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榛 名 幼 稚 園

所 在 地 〒３７８－００４１ 沼田市榛名町３２７１番地３

電話番号 ０２７８－２２－４７４０ ＦＡＸ ０２７８－２２－４７０９

園 長 名 小林 幸代

Ⅰ 幼稚園の経営

１ 幼稚園の教育目標

人間性豊かで心身共にたくましい子

・健康で元気な子 ・友達と仲良く遊ぶ子 ・心情豊かな子（重点） ・よく考えて行動する子

２ 経営方針

(1) 安心、安全で、幼児が心を動かし豊かに経験する幼稚園

①安心安全な生活を保障し、幼児が伸び伸びと生活できる環境とティーム保育を活用した確かな幼

児理解に基づいた保育を実践する。

②少人数のよさを発揮した集団作りを工夫しながら、豊かな経験と学びができる環境の構成と援助

の工夫に努める。

(2) 手を取り合い、共に歩む幼稚園

①幼児の育ちと豊かな生活を支える家庭と園、地域との連携に努める。

②全職員が主体的、積極的に園経営に参加し、自己の持ち味を発揮しながら協力し合い、高め合い、

教師としての資質向上を目指す。

３ 本年度の重点施策

(1) 少人数のよさが発揮され、集団での教育力を発揮する交流の工夫と確かな学びにつながる環境構

成の工夫

①幼児との信頼関係を基に幼稚園から小学校へとつながる学びの過程を見通し、確かな幼児理解に

基づき、幼児が主体性を発揮しながら発達に応じた経験が積める環境の構成や援助に努める。

②少人数のよさを発揮できる保育の工夫と少人数を補う工夫を行えるような情報交換と連携の工夫

について検討しながら実践を進め、指導力の向上を図ると共に教育効果を高める。

(2) 安全、安心で健康な生活ができる幼稚園

①安心で安全な生活が送れる環境を整え、幼児の目線にたった安全教育を工夫すると共に、意識や

理解を高める情報発信をしていく。

②幼児が体を動かす事を楽しめる環境構成や栽培活動などを通して健康な体作りを推進していく。

(3) 保護者、地域との連携の充実

①幼児の成長を共に喜び合える関係を築き、幼児の育ちが分かる情報発信や啓蒙を工夫し、幼児に

とって望ましい生活リズムや生活習慣の確立を育みながら幼児の成長を共に支え合える連携の充

実を図る。

②読み聞かせの楽しさを共有できる機会作りを行いながら読み聞かせの定着を図る努力をする。

③滑らかな接続につながる小学校との連携や豊かな体験ができる地域の人や施設、自然などとの連

携を行う。
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Ⅱ 校内研修の推進 

１ 研修主題及び設定の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～研 修 主 題～ 

                    主題  少人数を生かした保育の充実 

                             

      副主題 ～様々な交流を通して～ 

 

 

幼児児童生徒の実態との関わり 

 

・少人数の為、友達関係が密になり、相手の特徴を知

ることができる。 

・年長児６名、年中児２名、年少児３名と各学年が少

人数クラスの為、いろいろな友達と関わる機会が減

ってきた。少人数なりに遊びを楽しんでいるが、人

数がいることで盛り上がる集団遊びの楽しさを感じ

ることが困難である。 

・年少児はいろいろな遊びに興味を示し、自分の好き

な遊びを楽しむことが出来るが、集団遊びとなると

抵抗を示す幼児が多い。 

・年中児は２名の為、集団活動の教育力としては不十

分である。異年齢交流や園以外の場に集団としての

刺激を求めていく必要がでてきた。 

・年長児は、６名在籍しているが、グループ活動での

育ちを狙っていく上では、もっと大勢の友だちとの

関わりも必要と感じるので十分の人数ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導の在り方との関わり 

 

・少人数保育となったことで幼児に希薄となってしま

っていることは具体的にどんな部分なのかを洗い

出し、改善するための方法を検討していく必要があ

る。 

・異年齢が交流して遊んでいる際、教師は自分の学年

の幼児に経験させたいねらいをもって環境構成や

援助を工夫することが少なかった。教師は育てたい

幼児像を学年でしっかりと押さえ、環境構成や援助

を工夫していく必要がある。そのためには、教師間

での情報交換や話し合い、連携を密に異年齢の交流

の場を設定していくことが重要である。 

・教師の目が行き届くことにより、手をかし過ぎて

しまったり、声かけが多くなってしまったりして

いたのではないかと課題を感じている。幼児が主

体的に活動できるための援助の仕方について、教

師間で共通理解していく必要がある。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

２ 研修内容・方法  

(1)具体化した目指す幼児児童生徒像  

・様々な友達や地域の人々と触れ合い、関わり合う楽しさを味わえる幼児。 

・様々な集団を体験する中で、自分の力を発揮したり、互いの良さを認め合ったり友達と一緒に遊ぶ楽しさを味わ

える幼児。 

・様々な集団を体験する中で、集団での自分の役割に気付ける幼児。 

(2)具体化した目指す幼児児童生徒像を達成するための共通実践する手立て 

・異年齢で一緒に楽しみ、育ち合っていけるような遊びを計画的に取り入れていく。 

・様々な友達と触れ合い、集団体験ができるよう、タイミングを逃さず地域交流や他園交流を行い、交流のねらい

をもち計画的に取り入れていく。 

・保育カンファレンスを計画的に実施し、幼児の姿を多面的に捉えて共通理解を深め、指導に生かす。 

 

 ３ 研修計画・経過報告 （裏面） 

 

 

 

