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はじめに 
 
 社会福祉法人の特性は、継続性・安定性・非営利性等にあると言われて

いたが、この数年間の間に激しく政治・経済・社会は大きく変化し、社会

福祉法人そのものが問われている。その根底に法令遵守の重要性が疎かに

されているのではないかと考える。福祉とは、子ども、老人、病人等弱者

へのサポートであり、社会を安定する基盤であるのは間違いない。 
これからの可能性を求めるために、社会福祉法人の使命は何かを確認

し、マネージメント能力を高め、我々の考える理念に基づき、自らの改革

に取り組みたい。保育の環境は待機児童対策・こども園構想・職員の質の

向上等いろいろ課題が山積していることを忘れてはならない。 
 

1． 法人の使命 
これからの社会福祉法人運営において、考えなければならないのは、法

令遵守の徹底のみならず、地域における福祉の問題点を見つけ、解決す

る方法を考え、事業化できれば幸いである。経営運営のマネージメント

能力を高め、収支差益をプラスにし、地域での福祉課題に投資する力を

持てるようにする。 
 
２． 経営の透明性の確保 
   利用者が必要としている情報を積極的に公開していきたい。また、自ら

の力で第三者評価などを実施し、利用者に提示していければ幸いであ

る。これらが自らの質の向上につながると信じている。現在行われてい

るインターネットをさらに利用していきたい。 
 
３． 福祉サービスの提供体制 
   利用者が福祉サービスの選別を行う場合、あくまでも利用者の自己責任

に負うと考える。ただし、利用者が決定においてのサポートも忘れては

ならない領域である。そのためには、苦情処理・情報公開のシステムの

質の高さが要求される。 
 
４． 経営の効率性の向上 
   現在、ＩＴ産業では具体的な経営の効率化を第一の経営の戦略と位置付

けている。我々福祉法人も無駄を見直し、福祉需要への資金とすること

ができるように計画していきたい。 



５． 苦情解決体制の整備 
   こども園構想への移行が始まっているが、それぞれが対等の立場にある

ことがさらに重要な課題となる。それ故福祉の向上に結び付けていく努

力が一層求められる。 
 
６． 地域福祉の増進 
   地域におけるいろいろな福祉活動の拠点として、地域とのネットワーク

の形成をしていきたい。専門的機能を生かし地域相談事業の実施など、

地域における福祉活動の増進に役立てていきたい。 
 
７． 質の高い人材育成 
   人・物・金の要素の中で社会福祉法人にとって一番大事な「人」につい

ての人材育成が急務と考えられる。 
 
８． 社会福祉充実計画の進行 
  ①当法人の社会福祉充実計画は平成 29 年 6 月 8 日の評議員会において承

認を得、平成 29 年８月 30 日に認可庁の横須賀市から承認を受けた。 
当初計画の内容は、玉成保育園を移転新築するもので、平成 29 年度は

そのための用地調査を行う 5 年間にわたる計画であった。 
②玉成保育園の移転に伴う様々な課題から、移転に限らず、現在の用地 

（底地）を購入し、新築する計画案を想定し、地主と交渉を重ねた。 
③平成 30 年に入り、地主から承諾による買取の目途が立ったため、平成 

30 年１月 10 日理事会、評議員会で社会福祉充実計画の変更が承認さ 
れ、同月 17 日に認可庁に計画の変更承認申請を行った。 

④計画の主な変更点は、玉成保育園を移転新築から現在地での新築工事と 
し、計画期間を４年間とするものである。 

  ⑤平成 30 年 2 月 2 日付で計画変更の承認がされ、2 月 8 日付で用地の売

買契約を締結し、内金百万円を支払った。2 月 19 日、引き渡しと残額を

支払い、同日付で移転登記がされた。現在境界確定測量を実施。 
  ⑥平成 30 年度は、園舎の設計と建替えに伴う仮園舎用地の調査を予定。 
   平成 31 年度は、新築工事を実施、仮園舎用地で運営。 
   平成 32 年度末までには現在の玉成保育園用地で開園する計画である。 
   
