろう」と思って日々の保育
をしてしまえば、その影響は 1 歳の時も 5 歳の時も出てくるのである。より真剣な保育を
しようと思えばどのような些細な関わりであっても、保育士は配慮、配慮の連続である。
丁寧な保育をすれば、子供の姿に明らかな結果を出していくことは想像がつくはずである

②子供の姿はバネのようなものである。押さえつければ、その勢いをどこかで跳ねて表わ
そうとする 。保育士はそれが困ると思うと、もっと強く、常に押さえつけ続けなければ
ならなくなる。＊声の大きさも同じ。保育士が、保育においてのレベルで自主性・主体性
を理解していないと、保育はいつのまにか支配や管理になっていく。そうなると、その園
の保育士は支配・管理が上手いことが良い保育士の条件になっていく。しかし家庭・地域
の養育力が多くあった 30 年、40 年前の時代であればともかく、女性の就労状況の激化や保
育の長時間化、低年齢化などが進む現代においては、支配・管理の多い保育は本当の意味
でその子に最善の利益を与える保育ではなくなってしまう。個々に必要な援助をしていく
ことで、”自主性・主体性”を子供側においた保育が成り立っていく。それは、力技で子
供の姿を作り出してしまうことに比べると遠回りのようであるが、長期的な目で見ればず
っと近道である。子供は自分のことを押さえつける人には厚い信頼を寄せないが、自分の
ことを尊重し援助をしてくれる人にはきちんと信頼を返していく。その信頼感は、効率的
に子供を支配していくよりも、ずっとよい形で子供に成長を遂げさせていくのである。そ
れは、支配や管理で子供を保育士の望む姿にしようとするよりも、結果的にたやすく子供
をあるべき行動へと導けるのだと考える。

5

その他の取り組み（行事計画）
（1）保育関係
・園便り・保健便り・給食便り・行事手紙・クラス便りの保護者へ配布し行事内容を詳細に
知らせる
・保育参観・クラス懇談会・個人懇談を実施し、保護者との連携を図る
・インターネット・ホームページによる行事のお知らせ等
・Facebook の視える化と参加型の導入
（Facebook 利用者以外も閲覧できるよう園内に掲示。子どもと共に楽しく参加できるよう
「いいね」ステッカーを月 1 回導入。親子と楽しむ時間を提供し Facebook に興味をもっ
てもらえるようにする）
・児童の健康管理とし、年 2 回内科検診・年 1 回歯科検診、毎月身体測定の実施
＊2021 年度年間行事予定は別紙参照
（2）給食・食育
・安心・安全な食の提供の強化（誤飲・誤食を完全に防ぐ）
・保護者向け給食試食会導入（年間１回）
・食育として園全体でお箸の正しい使い方・食事マナーの導入
・食に関するＰＯＰ掲示を行い食への関心を広げる
（3）職員体制、職員育成
・目標達成シート作成(自己の目標を達成するためにＰＤＣＡサイクルの習慣化を身につけ
さらに高いレベルのＰＤＣＡを回す(スパイラルアップ)を目指し、自己成長へと繋げる。
・園内情報、コミュニケーションの活性化
＊一部の事項を除き、全員が同じ情報（量）を持つ、共有する

（4）安心・安全対策・防災関係

・安心安全保育を目指すうえで危険回避力スキルを上げるために危険予知力をつける。
・ヒヤリハットの活用により安全文化・安全教育の安心を目指した保育の実現。保育士全員
の意識の向上強化。また、お散歩時の園外保育チェックリストの活用により安全に努める
・具体的な避難訓練の実施（子ども自身が身を守る訓練導入）
・不審者訓練実践実施（いろいろな場面を想定しながらおこなう）
・災害時、避難所への避難の仕方、避難食の確保、避難食提供リストマニュアルを全職員把
握
・園独自の AED 講習会・エピペン講習会・ＳＩＤＳ研修を開催し、全職員が対応できるこ
とを目指す
（5）
・地域交流
・地域小学校への訪問希望の申し入れ（小学校の見学等）
・短大および４年生大学保育および調理実習生の積極的受け入れ
・町内会活動への積極的参加と地域貢献