４ これまでの研修の成果と今後の取組 （抜粋）           

○成果 

・少人数ならではの深い交流を積み重ねてきたことで、進んで挨拶をするなど、色々な人と関わる楽
しさを感じることができた。 

・異年齢交流を通して各学年の育てたい姿を話し合ってきたことで、異年齢交流とはどうあるべきか
深く考えることにつながり、担任以外の教師もクラスの枠にとらわれず関わることがスムーズにな
ってきた。 

○課題 

・異年齢交流とは、一緒に遊んでいる、同じ遊びをしている、この２点だけ見て、交流が出来ている 
 と思いがちになることへの課題を感じた。 

・他園と多くの交流機会をもちたかったが、各園の様々な行事や実情を踏まえると難しい事であった。 
○課題解決に向けての今後の取組 

・他園交流は難しい実態であったが、少人数園だからこそ色々な友達と関わる経験の大切さを感じた。 

 今回の研修を生かし、計画的に取り入れていきたい。 

・少人数であるがゆえ、異年齢交流を行う機会が増え、交流について教師間で深く考え実践すること
ができた。異年齢交流の必要性を見極めながら、今後の保育を展開していきたい。 

・今年度をもって閉園となるが、統合園へ子供たちの育ちを伝え、より伸ばしてもらえるように引き
継いでいきたい。 
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３ 研修計画・経過報告 

月 研修計画［内容］ 経過報告［○研修の視点（上段）・明らかになったこと（下段）］ 

４ 研修主題、内容の検討 ○幼児の実態や自園の課題から、研修内容について 

・異年齢、他園、地域などの様々な交流を通して、少人数でも豊

かな体験を得られるよう、各学年の保育を充実させていくため

の環境の構成や援助の在り方を探る。 

５ 研修計画検討 ○研修の方向性、目指したい幼児像について 

・少人数の良さを生かし、アットホームな雰囲気の中、どの教師

もクラスの枠にとらわれず子供たちを見ていく。 

・少人数である密な関わりの中、互いの良さを認め合い、自分の 

 力を発揮できる幼児。 

６ 保育実践研修 ○少人数により予想される幼児の育ちが希薄となる部分について 

・友達の性格をわかりすぎてしまい、友達とのトラブルが起きに

くく、幼児期に経験してほしい感情体験が希薄になりがち。 

・年上の幼児は、園外保育などで行動範囲や活動範囲が狭まって

しまう。 

・年上の幼児は、低年齢に合わせた遊びになってしまう。 

７ 保育実践研修 

指導計画見直し 

○主題に迫る為の環境の構成や交流計画、援助のあり方の実践 

・教師間での情報交換や話し合い、連携を密に異年齢の交流の場 

 設定していく。 

８ 事例検討 ○保育カンファレンスによる事例内容の検討 

・異年齢砂場遊びの事例を検討し、教師の意図した援助や今後の

関わりなど異年齢で遊びが展開されている際の教師の援助ポイ

ントを共通理解することができた。 

９ 事例検討 ○様々な交流からの幼児の変容について 

・各学年それぞれ、様々な交流から育ちの姿が見えてきた。 

年少：年上の幼児と遊ぶ機会が増え、自分より年上の幼児への親

しみや憧れの気持ちを感じている。 

年中：年下、年上の幼児との関わり方を使い分け、遊びを楽しめ

るようになってきている。 

年長：みんなの手本になる機会が増え、自信を積み重ねている。 

１０ 事例検討 

指導計画見直し 

○保育カンファレンスによる事例内容の検討 

・異年齢での遊び、ウルトラマンショーとプリキュアダンスの事

例を検討した。少人数故に、どの学年の教師もそれぞれの幼児

に必要な言葉掛けや援助ができることが幼児の発達を促してい

くことになることが分かった。 

１１ 指導主事訪問 ○研修内容についての指導 

・今後、研修のまとめに向かっていく上で参考になる指導を受け

ることができた。 

１２ 事例検討 

指導計画見直し 

 

○地域交流について 

・老人介護施設の慰問や榛名神社へのお参りなど、どのような交

流が子供たちの生活にとって潤いのあるものになるのか、交流

のねらいをもつことが大切であり、人と関わる力につながるこ

とが分かった。 

・少人数であるがゆえに、地域の方と一人一人が深く関わり合え

たことを感じ、交流前の計画も少人数ならではの温かい関わり

ができた。地域の園が開かれた園として発信していくことは幼

児の人間関係の基礎につながることがわかった。 

１ 研修のまとめ ○成果、課題、幼児の変容について 

・１年間の研修を職員間で振り返り、少人数保育が充実していた

ことや幼児の変容、今後につながる課題を確認し合えた。 
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４ 実践活動事例 

 “少人数保育の充実”がテーマのことから、異年齢が混ざりあって遊んでいる際の事例を取り上げ、事例

から様々な教師の関わりや援助を検討した。 

  

＜実践事例１ ４歳児 ６月上旬＞『足湯を作ろう～友達と関わる楽しさを感じさせた異年齢交流～』 

                    少人数の保育が生かされていると感じるところ     

幼児の実態 教師の願い 

＜Ｄ児＞ 

同じクラスのＥ児と“一緒に遊びたい”という気

持ちがでてきた。しかし、友達の遊びのテンポに

ついて行けなかったり、友達に伝えたい気持ちが

弱く、友達との関わりが希薄である。 

 

教師が誘導した遊びではなく、自分のしたい遊

びを友達と一緒に楽しんでほしい。 

自分の考えていることが相手に伝わる嬉しさを 

感じてほしい。 

（以下抜粋） 

 