 



201８年度 小光子愛育園 事業計画書 

 
1.保育園の概要 
 (1) 名称  社会福祉法人横須賀乳児保護会 小光子愛育園 
 (2) 所在地 横須賀市佐野町３丁目１５番地 
 (3) 敷地  608.89 ㎡ 
 (4) 建物  ①鉄骨造陸屋根２階 336.00 ㎡ 

②鉄骨造陸屋根３階 222.02 ㎡ 
 (5) 定員  99 名 

   
 (6) 保育目標 
   こども達の「生き生きさ」「今の思い」にこたえ、主体的な活動を引き出し、 
  調和のとれた発達を図る。 
  生活や遊びを通して、基本的な生活習慣を身につけていく。 
  保育指針が新しくなったことにより、検討し新しくしていく。 
 
2.職員構成 

職 名 園 長 副主任 保育士 調理員 
非常勤職員 

合 計 
保育士 調理員 嘱託医 

職員数 1 １ 11 2 1 1 2 19 

 
3.保育方針 

(1)保育内容 
  保育計画の見直し(新保育指針を組み込むため） 

絵本を、通じて子どもたちの興味や視野をひろげます。 
落ち着く環境でのコーナー保育、楽しさを味わいます。 
体を動かして仲間が生まれ、グループ・集団ゲームへと繋げます。 
描いてみよう！造ってみよう！気持ちを大切にします。 

年 齢 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

人 数 6 名 12 名 18 名 20 名 23 名 20 名 99 名 

クラス名 ひよこ 
ちゅうり

っぷ 
いちご ばら ほし まつ   

配置職員数 
3 3 3 2 1 1 14 

      1(非)    



わらべ歌・季節の歌。楽器も使い表現します。 
(2)食育と睡眠 

◇３歳未満児→ミルクや食事を喜んで食べ、心地よい生活を味わう。 
◇３歳以上児→楽しく食べるこどもに。 

  食と「健康」「文化」「料理」「人間関係」「いのちの育ち」のつながりを知る。 
  長時間保育を前提とするため、3 歳児クラスまで年間を通して午睡を行う。 
  4 歳、５歳児クラスは、夏の期間だけ午睡する。 
 (3)年間行事予定 
   4・5 月 保護者会・保育参観・春のバス遠足 
   6・7 月 保育参観・夏季合同保育開始・水遊び・自由参観 
   8・9 月 水遊び・運動会 
   10・11 月  個人面談・お泊り保育・秋のバス遠足 
   12 月・1 月 保育参観・自由参観 
   2・3 月   発表会（ダンス・音楽）・お別れバス遠足・卒園式 
 
4.健康管理 
  健康診断   年２回  高澤俊治（高澤整形外科） 
  歯科検診   年１回  谷 繁信（谷歯科医院） 
  ぎょう虫検査 年１回  鈴木 忍（鈴木クリニック） 

AED 設置 
 
5.防災訓練 
  毎月１回実施（火災、地震、不審者侵入を想定） 
  １１月 中央消防署による防災教室 
 
6.保護者との連絡 
  総会、クラス役員会 年４回 
  保育参観・自由参観 年４回 
 
7.ボランティア 
 はまゆうキャンプ高校生の受け入れ（夏休み期間） 
 高校生、中学生の体験学習受け入れ 
 
8.実習生の受け入れ 
 緑ヶ丘高校（夏休み期間） 
 保育資格取得養成校（大学、短期大学、専門学校） 
 看護師資格取得養成学校 
 



 
9.職員研修 
 園内研修に要点をおきながら、又良い園外研修に積極的に参加する。 
 各保育団体が主催する研修会に参加する。 
 
10.子育て支援・地域連携 
 関係機関・市町村と連携を取りながら進めます。 
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きらきら星 

 



２０１８年度 小光子愛育園分園 きらきら星 

 
１．保育園の概況 
 
（１）名称    小光子愛育園分園 きらきら星 
（２）所在地   横須賀市日の出町１－６フォレースよこすか３F 
（３）定員    ２１名  
 

 
 