（6）新型コロナウィルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症の拡大防止として自治体等と連携を図りながら、園児、保護
者様、職員の安全を最優先に考え、感染予防策を実施、強化した。
【職員による対策】
○日常生活において、咳エチケットや手洗い・手指消毒、密を避ける行動等の対策の徹底
○保育施設内でのマスク着用や手洗い、手指のアルコール消毒等の衛生管理を徹底
○昼食時など、マスクを外している際は向かい合わせでの喫食を避け、パーテーション
で飛沫感染を防止。
【保育施設内の対策】
○乳児の玩具やドアノブ、電話の受話器や PC キーボード、タブレット等は使用の度
消毒。
○3 つの密を避けるよう、定期的な窓明けや加湿空気清浄機による換気の徹底。
【園児・保護者への対策】
○登園児の検温・手洗いを徹底。
○戸外活動後・給食前・おやつ前の手洗い徹底。
○「手洗いのうた」を活用し、園児が楽しく清潔を保てる工夫。
○保育室への入室制限
【来園者への対策】
○日常生活における咳エチケット・手洗い・手指消毒の実施。
○地域の感染状況により、保育室への入室制限。

●年間スケジュール
（4 月～9 月）
月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

行

事

●

発育測定

●

避難訓練

●

交通安全指導（3・4・5 歳児）

●

誕生会【４月生まれ】

☆

子育て支援＜毎月第 2 金曜日＞

●

こどもの日の会

●

発育測定

●

避難訓練

●

交通安全指導

●

誕生会【5 月生まれ】

☆

子育て支援＜毎月第 2 金曜日＞

●

尿検査（4 歳児以上）

●

歯科健康診査

●

発育測定

●

避難訓練

●

交通安全指導

●

誕生会【6 月生まれ】

☆

子育て支援＜毎月第 2 金曜日＞

●

夏祭り＆作品展（4 日）中止

●

七夕祭り（7 日）

●

水遊び開始

●

発育測定

●

避難訓練

●

交通安全指導

●

誕生会【7 月生まれ】

☆

子育て支援＜毎月第 2 金曜日＞

●

発育測定（頭囲・胸囲）

●

避難訓練

●

交通安全指導

●

誕生会【8 月生まれ】

☆

子育て支援＜毎月第 2 金曜日＞

●

園医による定期健康診断

●

発育測定

●

避難訓練

●

交通安全指導

●

誕生会【9 月生まれ】

☆

子育て支援＜毎月第 2 金曜日＞

保護者参加行事

〇

年齢別個人懇談会

◎

運動会（19 日）
（東光小体育館）

（10 月～3 月）
月

10 月

11 月

12 月

1月

2月

3月

行

事

●

衣替え

●

発育測定

●

交通安全指導

●

誕生会【10 月生まれ】

☆

子育て支援＜毎月第 2 金曜日＞

●

作品展

●

秋の園外遠足【3・4・5 歳児】

●

発育測定

●

避難訓練

●

交通安全指導

●

誕生会【11 月生まれ】

☆

子育て支援＜毎月第 2 金曜日＞

●

クリスマス会

●

発育測定

●

避難訓練

●

交通安全指導

●

誕生会【12 月生まれ】

☆

子育て支援＜毎月第 2 金曜日＞

●

おめでとう会・もちつき（5 日）

●

発育測定

●

避難訓練

●

交通安全指導

●

誕生会【1 月生まれ】

☆

子育て支援＜毎月 2 金曜日＞

●

節分（豆まき会）

●

お別れ遠足【3・4・5 歳児】

●

園医による定期健康診断

●

発育測定（頭囲・胸囲）

●

避難訓練

●

交通安全指導

●

誕生会【2 月生まれ】

☆

子育て支援＜毎月第 2 金曜日＞

●

ひなまつり会

●

お別れ会

●

発育測定

●

避難訓練

●

交通安全指導

●

誕生会【3 月生まれ】

●

進級式

保護者参加行事
◎

引き渡し訓練

◎

生活発表会（19 日）＊年齢別

◎

保育参観・進級説明会＊動画配信予定

◎

卒園式

＊園児のみ

☆

子育て支援＜毎月第 2 金曜日＞

2021 年度ブライト保育園安城桜町事業報告書
１.保育理念・方針・目標
【保育理念】
子どもたちの「生きる力」
（独り立ちし社会の中で生きていく力）の基盤づくりを支援する
【基本方針】
アタマ・ココロ・カラダを育む三位一体興育（興味・体験・感動・気づき）
1. 子どもたちの興味を引き出すより多くの機会を提供する
2. 子どもの思いを受け止める
3. 子どもが自分で経験することを大切にする
4. 子どもが自分で考え工夫することを大切にする
5. 子どもが自分で気づくように言葉かけをする
【保育モットー】
「つよく ゆたかに キラキラと」をモットーとしています。
「つよく」＊我慢強さ、打たれ強さ、諦めない気持ち、負けない強さ（健全なる競争心）
＊健康増進、健康な体つくり
＊自分で考え、自分で行動する、常にプラス思考
「ゆたかに」＊心の豊かさ、豊かなコミニュ二ケーション、創造性の豊かさ、豊かな感性を育てる
「キラキラと」＊ココロの輝き
＊何か一つでも好きで夢中になれるものを見いだし、探究心・持続力・集中力を養い、
自分に対して自信を持って輝いている