様々な人と触れ合う体験ができ、少人数であるメリットを活用してフットワーク軽く、密な関わりができ

るよう意図的・計画的に地域交流を行うことができた。 

＜実践事例４ ４、５歳児 １０月中旬＞  『花の苑慰問 ～高齢者、施設の方との関わり～ 』 

教師の願い 

●いろいろなお年寄りと触れ合う機会をもつ。 

●地域の施設や仕事に関心をもつ。 

●お年寄りにとっても有意義な交流となるようにする。 

教師の援助 

・事前に花の苑の方と連絡を取り合い、互恵性のある交流となるようにする（オ） 

・異年齢で楽しめる踊りや歌、お年寄りが知っていて一緒に楽しめそうな歌を教師間で検討する（イ） 

・手作りプレゼントを作って渡すことを計画し、対面して触れあう機会をもてるようにする（ア） 

                   （以下抜粋） 

 

＜職員一覧＞ 

 職 名 氏  名 

園 長 

教 諭 

教 諭 

教 諭 

小 林 幸 代 

磯 貝 理 恵 

深 代 美智子 

中 村 清 子 
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利 南 幼 稚 園
所 在 地 〒３７８－００１４ 沼田市栄町１４１番地

電話番号 ０２７８－２３－１０７１ ＦＡＸ番号 ０２７８－２３－１１８６

園 長 名 宮下 宏

Ⅰ 幼稚園の経営

１ 幼稚園の教育目標

『人間性豊かで心身共にたくましい子』

・明るく元気な子 ・友達と仲良く遊ぶ子（重点目標） ・豊かに表現する子

２ 経営方針

県、市の教育行政方針を踏まえ、幼稚園教育要領に基づき、幼児の発達の特性を踏まえた意図的、

計画的な環境の構成と、教師の幼児に対する愛情および受容を基盤して保育にあたる。

(1) 幼児が友達と関わりながら自己を発揮し、自他の良さを認め合う確かな学びのある幼稚園

(2) 家庭と連携・協力し、基本的生活習慣や態度の育成、子育て支援に努め共に歩む幼稚園

(3) 地域社会、学校との交流の機会を通して育ちにつながる連携を進める幼稚園

(4) 危機管理能力向上と安全指導に努め、幼児が安全で安心して生活できる幼稚園

(5) 教師同士が協力し、相互に高め合うチーム保育を進める明るく活力ある幼稚園

３ 本年度の重点施策

(1) 感じ、考え、伝え、拓く力を育む指導の充実を図る。

①幼稚園教育要領を踏まえ｢資質･能力の三つの柱｣｢幼児期の終わりまでに育ってほしい姿｣と幼児

の姿を照らし合わせ保育実践を進める｡

②園児が様々な場面で、主体的に関わり、自分なりに試行錯誤し、自分の力でやってみようとする

態度が育つよう援助し、自己肯定感がもてるようにする。

③遊びの中で知的好奇心や探究心を働かせ、｢～したい｣｢～するためにはどうしたらいいんだろう｣

と考える力を育くむための環境構成や援助を工夫する｡

④幼児期に必要な経験を積み重ねていけるよう、指導計画の事前見直しと事後確認をし実践する｡

⑤少人数集団を意識し、他園交流・異年齢交流の充実に向け環境構成や援助を工夫する｡

⑥幼児の特性に応じ、専門機関と連携しながら適切な指導と支援を進め、保護者支援にも努める｡

⑦地域の教育環境を生かした活動を意図的・計画的に取れ入れ、豊かな体験を目指す。

(2) 安全、安心、健康な生活が送れる幼稚園づくりをする。

①幼児自身が危険を回避できるよう効果的な避難訓練を実施し、安全教育に努める｡

②｢安全・交通指導日｣の取組を保護者に知らせ、保護者の意識を高め、安全指導を共に進める。

③基本的生活習慣の確立や、栽培体験を通した食育を進め、健康な体づくりを推進する｡

(3) 家庭、地域、学校と連携の充実を図る。

①各通信等の工夫や幼児の学びの姿を具体的に伝え、成長を共に喜び合える保護者との信頼感のあ

る連携を図る｡

②保護者の読み聞かせの継続や“お膝絵本”の推進に努める。「家族で本を読みましょう！」

③保護者の思いに寄り添い、受け止め、成長を喜び合える関係を大切にし｢連携・共有・学び｣の発

信に努め、子育てのパートナーとしての役割を果たす努力と親育ちへの支援をする。

④小学校と各種交流活動を進め、小学校への円滑な接続を意識した保育を推進する。「幼小中連携」

⑤地域の人・自然・環境との関わりを活かした豊かな体験活動を継続し、内容の充実を図る｡「沼

田大好き！」
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Ⅱ 園内研修の推進

１ 研修主題及び設定の理由

～研 修 主 題～

人との関わりを楽しむと共に、思いやりをもてる幼児の育成

～ 様々な交流活動を通して ～

現代の幼児を取り巻く環境は核家族化、少子化の進行、情報機器への依存等により、地域社会と

の繋がりや多様な人間関係を経験する機会が減っている傾向にある。幼児においては、テレビやゲ

ームなどの一人遊びが増え、人と関わることが減少し、自己抑制やコミュニケーション能力が十分

に育っていないといった今日的課題に繋がっており、人間関係の希薄化が問題になっている。その

ことは、幼稚園教育要領「人間関係」のなかの「ねらい」「内容」に示されているように、社会全

体の課題であり、本園の幼児にも当てはまる。

幼児の実態との関わり 指導の在り方との関わり