 
 

 
（４）建物    フォレースよこすか３F  ３０５．１９㎡ 
                  ２F   ３８．１９㎡ 
 
（５）保育目標 
   １．個々の生命の維持と情緒の安定を図る。 
   ２．基本的な生活習慣を身につけられるようにする。 
   ３．生活や遊びの中で物事をよく見つめ、考え、探究する心を育てる。 
   ４．心身ともに健康で思いやりのある子を育てる。 
   ５．保育指針が新しくなったことにより、検討し新しくしていく。 
 
 
２．職員構成 
 

 
 
３．保育内容 
 ◆保育計画の見直し（新保育指針を組み込むため） 
◆家庭と連絡を密にとり、一人ひとりの健康状態を把握し、生活リズムを整

えて 

0 歳児（ひよこ） １歳児（ちゅうりっ

ぷ） 
計 

９名 １２名 ２１名 

職名 園長 主任 
 

保育士 調理

員 
非常勤職員 計 

保育士 調理員 嘱託医 
 １ １ ７ １ １ ２ ２ １５ 



 気持ち良く生活できるようにしていきます。 
◆保健的で安全な環境の下で、自我や自分でしようとする気持ちが芽生えて

きます。 
 
◆保育士との信頼関係を深め、自分の気持ちを安心して言葉や仕草で表すこ

とが出来るようになります。 
◆保育士に見守られながら身近な大人や子どもに関心を持ち、積極的に関わ

ろうとします。 
◆身近な自然（動植物や季節の移り変わり）と触れ合う中で、好奇心や探究

心が生まれてきます。 
◆色々な素材や用具に触れ、感じたことを自由な方法で感性豊かに表現して

楽しみます。 
◆保育士と一緒に歌ったり、手遊びをしたり、絵本を見て様々なことを感

じ、自分なりに表現していきます。 
◆保育士や友達と楽しい雰囲気の中で、色々な食べ物を見る、触る、噛んで

味わう経験を通して意欲的に自分で食べようとしていきます。 
 

 
４．健康管理 
 （１）健康診断  年２回（５月と１１月）  高澤 俊治 
 （２）ぎょう虫検査   （６月）      鈴木 忍（鈴木クリニッ

ク） 
 （３）歯科検診     （６月）      谷 繁信（谷歯科医院） 
 （４）発育測定  毎月１回（15 日） 
  ※ＡＥＤ設置 
 
 
５．防災訓練 
 （１）毎月１回実施（火災・地震・大規模災害・不審者・津波を想定） 
 （２）津波想定を加え、避難場所の確認を行っていく。 
   ※防災器具・用品等の確保、転倒防止 
   ※フォレースよこすかの居住者の方々との避難訓練に参加。 

又、あんしん館・中央消防署防災教室に参加、消火訓練を継続して

行っていく。 
   ※防災訓練の際に、緊急メールを配信し実施状況を知らせていく。 
 



 
６．保護者との連携 
  バースデーパーティーを年３～４回（子どもの誕生月に合わせて） 
    ◆保育参観・保護者との懇談・お誕生日会+ 等 
 
 
 
 
 
 
７．特別保育 
（１）一時保育 
（２）休日保育 
  ※引き続きさまざまな家庭のニーズに応え事業を進め、保育支援を行って

いく。 
   園児と一緒に季節ごとの行事などへも積極的に参加していく。 
 
 
８．実習生の受け入れ 

◆保育士資格取得養成校（大学・短大・専門学校） 
  ◆看護師資格取得養成校 
  ◆緑ヶ丘女子高等学校保育科（夏休み期間） 
 
９．体験学習受け入れ 
  ◆市内の小学生・中学生の学習の一環として 
 
 
10．研修 
  園内研修に要点を置きながら、横須賀市・保育団体・養成校が主催の各研

修に参加し、保育士・調理員及び保育内容の質を一層高めていく。 
 



玉　成　保　育　園 　 ＜平成３０年事業計画＞

　　保育園の概要

　　　　（１）名　称　　社会福祉法人横須賀乳幼児保護会　　玉成保育園
　　　　（２）所在地 横須賀市三春町５丁目３２番地
　　　　（３）敷　地 ４１２．８９㎡
　　　　（４）建　物 ①鉄骨造陸屋根２階　　　　２３８．８㎡