１・保育園の運営
定員

１１０名（認可定員１３０名）

（１）園児数数

定員
在籍数

ゆめ

にじ

つき

ほし

ひかり

そら

はな

（０歳）

（１歳）

（２歳）

（３歳）

（３歳）

（４歳）

（５歳）

１５

２０

２０

１２

１２

１０

１０

８

２４

１９

１１

１３

２５

１６

（２）職員数
・園長 １名
・管理栄養士

・保育士 １４名
１名

・調理（栄養士） ２名

・非常勤フリー保育士

５名

・保育補助

１名

・委託医３名（内科 １名・歯科 １名・薬剤師 １名） 計２７名（２０２２年３月現在）
（３）職員会議・委員会活動等開催状況
・定例職員会議（毎月月末１回）実施クラス状況の報告
クラス運営の進み具合や悩み等を事前にまとめ話し合う場となり、情報共有することで、改善点
など日々の保育に反映することができた。また、行事予定の確認と打合わせがスムーズとなった
・定例会議・クラス会議・給食会議（毎月１回）実施。すべての会議で議事録をつけることで複数
担任クラスは同じ方向性で保育を進めることができた
・委員会活動の実施（随時）（実施報告別紙）

・行事会議（事前打ち合わせ・デイリープログラム作成にて全職員が把握することで事前準備をス
ムーズに行うことができた）
・全体会議をとおして情報交換、意見交換、話し合いに積極的に参加し意見を述べることができ、
保育士同士の連携の強化に繋がった
・乳幼児会議の導入により、縦の繋がりや他クラスの悩み・保育の進め方について意見交換し、よ
りよく保育を進める為に話し合う時間を設けることができた
・アシスタントリーダー・給食リーダー会議導入により、園全体の体制に目を向け、サポートが必
要なクラスに共通理解をもちサポート活動へと繋げることができた
（４）研修会の取り組み実施
年間２回外部講師による研修開催 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部教授渡辺桜先生
2021 年 5 月 21 日（金）乳児保育テーマ「子どもも保育者も楽しくなる保育」
・乳児クラス保育者に向け、0.1.2 歳児の成長発達を学び、乳児保育での大切な安全保障と子ども
の主体性を保証する援助や環境設定を学び、日常の保育に落とし込み活かすことができた
2021 年 12 月 21 日（火）テーマ「保育者が人的環境としてどう関わり保育をすすめていくか」
・子どもが生き生きと自ら環境と関わる為に、子どもが関わりたくなる物・人・場を保育者が作り、
保育者の役割は共同作業者であり、理解者になれるようにしていくことを学んだ

・各種団体が開催する研修会やキャリアアップ研修に積極的に参加し、保育士個々のスキルア
ップに繋げることができた
園内職員間研修

・園児の安全を守るため、グループごとにて全職員が参加し各種勉強会を導入実施、内容の想
定を立て、ＡＥＤ講習・エピペン研修・ＳＩＤＳ研修を毎月意欲的に行い、誰もが対応でき
るよう強化をはかった

２．重点的な取り組み実施
※自園の「目指すべき姿」
『乳幼児期という大切な時期に「あそび」の中で様々な体験・経験を通して、生きる力の基盤づくりを
目指す。安心・安全な保育を進める中で関わるすべての人の「ハッピー」を追求し、子ども一人ひとり
の思いを受け止め、自己肯定感を高め育みながら、誰からも愛される保育園』を目指す
前提＜3 ヵ年計画：保育目標＞
※園目標：・
「あそび」の中で体験や経験を通して生きる力の基盤つくりを目指す
・自己肯定感を高め育む保育
・安心安全な保育
※運営方針：
「子ども中心保育」
「子ども中心」であることを保育の原則として捉え、子ども一人ひとりについて、人格を尊重し、生活
や遊びを通して生きる力を育み、子どもの主体的な活動ができるよう環境を整え援助しながら保育者も
環境の一部となり関わりを大切にする
2021 年テーマ（園目標を達成する為に）
1・
「保育の質の向上」
2・
「園内研修によるスキルアップ」
3・
「風土改革によるコミュニケーションの活性化」