・園全体が少人数であるため、多様な人間 ・教師は、幼児が遊びや友達との関わりを深

関係を経験することができず、固定化さ められるような援助に努めてきた。幼児が

れている。また、全体的に不慣れな場で 友達の思いに気付き、友達と幼児を繋げら

自己を発揮することに難しい面がある。 れるような援助や環境の構成をしてきたが、

・年長児においては、就学に向け、集団の 幼児の体験や発達に応じた、意図的、計画

中でも自分の思いをきちんと伝えられる 的、継続的で適切な援助を一層進める必要

力が課題である。 がある。

・年中児は、共通の遊びを見つけ、同じイ ・幼児同士、或いは幼児と他者との関わりに

メージをもったり、同じ場で遊ぶ楽しさ おいて、幼児が他者との関わりを楽しめる

を感じたりして一緒に遊ぶ姿が見られ、 ように、教師が入り込みすぎないで適切な

自分の思いを主張することができる。し 距離感を保つことが重要である。また、交

かし、相手の思いに気付いたり、譲った 流することの意義やねらいについて、職員

り、折り合いを付けたりすることがまだ 間での共通理解を一層深める必要がある。

難しい幼児もいる。

・年少児においては、まだ園生活に慣れず、

自分が主体であり、友達の思いに気付け

ないで自己主張をする様子が見られる。
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２ 研修内容・方法

人との関わりを楽しみ、園生活における様々な交流活動を通して多様な人間関係を経験し、思い

やりをもてるようになるために必要な環境構成の仕方や援助の方法を探る。そのために、2018年度

より全面実施された幼稚園教育要領のなかの「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」のなかから、

“自立心、協同性、道徳性・規範意識の芽生え、社会生活との関わり”の４項目に視点を当て、交

流活動の事前検討、事後の振り返りのポイントとする。尚、本研修では主として、利南幼稚園内外

における園児を取り巻く人間関係や交流活動を中心に研究を進め、事例を関連付けて考察する。

(1) 具体化した目指す幼児像

・本園の教育目標「人間性豊かで心身共にたくましい子」のうち、「友達と仲良く遊ぶ子」に重点

を置き、「友達や相手の気持ちを考えて関わる」「友達や相手に親しみをもつ」など、発達段階

に応じた具体的な方向に向けて、人と関わることを楽しむ力を身に付けられるようにする。

・自立心、協同性、道徳性・規範意識の芽生え、社会生活との関わりを培い、他者との交流におけ

る人との関わりを楽しみながら思いやる力の育成を目指していく。

(2) 具体化した目指す幼児像を達成するための共通実践する手立て

・幼児同士や、他者との関わりを繋ぐ教師の援助

・安心感や期待感をもって遊べるような人的、物的環境の工夫

・交流先の担当者や、職員間での事前打ち合わせ等による共通理解

・幼児と他者との自然な関わりを適切な距離感で見守る教師の援助

・交流での体験を思い出したり、次回を楽しみにしたりできるような環境の工夫と教師の援助

・幼児が地域に愛着をもち、繋がりを感じられるような様々な情報に出合える工夫

３ 研修計画・経過報告

月日 研修計画［内容］ 経過報告

［○研修の視点（上段）・明らかになったこと（下段）］

4.10 ・研修計画検討 ○前年度の反省及び今年度の研修内容と進め方について

4.17 ・研修内容検討 ○幼児の実態の把握と課題検討、目指す幼児像について

19 ・研修内容確認 ○研修のねらい、内容、方向性について

22 ・園内研修計画確認 ○研修主題についての基本的な考え方と共通理解

5. ・指導計画検討(1期) ○年間指導計画における人間関係に関する内容についての見直し

6. ・教育課程研究協議会 ○幼稚園教育課程研究協議会への参加

・保育実践研修 ○事例における環境構成や教師の援助について考察、分析

7. ・指導計画検討(2期) ○年間指導計画における人間関係に関する内容についての見直し

8. ・研修会参加 ○主題に迫るための環境構成の仕方や教師の援助指導について

○研修主題に即した環境構成や援助の方法の実践指導について
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10. ・指導計画検討(3期) ○年間指導計画における人間関係に関する内容についての見直し

11.7 ・指導主事訪問 ○指導内容検討・研修の方向性や研修内容確認・事例分析

12. ・指導計画検討(4期) ○年間指導計画における人間関係に関する内容についての見直し

1. ・研修のまとめ ○反省と次年度の研修の方向性、課題検討について

3. ・指導計画検討(5期) ○年間指導計画における人間関係に関する内容についての見直し

４ これまでの研修の成果と今後の取組

○成果

・関わりをもつ相手や対象を高齢者や高校生・小中学生などの外部との交流だけでなく、他園や園内

での異年齢交流まで考えることで、園児の発達段階や年齢に応じた活動を設定することができた。

・「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」のなかの「自立心」「協同性」「道徳性・規範意識の芽生