②木造モルタル２階　　　　　６０．４㎡
　　　　（５）定　員 ６０名　　　１５％増（６９名）

　年齢 　０歳児 　１歳児 　２歳児 　３歳児 　４歳児 　５歳児 　合計
　　５名 　　９名 　１１名 　１０名 　１２名 　１１名 　５８名

    （Ｈ３０．４．１現在）

　　職員構成

職　名 　園　長 　副園長 　保育士 　調理員 　事務員
職員数 　　１名 　　１名 　　１２名 　　２名 　　０名

　　　　　　　非　常　勤　職　員 　合　計
　保育士 　調理員 　嘱託医 　看護師 　２０名
　　３名 　　１名 　　２名 　　１名 　（３名）

　　　　　　～　命を守る・健全な養育・楽しい保育を目指して　～

　　保育方針
・　くつろいだ雰囲気の中で、命を守る・情緒の安定をはかる。
・　基本的な生活習慣や態度を養う。
・　人との関わりの中で愛情・信頼感・人を大切にする心を育てる。
・　色々な体験を通して豊かな感性を育てる。

　　保育内容
・　園児の年齢、発達に応じてこれを分け、月案・週案に沿って日々の活動を
進めていく。
・　保育指針が新しくなったため保育計画の見直し

　　食　　育
・　３歳未満児
　　　お腹がすき、ミルクや食事を喜んで食べ、心地よい生活を味わえるよう
　　　環境をつくっていく。
・　３歳以上児
　　　「　楽しく食べる　」　を目標に。

　　健康管理
・　健康診断　　年２回（高宮小児科）
・　歯科検診　　年１回（谷歯科医院）
・　回　　診　　　月２回

　　＊　年間を通して３歳児クラスまでは毎日午睡を行う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３歳児クラスは１２月まで）
　　＊　４，５歳児クラスは夏の期間だけ午睡を行う。