★「保育の質の向上」
・子どもの主体性・自主性を尊重し、様々な「あそび」の中で体験・経験をしながら自ら楽しむことを
見いだせる力や、進んで物事をやり遂げようとする力を育み、一人ひとりの生きる力の基盤つくりが
できるよう援助することができた
・
「できる！」
「できた！」という達成感が感じられる様々な体験ができる保育の提供によって、一人ひ
とりの子ども達に寄り添い「ほめて」自己肯定感を高めることができた
・子どもが主体的・自発的にあそびたくなる環境つくりの提供や拠点あそびの充実を行い、環境を整え
て安心安全な保育を行うことができた
★「園内研修によるスキルアップ」
職員発信の「保育に活きる研修」チャレンジ研修の導入により、様々なジャンルの研修発表が行われ、
講話や実演を交えての研修により保育のスキルを学ぶ場だけでなく、職員間のコミニケションを図る
場となった （チャレンジ研修報告一覧）
★「風土改革によるコミュニケーションの活性化」
・ハード面・・・毎月「全体 ToDo リスト」掲示により、提出物期限など足並みがそろうようになり、
仕事の効率化へと繋がった
・ソフト面・・・職員一人ひとりが意識し、円滑な人間関係の構築を目指すことができた。ぶつかり
合う場面もあったがお互い寄り添い話すことで、わだかまりがとれ互いに成長しあ
えるチーム力へと繋がった

※その他の取組み
・安全教育導入により子ども達に自らの命の大切さを知らせ、自分の命の大切さを理解する力を育むこ
とができた。主任による体験型安全教育教材により興味を持ちながら生きる力を身につけることがで
きた（手作り絵本など）
・職員会議にて自園に潜む危険性を事故訓練としてリアルに知らせ、情報を知り得ることで危険回避力
強化へと繋げることができ
・ヒヤリハット（気づきのメモ）を活用し、保育には常に危険リスクがあることを職員同士で共有し
「安心安全保育」を進めるよう互いに声掛け、小さな危険が大きな事故に繋がる意識を高く持ち、

危機管理を徹底し安全な保育を目指すことができた

３．保育園運営
・全体的な計画の見直しと年間保育計画・月間保育計画・週間指導計画案・個別記録のＩＴＣ
キッズリーにて書類管理が進み、週間指導計画では環境図添付により事前計画を具体的に立て
見通しを持って日々の保育を進めることができた
・成長発達に合わせた縦のつながりを意識し、自園のオリジナル保育計画に沿って保育計画を進める
ことができた
・「育ってほしい１０の姿」をより具体化にした資料を職員共通認識として活用し、事例など参照に
して年間指導計画・月間指導計画・週間指導計画案へと落とし込むことができた

４・保育実施状況
（１） 保育時間
午前７時１５分～午後８時

（２） 保育内容
・園便り・保健便り・給食便り・行事手紙・クラス便りを保護者へ配布し、行事内容を詳細に知ら
せた。また、新型コロナウイルス感染症についての緊急時には緊急メールを活用して、いち早く
情報を保護者に発信することができた
・コロナ禍の中、今できることを考え感染リスクを検討しながら、保育参観・クラス懇談会・個人
懇談を実施し、園行事を通して保護者との連携を図ることができた
・新型コロナウイルス感染対策について自園での感染対策の見える化の見直しを行い、感染対策の
見える化の強化をすることで、保護者へ感染予防の協力呼びかけを徹底することができた
・毎月インターネット・ホームページによる行事のお知らせを行い、Facebook にて保育の見える
化を引き続き継続し、園児の個人情報の流出の強化に努めた
・登降園管理アプリにて幼児クラスは保育活動を持続的に毎日配信に努めた
・児童の健康管理とし、年 2 回内科検診・乳児クラスは月 2 回の乳児検診・年 1 回歯科検診、毎月
身体測定の実施を行った
・引き続き幼児クラスにて体操教室・リトミックの実施を行い、子ども達に体を動かす楽しさを知
らせることができた
・幼児クラスにて 2021 年度より、英会話教室ＮＯＶＡ導入。英語教育に興味関心を広げることが
できた
・幼児クラス向けの体操教室・英会話教室ＮＯＶＡの課外レッスンを導入し、保育後も期待を持っ
て課外レッスンに参加することができた
＊２０２１年度年間行事予定は別紙参照
※外部講師の指導状況
指導内容