え」「社会生活との関わり」に視点を当て、年間指導計画の事前の見直しやポイントを絞った指導

援助をしたことで、同じ方向性をもって交流活動に参加し、互恵性ある交流をすることができた。

・行事の前に、関わりの視点からどのような事ができるか問い掛けたり、望ましい活動や具体的な言

葉掛けを伝えたりすることで、幼児は意識をもって交流活動に取り組むことができた。特に未就園

児との継続的な交流では幼児自ら積極的に関わる変容が見られ、自己有用感を高めることができた。

・幼児が人との”関わりを楽しむ”経験ができるよう、対象に応じた交流の内容を工夫したり、教師

が幼児と他者とを繋げるパイプ役になったりし、幼児が人との関わりを楽しめるような言葉掛けや

教師の適切な援助が大切であることがわかった。

○課題

・これまで各学年で分担してきた交流行事が園児数の減少に伴い全園児、若しくは年中・年長合同で

の参加が増え、年齢差を考慮した行事の体験や充実が難しい面もあった。また、外部との交流はそ

れぞれの都合もあり、日程的に厳しかったり重複したりして、十分な事前確認や時間の確保ができ

ず、深まりのある交流が十分でない場合があった。

・特に男児のみのクラスでは、仲間同士で楽しむ気持ちが強くなってしまうこともあり、教師の援助

や関わりが大切であると再認識した。

○課題解決に向けての今後の取組

・日常の園生活を通して、友達がいるから遊べること、友達と協力することでできることなど、機会

がある度に話をし、自分たちで気付かせ、意識をもてるような教師の援助をしていく。

・交流の内容や幼児の姿を降園時の保護者への連絡やクラス便り、園便り等で日常的に発信し伝えて

いくことで保護者の関心を高め、理解を深められるようにしていく。

・今後も人との関わりを通して認めたり認められたりする経験を多様に取り入れられる活動を計画的

に行い、幼児の自己肯定感を育めるような教師の関わりの在り方や言葉掛けの仕方を工夫していく。

〈 職 員 一 覧 〉

職 名 氏 名

園 長 宮下 宏

教 諭 小林 由紀子

教 諭 宮下 理恵

教 諭 松井 逸希

教 諭 板井 美芳（育児休業中）
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利 南 東 幼 稚 園 

    所 在 地  〒３７８－０００３       沼田市上久屋町２１６１番地２ 

    電話番号  ０２７８－２３－２３７３    ＦＡＸ ２３－２９１３ 

    園 長 名  永井 広子 

 

Ⅰ 幼稚園の経営 

１ 幼稚園の教育目標 

 「心豊かでたくましい子」を育成する 

   ○げんきな子 （重点目標）    ○感動する子     ○考える子   

２ 経営方針 

（１）＜目指す幼稚園像＞ 

○「うれしい」がいっぱいの幼稚園 

○一人一人が大切にされる、ひだまりのような幼稚園 

（２）＜経営の方針＞ 

○幼児一人一人の発達と幼児同士の育ち合いを育む温かな学級経営と、安心・安全な生活を保障し、

幼児が毎日喜んで登園して生き生きと生活できるようにする。 

○地域の特色を生かし豊かな体験ができる教育課程を編成し、家庭・地域社会・関係機関と連携し

ていく。 

○家庭と協力し子育てのパートナーとして、「共に育て、共に育つ」関係を築く。 

○幼稚園経営への参画意識を高め、全職員で協力して取り組み、力を発揮し高め合い、教師も輝く。 

３ 本年度の重点施策 

（１） 野菜の栽培、調理、食事を通して、パクパク・モリモリ食べる元気な幼児を育む。 

  ①栽培や調理、人との関わり等、幼児期に必要な経験や活動を計画し､幼児が食べ物や食べること

に関心をもち意欲的に食べるよう、発達や興味・関心を見とり、環境構成や対話的アプローチ

などの援助を工夫する。その中で、幼児が自信や意欲、自己肯定感がもてるようにする。 

  ②Ｓ（幼児理解）ＰＤＣサイクルの形式で実践を積み重ね、保育を省察、自覚し改善を図る。そ

の中で「幼児期に育みたい資質・能力」「主体的、対話的で深い学び」「幼児期の終わりまでに

育って欲しい１０の姿」を見とり、教育要領に示された質の高い保育を目指す。 

③「食品衛生」「食物アレルギー」の研修を実施し、知識を深めると共に安心・安全な食を目指す。 

（２） チーム保育で指導力の向上と充実に努める。 

  ①職員同士が「３つのわ」を大切にして、日々安心して職務に専念できるようにする。また「報告・

連絡・相談・確認」を密にして、サポートし合える体制作りに努める。 

    ②チーム保育を生かした保育実践とＴＰ、事例研修「保育のたね」を継続し、多面的な幼児理解

や先を見通した立案、指導力の向上に努め、幼児の成長発達に有効な指導ができるようにする。 

  ③特別支援が必要な幼児の指導においては、個別の支援計画を作成しきめ細かな保育カンファレ

ンスを積み重ねる。専門機関と連携しながら適切な支援をし幼児のもつ良さや可能性を伸ばす。  

（３） 家庭に“よりそい”地域・学校と連携の充実を図る。 

  ①「子育てのパートナー」として保護者の不安感や困り感に寄り添い一緒に考えていく。連携を

密にして家庭と園とで子どもの成長を支え「共に育て、共に育つ」意識が持てるよう努める。 

  ②地域の人や自然、文化等に触れる機会を通して幼児が地域に親しみを持ち、豊かで温かな心情

を育んでいく。（地域の人々と協働する風通しの良い園づくり） 

  ④小学校の生活や学習を見通した指導の工夫や連携・交流を通して、就学期の滑らかな接続を図

る。（幼児期の終わりまでに育って欲しい１０の姿） 

（４） 安心、安全で健康な生活ができる幼稚園づくりに努める。 

  ①災害や危険を幼児自身が回避できるよう避難訓練や「安全の日」の取組を充実する。 

  ②小学校と連携し、様々な災害対策と体制作りを行い、安心・安全な教育環境を確保する。 
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Ⅱ 園内研修の推進                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 研修主題及び設定の理由 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～研 修 主 題～ 

食べ物や食べることに関心をもち、パクパク・モリモリ食べる元気な幼児の育成 

       ～つくって食べる活動に視点を当てて～ 

 