　　防災訓練
・　避難訓練　　毎月１回実施（火災、地震、津波、不審者侵入を想定）
・　中央消防署による防災教室

　　保護者との連携
・　保育参観　　自由参観日　　個人面談　　クラス懇談会　　
・　保護者会　　クラス役員会

　　実習生の受け入れ
・　緑が丘高等学校
・　保育士資格取得養成校（大学、短大、専門学校など）

　　ボランティアの受け入れ
・　高校生、中学生の体験学習



幼児クラス　　　　デイリープログラム

ば　ら組　（　３歳児　）
ほ　し組　（　４歳児　）
ま　つ組　（　５歳児　）

　７：００　　順次登園
検　温　・　室内自由遊び

　８：４５　　乳児クラスと分かれ２階へ 　　　　＊　それぞれのお部屋へ移動し、お便り帳
　　　　　　　トイレ　・　朝のお支度 　　　　　に出席シールを貼ります。

　　　　＊　タオルやコップの準備をし、かばんを
　　　　　並べる

　９：４０　　朝の会　　 　　　　＊　季節の歌、ことば遊び、体操は、
歌　・　体操 　　　　　日替わりでチョイス❕❕

　　　　＊　水分補給

１０：００　　クラス別保育 　　　　＊　外遊び、製作、お散歩　・・・　
　　　　＊　音楽教室や、語学教室の日もあります。　　　

１１：１５　　ランチ準備 　　　　＊　昼食準備
トイレ　・　手洗い

１１：３０　　ランチ 　　　　＊　美味しい給食
　　　　＊　食事中のマナーも身につけよう
　　　　＊　後片付けもしっかり

１２：３０　　休憩タイム 　　　　＊　ばら組は午睡の準備
歯磨き　・　絵本 　　　　＊　ページをめくるたびに、絵本の世界は

　　　　　広がり、優しい心が育ちます。

１３：００　　クラス別保育 　　　　＊　室内ゲームや、もじ、かず遊びなど　
　　　　＊　ばら組午睡…

１４：３０　　おやつ準備 　　　　＊　ばら組起床し着替え
トイレ　・　手洗い

１５：００　　おやつ 　　　　＊　今日のおやつは・・・

１５：３０　　帰りの会
縦割り保育 　　　　＊　ゆったりのんびり、お迎えまで過ごし
順次降園 　　　　　ます。

　　　　＊　体を使った遊びや、お絵かきなどを
　　　　　異年齢のお友だちと楽しみます。

１７：００　　おやつ 　　　　＊　お家から持ってきたおやつを
　　　　　たべます。

室内遊び
　　　　＊　持ち物の間違いや、返し忘れが

１９：００　　 終降園 　　　　　ないように・・・
　　　　＊　気をつけて・・・また、明日・・・

大好きパパ、ママの元へ



乳児クラス　　デイリープログラム

ひよこ組　（　０歳児　）
　　　ちゅうりっぷ組　（　１歳児　）

いちご組　（　２歳児　）

　７：００　　順次登園 　　　　＊　１日の始まり。明るく元気にご挨拶
検温・室内自由遊び 　　　　　子供の健康チェック　

　　　　　保護者からの申し送り、メモ、伝言

　８：４５　　幼児クラスと別れる 　　　　＊　先生とスキンシップ・・・
トイレ（おむつ交換） 　　　　＊　いちご組は先生と一緒に朝のお支度
朝のお支度

　９：３０　　おやつ 　　　　＊　順番に手洗い
　　　　＊　水分補給

　９：５０　　朝の会 　　　　＊　音楽が流れ、身体も自然に動きます
歌・体操 　　　　＊　お歌や手遊びも上手に

１０：００　　クラス別保育 　　　　＊　ページをめくるたびに、絵本の世界は　
トイレ（　おむつ交換　） 　　　　　広がり、優しい心が育ちます
読み聞かせ 　　　　＊　お天気の良い日はお散歩や、近くの

　　　　　公園で遊びます

１１：００　　ランチ準備 　　　　＊　いっぱい遊んで、喉も乾いたので
トイレ・手洗い 　　　　　水分補給

１１：３０　　ランチ 　　　　＊　おいしい給食❕　少しずつ色々な
　　　　　メニューが食べられますように・・・
　　　　＊　すばやく、きれいにあと片付け

１２：１５　　午睡準備
トイレ（おむつ交換）
着替え・読み聞かせ

１２：３０　　お昼寝 　　　　＊　安心してゆっくり眠りましょう

１４：３０　　起床
トイレ（おむつ交換）
着替え 　　　　＊　手を洗い、おやつの準備

１５：００　　おやつ 　　　　＊　今日のおやつは・・・

１５：３０　　帰りの会
縦割り保育 　　　　＊　ゆったりのんびり、お迎えまで過ごし
順次降園 　　　　　ます。

　　　　＊　体を使った遊びや、お絵かきなどを
　　　　　異年齢のお友だちと楽しみます。

１７：００　　おやつ 　　　　＊　お家から持ってきたおやつを
　　　　　たべます。

室内遊び 　　　　＊　持ち物の間違いや、返し忘れが
　　　　　ないように・・・

１９：００　　 終降園 　　　　＊　気をつけて・・・また、明日・・・
大好きパパ、ママの元へ



　幼児クラス　（　３～５歳児　）

人間関係 環　境

＜　人と関わる力の育成　＞ 　＜　豊かな感性を伸ばす遊び
　　　　　　　体験を広げていく　＞

　　　　・　　子供同士の関わりを重視
　　　　・　　コミュニケーション能力を 　　　　　・　　体を動かし体力、運動能力の向上
　　　　　高める 　　　　　・　　想像力、発想力、探究心の芽生え
　　　　・　　思いやりの心や表現方法を 　　　　　・　　小さな命を感じる
　　　　　学ぶ 　　　　　・　　スポーツフェスティバル