指導回数

体操教室

火曜日 年間 20 日

リトミック

水曜日 年間 12 回

英語教室

木曜日 年間 40 回

（３）
・給食・食育実施状況
・幼児クラスごとの食育委員（保育士・給食職員）にてマナー・畑・クッキング・お箸の指導を４つ
の柱に分け提供をおこなうことで、一年間通して様々な体験や経験の提供ができ、食育の強化へと
繋げることができた
・乳児クラスは視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚の五感を使った食育活動の導入を行い、食育を通して
食への関心へと繋がった
・年長児バケツ稲作りを通して、栽培の難しさや食の大切さに気付き、生長を観察するなかで様々な
発見や気づきがあった
・
「お弁当箱の日」の継続・提供内容の見直しを行い、旬の食材を活かしたメニューの提供ができた
・新型コロナウイルス感染症対策として感染症の流行中には配膳マニュアルの見直しや園児同士が食
材に触れない食育提供方法に切り替え、コロナ禍でもできることを試行錯誤して行うことができた
・給食配膳、配膳マニュアル完全導入による安心・安全な食の提供の強化（誤飲・誤食を完全に防ぎ、
事故訓練内容に落とし込み年度初めに再確認を行った）
・目で見て、触れて楽しみ、学ぶＰＯＰ掲示を行い、食への関心が広がる工夫ができた
・完全給食・手作りおやつの提供を行い、バランスの良い献立作成をした
・基本的に和食中心とし、洋食・中華などバラエティに富んだメニューでの提供実施

・誕生会や季節のメニューでは子ども達が喜ぶ、安城桜町ならではの行事食を取り入れ、四季と文化
を五感で感じられるような工夫を取り入れた
・硝子張り調理室前を利用したおやつ調理実演を実際に子ども達に見せながらランチを楽しむワンプ
レート DAY の食育イベント導入により、作ることへの興味・関心へと繋げ、子ども達が主体的に
参加する姿が多くみられた
・食物アレルギー児への対応の強化を図り、保護者・保育士・栄養士の３者で連携を徹底した。毎月
献立とアレルギー確認書を用いて保護者面談を行い、誤食ゼロで１年間終えることができた

（４） 職員体制、職員育成
・運営方針「子ども中心保育」であることを保育の原則として捉え、子ども一人ひとりの人格を尊重
し、生活や遊びを通して生きる力を育み、子どもの主体的な活動ができるよう環境を整え援助しな
がら保育者も環境の一部となり関わることを目指した

・全園児を全職員で育て、縦と横のつながりを持ちながらクラス運営を進めることができた。他
クラスへの関心を持ち、主任やアシスタントリーダーが、園全体が一つになるよう協調・協同
していくよう働きかけることで連携を持ちながら進めることができた
・乳幼児会議の導入や幼児会議・乳児会議により、より具体的なクラスの流れや、情報を共有す
ることで職員同士話し合う場を増え、クラス運営に活かすことができた
・行事などでは会議の導入により情報交換・活発な意見交換の場として活かし、行事を計画的に
進めることができたが、全職員に行事の進み具合などの情報共有が難しく来年度への課題とな
った
・各委員会年間計画を作成し、計画に基づき１年間の活動を明確に進めることができた
・ToDo リスト導入により仕事量や進み具合の把握を行い仕事の効率化を個々で目指すことができた

・「生きる力」安全保育・事故訓練園内研修の導入の強化をおこない、自園の遊具の活用や配膳
時等の危険が潜む場所の見える化を行い、職員に落とし込むことができた
（４） ・健康管理の実施状況
１・児童
・年 2 回内科検診の実施（5 月、10 月）
・6 月歯科検診の実施
・毎月身体測定の実施を行い保護者へ報告
・乳児クラスは月２回低月齢児検診の実施
２・職員
・定期健康診断（年 1 回全職員対象に実施）
・検便（月 1 回赤痢・サルモネラ菌・病原性大腸菌検査の実施）
・インフルエンザ接種の実施
（５）
・避難訓練・不審者訓練・安心・安全対策・防災関係実施状況

・引き続き安全教育導入により自らの命の大切さを知り、命を守る力を育み、園児体験型による命
を守る力を身につけることができた（掲示物や絵本・クイズなどの活用）
・事故訓練のリアル化により自園に潜む危険を知り回避するために、アシスタント乳幼児リーダー・
給食リーダー・主任により毎月職員会議内にて導入を行い、職員に情報発信することができた

・安心安全を目指し、
「気づきのメモ」
（危険と感じたことをメモ書きで発信）をもとに内容か
らどんな危険性があるかを職員会議にてディスカッションすることで普段から危険察知・予