 

幼児の実態との関わり 

・食欲が低く少食傾向で、意欲的に食べ、食べる
喜びや満足感を感じる姿が少ない。 

・偏食傾向で、食べられる物の種類が少ない。 

・食に関わる経験をしたり、友達と一緒に食べ
たり、雰囲気を整えたり、教師が励ましや賞賛
の声をかけたりすると、食欲が増し、意欲的に
食べられる幼児が多い。、 

・咀嚼や飲み込み、噛み切る力が弱い幼児がい
る。 

・手首や指の発達が不十分なため不器用で、箸
やスプーンがうまく扱えない。 

・食に関して、栄養面や命を支える物という意
識が低い保護者、子どもに対して願いはある
が手立てが分からない保護者がいる。       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導の在り方との関わり 

・咀嚼やマナー、食べる時間や量などへの指導
に重きが置かれていた。食べる喜びや楽し
さ、満足感が感じられるように環境構成や援
助を工夫することで、幼児自ら自覚して課題
解決に向かえるようにしたい。 

・昨年度の研修で、栽培した野菜を調理して食
べるという、一連の活動が、食の改善に有効
であることが分かった。調理に関しては教師
主体の計画であったので、幼児と共に計画～
実践し、幼児が主体的に体験できる活動にす
る。 

・保護者に対してより具体的、実践的な情報を
発信したい。 

・直接食に関わること以外の、課題解決に必要
な多様な経験や活動を実践する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

２ 研修内容・方法   
(1)具体化した目指す幼児像  
 ・食べる喜びや楽しさ、意欲を感じ、パクパク・モリモリ食べて満足感をもつ。 

 ・様々な食べ物に興味・関心をもち、食べることの大切さに気付いて、進んで食べようとする気持ち
をもつ。 

 ・噛む、噛み切る、飲み込む、箸やスプーンを扱うなどの力を身につける。 

(2)具体化した目指す幼児像を達成するための共通実践する手立て 
 ・栽培から調理、食事を意図的計画的に実践するための「食育カレンダー」を作成する。  

 ・幼児自信が全ての活動に主体的に関わり、実体験を通して、感じたり気付いたり、考えたりしてい
けるよう、発達に応じた計画、環境の構成や援助を工夫していく。 

 ・ＳＰＤＣＡサイクルで保育実践を重ね、保育を振り返る中で「幼児期に育みたい資質・能力」「主
体的、対話的で深い学び」「幼児期の終わりまでに育って欲しい１０の姿」を見とっていく。  

 ・咀嚼や飲み込み、用具を扱う力等に関しては、遊び全体を通して育んでいく。 

 

 ３ 研修計画・経過報告 〈裏面〉 
 

 

 

 

４ これまでの研修の成果と今後の取組            
○成果 

・調理への興味や期待が大きく、どの学年も意欲的に取り組む姿が見られた。調理の楽しさや達成感、
満足感が食べることにも反映され、友達と会話を交わしながら笑顔でパクパク食べる姿が見られ、目
指す幼児像に迫るものであった。しかし持参する弁当や家庭の食事では改善が見られない幼児もい
た 

・調理や食べる活動に関して、幼児の発想を生かして場を設定したり、必要なものが作れる材料や用具
を用意したり、教師が連携して異年齢と関わったりするように計画や援助をしてきたことで、栽培か
ら食べるまでの活動がつながり、多様で豊かな経験をすることができた。その中で主体的、対話的な
姿、様々な資質・能力の獲得、幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿への方向性が見られた。 

○課題 

・幼稚園での経験や幼児の変容・成長、食が命を支える大切なものであること等、具体的に繰り返し保
護者に伝えてきた。また、幼児が調理したものを試食する機会も設けてきた。しかし、朝食を食べて
こない幼児、貧弱な弁当、孤食等、園での成果が家庭で生かされていない。家庭への啓蒙の難しさを
感じた。 

・咀嚼や飲み込み、指先の器用さなど、食以外の経験の中で、意識して育んでいく必要がある。  

○課題解決に向けての今後の取組 

・幼児が幼稚園で経験した活動の姿や意味、育まれていること、小学校へつながる姿など、保護者に具
体的に伝え、食への意識を高めていく。園で栽培した野菜を持ち帰り家庭で調理する機会を提供した
り、家庭での工夫を教えてもらって広げるなど、分かりやすく取り入れやすい方法を工夫する。  
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３ 研修計画・経過報告 
月日 研修計画［内容］  経過報告［○研修の視点（上段）・明らかになったこと（下段）］ 
4.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12 

○研修計画の検討 

・前年度の研修の振り返り 

・幼児の実態と課題分析 

・教育要領の視点と捉え 

・研修主題、副主題決定 

○研修内容の検討 

・保育計画に関わるもの 

・幼児に関わるもの 

・保護者に関わるもの 

・職員研修に関わるもの 

○保育実践 

・じゃが芋植え 

○幼児の実態から課題を捉え、研修内容や主題、副主題を設定する。 

・食べることへの意欲低下や抵抗感がある幼児が増えている。 

・咀嚼や飲み込みが悪い幼児や、不器用な幼児がいる。 

・教育要領に示された「主体的、対話的で深い学び」「幼児期に育み
たい資質・能力」「幼児期の終わりまでに育って欲しい１０の姿」
の捉えについて、再確認できた。 

○外部講師による研修を取り入れる。 

・食物アレルギーをもつ幼児の入園や、幼児が調理する機会が増える
ことを考え、養護教諭や栄養教諭の研修を計画し、日程調整や内容
を検討した。 

○前年度作成した栽培計画に基づいて実践する。 

・栽培カレンダーと栽培マップが有効に活用できた。 

・種まきや苗植えと食べることを結びつけたことで、期待が高まっ
た。 

5.14 

5.22 

5.30 

・パプリカ苗植え 

・さつま芋苗植え 

○食物アレルギー研修 

・利南東小 今橋養護教諭 

○食物アレルギーに関して理解を深め、具体的な取り組みについて考
える。 

・医師、家庭、園が連携し、情報交換を行う重要性を知る。文面での
情報や書類は個々にファイリングし、誰でもすぐに見られるように
しておく。 

・アレルギーをもつ幼児個々に「通信ノート」を
作成し、園で提供する全ての食べ物について、
文面で保護者に確認してもらう。 

・エピペンや投薬の扱いについて知ることがで
きた。 

 