　　　　　・　　語学教室

豊かな幼児教育を
　　　目指して　

言　語 　　表　現

＜　自主性及び自立の芽生え　＞ ＜　創作的表現に対する
　　　興味を養う　＞

　　　　・　　自身が感じる事の出来る
　　　　　達成感 　　　　・　　表現する楽しさ、皆で楽しむ
　　　　・　　取り組む意欲の向上 　　　　　良さを感じる
　　　　 　　　　・　　様々な体験をしながら新しい

　　　　　事への挑戦
　　　　・　　ミュージカルフェスティバル
　　　　・　　音楽教室、音楽会

　　　　健　康

　　　　＜　基本的生活習慣の形成　＞

　　　・　　年齢にあった、園生活の
　　　　習慣を身につける



　乳児クラス　（　０～２歳児　）

人間関係 環　境

＜　社会性の芽生え　＞ 　＜　発達に応じた遊び
　　　　　　　経験を広げる　＞

　　　　・　　保育者との信頼関係を育む
　　　　・　　スキンシップ 　　　　　・　　心身の成長を促し、意欲や好奇心が
　　　　・　　友だちとの関わりを深めていく　　　　　　培われる
　　　　・　　思いやりの心や表現方法を 　　　　　・　　五感を育み、興味を広げていく
　　　　　学ぶ 　　　　　・　　スポーツフェスティバル

安心で安全な保育を
　　　心がけて　

言　語 　　表　現

＜　自立の芽生え・　 ＜　発達の連続性　＞
　　　　　　　　　情緒の安定　＞

　　　　・　　身近な音楽に親しむ
　　　　・　　身振りや言葉で伝えながら、感心 　　　　・　　様々な体験をしながら新しい
　　　　　を広げていく 　　　　　事への挑戦
　　　　・　　 　　　　・　　音楽会

　　　　・　　ミュージカルフェスティバル

　　　　健　康

　　　＜　安定した生活習慣の形成　＞

　・　　月齢、年齢にあった、園生活の
　　習慣を身につける
　・　　空腹を感じ、喜んで食べる
　・　　皆で食事をする楽しさを学ぶ



ＳＰＯＲＴＳ　ＦＥＳＴＩＶＡＬ １０　月

　玉入れや、綱引きなど道具を使い、競技性のあるものを中心に
年齢に合わせた走る、投げる、飛ぶなど体力を存分に発揮出来る
プログラム内容を検討していきます。

　また、仲間を応援する事で、喜びや悔しさを共感出来るチーム
ワークの大切さも経験できるよう、応援合戦にも力を入れていきます。

　保護者の皆様が参加出来る競技をご用意致します。毎年恒例の
保護者リレー、今から体力作りを心掛けて頂きカッコイイパパ、ママ
の姿を披露してはいかがでしょうか・・・？

輝く笑顔、悔し涙、光る汗
ハプニングは想定内❕❕　思う存分走りきろう　❕❕

音　楽　会 １１月　１７日　（土） 横須賀市文化会館

　スポーツフェスティバルが動の分野であれば、音楽会は静の分野と
なります。音楽の楽しさ、素晴らしさを楽器を使い歌ったり、リトミック
したりと、年齢に合わせ曲を選択していきます。

　乳児クラスにおいては、郊外でのイベントという事もあり、環境の
違いから涙する事もありますが、広いステージで沢山の人の前で
発表するという経験をミュージカルフェスティバルに繋げられる様に
していきます。

小さな音楽のまほうの世界を皆様にお届け致します。



ＭＵＳＩＣＡＬ　ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２月　９日（土）　　　　はまゆう会館

　１年間の集大成となるこのイベントでは、ダンスを覚えておどるだけ
でなく、各年齢に合わせた華麗さや優雅さ、またダイナミックな動き
などの表現を発表できるように日々練習し、保育士も子供の可能性を
伸ばしていける指導を心掛けます。