知を行うようにした
・怪我記録の活用の強化により記入が目的でなく全職員が確認する事で危険個所を知り、同じ
怪我を未然に防ぎ環境の見直し改善へと繋げた
・昨年の園外散歩マップの見直し作成により危険個所を事前に把握しつつ、交通ルールを学
ぶさまざまな経験を通して、安全文化・安全教育の強化をした（主任・各クラスリーダーにて 4
月に見直しをおこなった）
・０歳児クラスＩＴＣの午睡チェッカーを継続し、乳児全クラス職員同士声掛けの強化を行い完全
うつ伏せ寝禁止の徹底に繋げた。また、１歳児クラスではタイマーを使用し 10 分ごとのうつぶ
せ寝確認を徹底した
・避難訓練年間計画書の見直しにより、具体的に訓練を行い、毎月消火訓練の導入をおこなった。
総合避難訓練では計画を立て、非常食の提供や避難時の再現を行い、様々な想定の訓練計画を進
めることができた
・不審者訓練では訓練の取り組みを強化し、職員間で不審者対策の再確認とどう対応していくか等
も話し合い日頃から常に危険があることを周知して園児の安全確保に努めた
・年に１回避難食の試食体験導入を行いつつ、防災倉庫中の管理を、給食リーダーによるチェック
リストを作成し毎月確認を行った
・コロナウイルス感染対策として園内に入る場合の消毒の徹底と保育室内の換気・消毒の配慮を徹
底し、集団でのクラスターを発生させないため行事では内容の見直しと変更などの対応をおこな
った。また、安城市からの情報を素早く保護者へ伝達し、何よりも子どもたちの命を守ることを
最優先して対応することを目指した
・火災時避難経路の確認・消火活動では火災場所を知らせず避難訓練を行い、消火班が火元を見つ
け職員・園児への伝達訓練と繋げ、よりリアルな訓練を行うことができた
※不審者訓練実施内容実践（いろいろな場面を想定しながらおこなった）
第１回不審者訓練：不審者の特徴を知り、発見時・遭遇時の対処法をねらいとし、低年齢児は
プロジェクターの視覚教材を用いり、不審者の特徴を知らせたことで、わか
りやすく集中して参加できた。幼児クラスは合言葉「つ・み・き・お・に」
に関するクイズなど題材にすることで積極的に発言し合言葉を覚えようと
する姿が見られ、プロジェクターを使用し、不審人物の特定は見た目では判
断ができないこと等も知らせることができた。
第２回不審者訓練：不審者が園内に侵入した想定で訓練を行うことで職員の危機管理の意識が強
くなった。また、園児には寸劇等で不審者が園内に侵入した時の逃げ方のポ
イントなど重点的に知らせることができた。
第３回不審者訓練：各クラス事前に不審者と遭遇した際の避難方法を各クラス話し合い避難の再
確認をおこなった。幼児クラスは保育士による不審者侵入訓練を行い、園庭
にて戸外遊び中に不審者と遭遇。想定外の不審者の動きで臨機応変に子ども
を守る実施訓練を行い保育者の合言葉を聞いて素早く園舎内に避難した。
（６）
・地域交流
・地域老人会「高砂会」との敬老会での交流実施計画をし、コロナ禍の為手作り風鈴を郵送へと変
更。お礼に年長児が絵本のプレゼントを代表で頂き、密接にならないよう交流を取ることができ
た
・年長児就学前訪問として、地域小学校との交流実施。小学校内の見学にて、実際に授業の様子や

学校校内の見学、校長先生との交流を図り、小学校への期待感を高めることができた
・保育士の保育園実習の受け入れを年１回実施することができ、学生との交流の機会となった
（７）
・その他実施状況
・事故訓練年間計画の導入を行い、事故・怪我が起こりうる事案を全職員で話し合い、対応方法を
考え実際に事故が起きた時により迅速に対応できるよう知識を取り入れた
・新型コロナ感染対策見える化の見直し
職員は空気清浄カードをつけ、マスク着用・健康観察を周知し、感染しない・させないことを心
掛け、個々の体調管理に気をつけた
・コロナ禍でもできる子育て支援の一環とし、子育て支援情報誌の作成と発刊を行い、市役所保育
課や小児科にフリー雑誌として設置した
※別紙：委員会報告書・チャレンジ研修報告書