6. 6 

6月 

上旬 

6 月
中旬 

6月
下旬 

～ 

・田植え 

・野菜の苗植えと種まき 

○研修構想図 

○衛生管理に関する研修 

・給食センター根岸栄養士 

○保育実践研修 

・収穫した野菜を調理して食
べる 

・幼児が主体的に関わろうと
するような、活動の計画、環
境の構成と援助の工夫 

○研修構想図を作成し、教育要領との関わりを確認する。 

・幼稚園教育の土台や５領域、幼児期に育みたい資質・能力、幼児期
の終わりまでに育みたい１０の姿等、本研修と教育要領との関係性
が分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○園における調理や食事が安全に行えるよう、
衛生管理について学ぶ。 

・食中毒の違いや具体的対処の仕方、衛生管理
について知ることができ、園での調理がより
安全に行えるようになった。 

○収穫した野菜を調理して食べる実践。 

・収穫の喜びや調理して食べることへの期待、調理法の提案などタイ
ミングを逃さず、幼児の考えを受け入れてできたことで、 

 食べられない物が食べられたり、意欲的に沢山食べたりした。 

7.2 

 

○保護者向け講話と調理実習 
給食センター根岸栄養士 

○親子調理実習を行うことで、保護者の食への関心を高め、日々の食
事や弁当作りの一助にする。 
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8.14 

 

 

8.27 

・弁当作り 

○親子トウモロコシもぎ取り
体験 

 

 

○ジャガイモ掘りと調理 

・実施後のアンケートで親
子調理実習の有効性が
確認できた。 

（実践事例 

「親子調理実習」） 

9 月
～ 

11月 

 

○保育実践研修 

・野菜の収穫～調理継続 

・カレーライス会 

 

・ポップコーンの収穫と 

ポッポコーンパーティー 

 

・にんじんの収穫と 

にんじんパンケーキ作り 

 

・カボチャの収穫と 

カボチャサラダ作り 

（おむすびパーティー） 

 

 

・収穫～調理～食事という一連の活動に、興味・関心をもって、意欲
的に取り組み、食への意欲や喜びが感じられる姿が見られた。 

（実践事例「ニンジンを食べよう！」年長児） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実践事例「ポップコーンパーティしよう」種まき～収穫 年中児） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実践事例「かぼちゃサラダつくるぞ～！！」年少児） 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 

 

・稲刈り 

・さつま芋掘りと焼き芋会 

○ＳＰＤＣＡサイクルで保育
実践記録作成、検討 

○ＳＰＤＣＡサイクルで保育実践記録を作成し、それぞれのサイクル
で「見方・考え方」を意識し振り返りを行う。 

・幼児理解に基づく計画、実践、振り返りの中で、どこに課題があっ
たのか、改善のポイントは何か分かりやすい。 

・「主体的、対話的で深い学び」「幼児期に育みたい資質・能力」 

「１０の姿」などへの見取りや理解が深まり、保育に反映された。 

11.6 ○指導主事訪問による指導 ○教育課程や園内研修、保育実践、諸帳簿について指導を受ける。 

・研修において教師の役割など、教育要領やはぐくみプランで確認し
ていく。 

1.22 ○研修のまとめ 

・成果と課題 

・幼児の変容 

・「幼児期の終わりまでに育って

欲しい１０の姿」の読み取り 

○目指す幼児の姿、環境の構成や援助、教育要領の理解を深める保育
の３つの視点で、研修を振り返り、成果と課題を見いだす。 

・栽培から食につながっていく一連の活動を、見通しを持って進め、
幼児の興味や考えを生かして、環境を用意したり援助をしたりした
ことで、主体的で多様な経験をし、成長する姿が見られた。 

 

＜職 員 一 覧＞ 

職 名 氏   名 職 名 氏   名 

園 長 永 井 広 子 教 諭 
石 川 みなみ(４月～８月) 

戸 部   葵(９月～３月) 

教 諭 富 沢 訓 子 教 諭 小 林   恵   

教  諭 大 坪 留美子 用務員 齋 藤 遥 香 
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薄 根 幼 稚 園 

  所在地  〒３７８－００６４  沼田市善桂寺町７８番地 

  電話番号 ０２７８－２３－０６５１    FAX番号 ０２７８－２３－０５８８ 

  園長名  原沢 あけみ 

 