　ステージの広さをイメージする為、園内だけでなく、大津みんなの家
での園外練習にも取り組んでいきます。

自信をもって、堂々とステージに立つ
子供たちの姿を是非ご覧ください❕❕

お誕生会＆保育参観　（自由参観）

　お誕生会は毎月一回行います。誕生月のお友達が前に出て、
みんなでお祝いの歌をうたったり、毎月違う先生達からの出し物には、
子供達の楽しみの１つです。今年度も、思考を凝らせた企画を
検討して参ります。　１年に１度必ず皆が平等に主役になれる日を
心を込めてお祝いします。また、給食はバースデーメニューを
ご用意致します。

　保育参観は御家族皆さんが参加できる夏祭りのような参加型と、
製作などの様子を見ていただくクラス別参観と、その時期の子供
たちの様子に合わせて行います。また、自由参観は日頃なかなか
見る事が出来ない集団生活でのお子様の姿を是非ご覧ください。
月１～２回の平日に行います。日程は、毎月発行の園便りに記載
致しますので、是非ご覧ください。



お泊り保育 ７月下旬予定

　まつ組恒例のお泊り保育は、昨年度より園内にて行っております。
時期も秋から夏に変更し、いつもはそれぞれのお家へ帰るのが
この日は特別。　夜も先生たちと一緒にご飯を食べるワクワク感…
いつもは遊んでるお部屋でみんなで寝るドキドキ感…
ずっと過ごしてきたこの園舎で、先生とまつ組だけの思い出の１日を
つくっていきたいと思います。

　毎日、共に成長してきた仲間と素敵な時間を安心安全に過ごせる
よう企画していきます。

音楽教室、語学教室、おはなし会

音楽教室　・　・　・　毎週火曜日幼児クラス対象に音楽の楽しさ、
　　　　音による表現を教えて頂きます。

語学教室　・　・　・　毎月一回幼児クラス対象にヒッポファミリー
　　　　クラブの方による、多国語をゲームや歌などで、
　　　　遊びながら、教えて頂きます。

おはなし会　・　・　・　年４回ボランティアの方が、大型紙芝居や
　　　　ペープサート、エプロンシアターなど、幼児クラス
　　　　乳児クラスに合わせた内容を見せてくれます。

＊　この他、子供の日　・　七夕　・　ハロウィン　
　クリスマス　・　ひな祭り　・　卒園式　などの季節行事も
　取り組んでいきます。



『 そうなんだぁ～ 』を大切に 

             ～ 幼児教育のあり方 ～ 
 
 
 今年度幼児クラスでは、「 経験 」「 体験 」を目的とし各年齢にあった幼児教育を心掛け実践出来

る様計画を立てていきます。また、教育とは「子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開され

るための発達の援助」の事で、健康・人間関係・環境・言葉・表現の５つの領域があります。幼児クラス

では、行事の中で育んでいかれるよう積極的に取り入れていきます。 

 

＜ 主な保育活動「経験」「体験」 ＞ 

 

園外保育・・ ＊ 自分の足で歩き体力づくりの大切さを理解する。 

＊ 季節の変化に気づき自然への感心を育てる。 

＊ 交通ルールを理解し、安全に行動することを学ぶ。 

 

内科・歯科検診・・ ＊ 自分の身体的成長に関心をもち、健康の大切さを知ることを通し 

           て、命の大切さを知る。（毎月の身体測定を含む） 

 

動植物の世話・・ ＊ 蚕の成長段階を見て触れて体験し成長記録をつけ、「生きる」を身近に感じる。 

＊ 植物の水やりから大きくなっていく喜びを感じると共に葉や花びらの不思議を

みんなではなし、虫眼鏡や顕微鏡などの道具を使って子どもならではの発見を体

験していく。 

 

水遊び・・ ＊ 水遊びをして、楽しい時もルールを守ることの大切さを学ぶ。 

＊ 全身で感じたことを言葉で表現する力を育む。 

 

お正月・節分・・ ＊ 日本の伝統的な遊びや由来を知り日本人としての自覚を育てる。 

 

お別れ会・卒園式・・ ＊ 在園児、卒園児が互いに成長を喜び合い、人を祝福することの 

すばらしさを学ぶ。 

＊ 就学とは何かを知り、成長することへの期待感を育てる。 

 