2021●年間スケジュール(4 月～1０月)
月

行事

保護者参加行事

４月

1 日（木）～４日（土）希望保育

1 日（木）入園式

2 日（金）～８日（木）
・慣らし保育
5 日（月）始業式
21 日（水）避難訓練
28 日（水）誕生会
５月

11 日（火）避難訓練

21 日（金）親子遠足（３～５歳児）

13 日（木）不審者対策訓練

※0～2 歳は通常保育

26 日（水）誕生会
12 日（水）内科健診
６月

1 日（火）衣替え
8 日（火）避難訓練
23 日（水）誕生会

個人懇談会

0.1 歳 1 日～4 日
2歳

7 日～10 日

19 日（土）保育参観（３～５歳児）

２日（水）歯科検診
30 日（水）プラネタリウム見学（年長）
７月

1 日（木）プール開き 4・5 歳午睡開始

七夕作品展 6/30 日（水）～7/6 日（火）

7 日（水）七夕会・誕生会

体操参観 6 日・13 日

22 日（木）避難訓練
30 日（金）夏イベント(年長児)
８月

4 日（水）避難訓練
7 日（土）～14 日（土）希望保育
25 日（水）誕生会
31 日（火）プール納め 4・5 歳午睡終了

９月

１日（水）総合避難訓練
８日（水）内科検診
29 日（水）誕生会

月

行事

保護者参加行事

10 月

1 日（金）衣替え

8 日（金）引き渡し訓練

6 日（水）避難訓練

９日（土）幼児運動会（3～5 歳児）

21 日（木）誕生会

（雨天予備日 23 日）

28 日（木）不審者対策訓練
11 月

12 月

4 日（木）避難訓練

6 日（土）乳児保育参観（運動会）

25 日（木）誕生会

（０～２歳児）※土曜保育はありません
個人懇談会

3歳

8 日（月）～12 日（金）

個人懇談会

4歳

15 日（月）～19 日（金）

個人懇談会

５歳

22 日（月）～26 日（金）

4 日（土）避難訓練

クリスマス作品展 13 日(月)～17 日(金)

17 日（金）クリスマス会・誕生会

11/10・12/1・12/8 リトミック参観

7 日～10 日幼児正月飾り

13 日～ 15 日乳児クラス楽器遊び会

18 日（土）～28 日（火）希望保育
29 日（水）～31 日（金）年末休園
1月

1 日（土）～3 日（月）年始休園
4 日（火）～8 日（土）希望保育
13 日（木）誕生会
25 日（火）避難訓練

2月

3 日（木）節分

26 日（土）幼児生活発表会

9 日（水）誕生会
15 日（火）不審者対策訓練
22 日（火）総合避難訓練
3月

3 日（木）ひな祭り会・誕生会
9 日（水）避難訓練
22 日 (火)～3１日 (木) 希望保育

26 日（土）卒園式

社会福祉法人 済聖会
【ブライト保育園大阪歌島
1．

2021 年度事業報告書】

保育園の概要

（1） 所在地 大阪府大阪市西淀川区歌島 4－4－23
（2） 定員

認可定員 72 名
利用定員

50 名

（3） 年齢別入所児童数（2022 年 3 月 31 日在籍数）
ゆめ

にじ

つき

ほし

そら

はな

０歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

認可定員

6

12

12

14

14

14

利用定員

1

11

11

12

14

1

在籍数

3

12

12

12

13

1

（4） 職員数
・園長 １名

・保育士

・非常勤保育士 ４名

8名

・管理栄養士

・非常勤子育て支援員 １名

・嘱託医 ２名（内科 １名・歯科
計

１名

・栄養士 １名
・調理補助 １名

１名）

１9 名（2022 年 3 月 31 日現在）

（5） 事業年度 2021 年(令和 3 年)4 月 1 日～2022 年(令和 4 年)3 月 31 日
（6） 開園時間 7 時～19 時（延長保育

18 時～19 時）

（7） 職員会議・その他会議について
・職員会議（毎月）

・保育会議（毎月）

・カリキュラム会議（年齢ごと毎月）

・給食会議（毎月）

・クラス会議（随時）

・昼礼（毎日）
（8） 研修について
・大阪市・私保連の研修に月 1～2 名程度参加（前半）
・園内研修：安全研修（大阪市出前講座）
・リズム
・救命救急講習に参加（消防署）
・キャリアアップ研修への参加

（9） 小学校・行政機関との連絡協調
・幼対協との連絡、小学校との連絡、申し送り
・保護者の要望による子育て支援課との接続、連携
2．

保育理念・方針・目標

【保育理念】子どもたちの「生きる力」（独り立ちし社会の中で生きていく力）の
基礎作りを支援する
【基本方針】アタマ・ココロ・カラダを育む三位一体興育（興味・体験・感動・
気づき）
1）

子どもたちの興味を引き出す、よろい多くの機会を提供する

2）

子どもの思いを受けとめる

3）

子どもが自分で経験することを大切にする

4）

子どもが自分で考えることを大切にする

【保育モットー】
「つよく

ゆたかに キラキラと」

「つよく」
・我慢強さ、打たれ強さ、諦めない気持ち、負けない強さ
（健全なる競争心）
・健康増進、健康な体づくり
・自分で考え、自分で行動する、常にプラス思考
「ゆたかに」
・心の豊かさ、豊かなコミュニケ-ション、創造性の豊かさ、
豊かな感性
「キラキラと」
・ココロの輝き
・何か一つでも好きで夢中になれるものを見いだし、探求心・
持続力・集中力を養い、自分に対して自信を持って輝いている
3．

保育園運営

【園目標】
・子どもの思いに寄り添った保育をする
・保護者が安心して預けられるような保育、給食づくりをする
・職員が連携してより良い職員集団を作っていく
【園目標実現のために取り組んだこと】
・子どもの発達保障や思いを受けとめ、子どもが自ら遊びを選んで落ち着いてあそ
べるために、発達にあったおもちゃや遊びのコーナーを整え、小集団の担当制を取り
入れた。

・各クラスともおもちゃや遊具が不足していたため、必要なおもちゃや道具、家具
などで環境を整えていった。
・コロナ禍でまだまだ通常の保育ができない状況ではあったが、可能な限りできる
形や方法を検討し、子どもたちが楽しいと思える遊びや取り組みを実践し、保護者に
も保育や子どもの姿が伝えられるような工夫をしていった。
・毎日の３色食品群の掲示と展示食で、子どもと保護者の食に関するコミュニケー
ションが取れるきっかけを作ったり、各クラスの食育活動にも積極的に関わり、保育
士と連携して食育活動に取り組んでいった。
・行事や日々の取り組み、シフト上の問題など、職員同士が声をかけあい、より良
い方向に向かえるために努力していった。
・園舎隣接地に園舎と同じ高さの建物が建つことにより、保育室が暗くなり日照が
妨げられる懸念から、保護者の理解、協力を得ての署名に取り組んだ。建物の変更に
は至らず、2021 年 9 月園舎のすぐ隣に商業用の建物が完成となってしまった。
4．

年間行事
月
４月

行事
・身体計測

保護者参加行事
・入園式

・誕生会
・避難訓練
５月

・こどもの日の集い
・身体計測
・誕生会
・避難訓練

６月

・歯科検診
・身体計測
・不審者対策訓練
・誕生会
・避難訓練

７月

・七夕の集い
・身体計測
・プール開き
・誕生会
・避難訓練
・内科検診

８月

・身体計測
・誕生会

・保育参観→中止

・避難訓練
・プール閉まい
・内科検診
９月

・身体計測

・キラキラの会→中止のため

・誕生会

プレゼントを作り、各家庭を

・避難訓練

通しておじいちゃん、おばあ

・内科検診

ちゃんにプレゼントを渡す
・個人懇談（4、5 歳児）

10 月

・身体計測

・運動会→クラスごとに各世

・誕生会

帯１名参加で、屋上で実施

・避難訓練

・個人懇談（3 歳児）

・内科検診
11 月

・遠足（3～５歳児）→クラスごと ・絵画展→お迎えの時にクラ
に徒歩で行ける公園に行く

スに掲示している絵や作品を

・身体計測

見てもらい、日頃話しきれて

・不審者対策訓練→クラスごとに

いない子どもの様子などを話

散歩場面を設定し訓練を実施

す

・勤労感謝の日週間→消防署や警

・個人懇談（2 歳児）

察署、給食食材納品業者などに、
クラスごとにプレゼントのカレン
ダーを作って渡し、感謝の思いを
伝える
・誕生会
・避難訓練
・内科検診
12 月

・身体計測
・誕生会
・避難訓練
・クリスマス会→サンタクロース
に各クラスをまわってもらう
・内科検診

1月

・お正月遊びの日→各クラスで実
施
・身体計測
・誕生会
・避難訓練

・個人懇談（0、1 歳児）

・内科検診
2月

・節分の集い→各クラスで実施

・生活発表会→まん延防止等

・不審者対策訓練

によりクラスごとに撮影可能

・身体計測

日撮影、各クラスのタイミン

・誕生会

グで動画を配信、各家庭で見

・避難訓練

てもらう（3 月にかけての取

・内科検診→休園のため次月に延

り組みとなる）

期
３月

・ひな祭りのつどい→各クラスで

・卒園式→卒園児 1 名のため

実施

感染予防をしながら平日に実

・身体計測

施

・誕生会
・お別れ会
・内科検診
・避難訓練