 

 この他にもヒッポファミリークラブ（多国語教室）、音楽教室などの経験も日々の保育に反映していき 

ます。 

３歳以上児では年齢が高くなるにつれ遊びの種類が広がり集団での遊びや、音楽を楽しんだり、運動を 

楽しんだりするなど、保育の幅が広がります。楽器や遊具、用具の準備をし、遊びの発展、展開を楽しみ 

ます。また、一人ひとりの育ちと共に、集団としての育ちを見通し、クラス全体で成長出来るように計画 

します。５歳児クラスでは、小学校との連携を考え就学までに身につけたい事を１年間で保育の中にど 

のように組み込んでいくか考えていきたいと思います。 



五感を育てる 
視 覚 聴 覚 嗅 覚 味 覚 触 覚 

 
色々な素材や自然に触れてたくさんの刺激をもらおう！ 
乳児期に五感が育つと自然に「自発性」や「創造性」が 
生まれます。 
製作や遊びを通して楽しみながら体験する機会を 
保育に多く取り入れていきます。 
 

～生きる力～ 
寝 る たくさん遊んで刺激を受けた体・頭を 

                ゆっくり休ませて、また午後もたくさん遊ぼう！ 

    食べる  大好きなお友だち・先生に囲まれて 

 おいしい給食を楽しく、たくさんたべよう！ 

         排 泄  元気な体のバロメーター！ 

               トイレトレーニングは 
ひとりひとりに合わせて始めよう！ 

 
乳児期の大切な時期に関われることは 
私たちにとっても喜びであり、 
とてもありがたいことです。 
ご家庭での愛情に加え保育園生活でも 
たくさん愛を注ぎ、一日一日を大切にして 
いきたいと思っています。 
一緒に育ちを見守っていきましょう。 
悩んだ時はいつでも来てください。 
一緒に考えます。 
泣いたり・怒ったり・笑ったり… 
子どもたちの様々な声を！ 
小さいながらにも持っている感性を 
大切に育てましょう。 



手をとりあって 
『保育園＋ご家庭』 

同じ思いをもって一緒に見守り 
たくさんの愛情を注ごう！ 
一日一日、たくさん変化していく 
大切な時期です。 
園・家庭での様子を共有し 
嬉しい時は一緒に喜び、 
悩んでいる時は一緒に 
考えていきましょう。 
ひとりひとりを大切に思い、 
その子に今必要な援助・関わりを 
考えていきます。 



３０年度　　行　事　予　定

　新入・進級おめでとう 　スポーツフェスティバル

　四 　発育測定 　十 　発育測定

　避難訓練 　避難訓練

　月 　お誕生会 　月 　お誕生会・ハロウィン

　保育参観・保護者会 　いもほり（幼児クラス）

　こいのぼり集会 　発育測定

　発育測定 　避難訓練

　五 　健康診断（内科検診） 　十 　お誕生会

　ギョウチュウ検査 　一 　健康診断（内科検診）

　月 　お誕生会 　月 　ミカン狩り（幼児クラス）

　クラス懇談会 　音楽会

　六 　歯科検診 　十 　発育測定

　発育測定 　二 　避難訓練

　月 　避難訓練 　月 　お誕生会・クリスマス会

　お誕生会

　発育測定

　七 　お誕生会・七夕集会 　一 　正月遊び

　夏祭り 　発育測定

　月 　避難訓練 　月 　避難訓練

　水遊び 　お誕生会

　お泊り保育（まつ組）

　夏季保育

　八 　発育測定 　二 　豆まき集会

　避難訓練 　ミュージカルフェスティバル

　月 　水遊び 　月 　避難訓練

　お誕生会 　お誕生会

　雛祭り集会

　九 　避難訓練 　三 　発育測定

　発育測定 　保育参観・クラス懇談会

　月 　お誕生会 　月 　避難訓練

　お誕生会・お別れ会

　卒園式

＊　日程の詳細は毎月一回の園便りにて、お知らせ致します。