Ⅰ 幼稚園の経営 

１ 幼稚園の教育目標 

人間性豊かで心身共にたくましい幼児 

○明るく元気な子 ○仲良く遊べる子 ○進んで取り組む子 ○豊かに表現する子（重点目標） 

２ 経営方針 

(1) 個々の幼児が十分自己発揮し主体的に活動を展開できるよう、計画性のある環境を展開できる幼稚園 

(2) 友達と触れ合い、共に活動する楽しさを味わいながら豊かに育つ幼稚園 

(3) 自然や社会事象にかかわる体験を通して、豊かな心情や感性を育む幼稚園 

(4) 健康な心と体づくりに努める幼稚園 

(5) 教師一人一人が力を発揮し、協力し合い互いに高め合える幼稚園 

(6) 家庭と連携協力し、基本的な生活習慣の育成や子育て支援に努める幼稚園 

(7) 地域社会や小中学校との連携を図り、育ちにつながる連携を進める幼稚園 

(8) 危機管理と安全指導に努め、安全で安心して過ごせる幼稚園 

３ 本年度の重点施策 

(1)保育の充実〈先生の日〉豊かな感性の育成（絵本に視点を当てて） 

①幼児の発達を見据え、実態から課題や目指す幼児像を明確にし、感性の見直しや確認をして指導の

方向性を共通理解し、教師の援助方法を探りながら実践研修を通し豊かな感性の育成を目指す。 

②発達に於いて刺激となる教材研究、遊びや環境構成を工夫する。 

③保育の反省・評価、個人記録の蓄積を通し、必要な体験が得られる環境の構成や援助の工夫をする。 

④職員間の連携や保育カンファレンス、研修により多面的な幼児理解を通し指導力の向上につなげる。 

(2) 生活習慣の育成 

①「早寝・早起き・朝ごはん」を啓発し、健康な体作りの基となる望ましい基本的生活習慣の確立を

目指すと共に、社会生活に適応するために必要な社会的生活習慣を身に付ける。 

②健康な心と体を育てるために食育活動や栽培活動を計画的に取り入れる。 

(3) 安全の確保 〈セイフティ沼田〉 

①園内外の安全確保に努め、幼児の安全への意識を高め危機回避の能力を身に付ける。 

(4) 家庭・関係機関との連携  

〈沼田大好き！ふるさと学習〉〈家族で本を読みましょう〉〈幼小中連携・一貫教育〉    

①配慮が必要な幼児に対しては、関係機関と継続的な連携をしながら適切な指導が図る。 

②保護者に幼児の育ちや大切にしたいことなどを具体的に伝え、成長を喜び合える関係作りをする。 

③家庭での読み聞かせの推進を継続する。 

④地域の人との触れ合い、地域行事への参加等から豊かな感性や郷土愛を育む。 

⑤幼小中の連携スローガンを基に、学びの連続性を踏まえた連携と共に互恵性のある交流を行う。 
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Ⅱ校内研修の推進 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 研修主題及び設定の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～研 修 主 題～  豊かな感性を育てるために ～ 絵本に視点を当てて ～ 
 

 

幼児の実態との関わり 

・全園児 14名と極めて少人数である。 

・昨年までの研修から、各家庭の環境や個々の発

達の違いからもコミュニケーション力の弱さ

を感じている。 

・保護者の絵本に対する意識の薄さが幼児にも

影響を与えている。 

・幼児の感性の育ちも含め、心の教育の充実を図

っていくことが極めて重要な課題でもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導の在り方との関わり 

・少人数の関わりでは、体験できない部分や育ち

にくい部分があるのではないかと思われるの

で、「絵本を楽しむ」「絵本を大好きになる」こ

とから、さらに絵本を通して教師や友達と一緒

にお話の世界を間接体験しながら感動を共有

し、絵やお話のもつ力によって自らの感性を豊

かなものにしていけるように実践を通して援

助や環境構成の工夫などを探っていきたい。 

   

 

 

 

 

 

 

２ 研修内容・方法 

（１） 具体化した目指す幼児像 

「絵本の教材研究」に視点をおき、幼児が興味・関心をもって主体的にかかわり、ドキドキ、ワク

ワクするような気持ちを揺り動かす体験をしながら「面白い」「嬉しい」「楽しい」「寂しい」「悲し

い」「悔しい」など、様々な感情を感じたり味わったりすることができる。 

（２）具体化した目指す幼児像を達成するための共通実践する手立て 

・「豊かな感性」とはどのようなことなのか、どのような体験が「豊かな感性」につながっていく

のかを共通理解し実践を行う。 

・教育要領での１０の姿、豊かな感性と表現につながる部分を見直し、指導の手立てを考える。 

・年齢別の目指す幼児像を明確化する。 

・昨年度の課題の改善に向けて貸し出し絵本や絵本の部屋の環境などの工夫を継続して行う。 

・家庭を巻き込んだ研修の進め方を検討しながら､工夫・実践につなげていく。 

・研修の参考となる文献研究（参考文献・絵本の教材）を実践に活かす。 

 

 

４ これまでの研修の成果と今後の課題 

〇成果 

  ・『豊かな感性』とはを明確化し、共通理解することで、発達段階、個の育ちの違いを見据え、環境構

成の工夫、教材選び、絵本の与え方など指導の改善ができた。それが、幼児の絵本への興味関心の向

上、遊びやイメージの広がり、様々な思いの共有につながった。 

  ・発達の時期、感性の育ちにつながる絵本選びの継続と共に、絵本を読むだけでなくそのことがどのよ

うに幼児に活かされているのか、思いにつながっているのかなどを丁寧に見取り、実践研究の中で幼

児の姿を出し合うことで、感性の育ちを感じることができた。 

  ・絵本の大切さの啓蒙、お母さん絵本、絵本の貸し出し方法の改善など、家庭を巻き込んでの園内研修

を進めたことで、保護者の意識改革につながった。 

〇課題 

  ・学校評価で『絵本を読んでいますか』の項目で1学期のＡ評価は71％であったが、2学期ではＡ評価が

50％と落ち込みがあり、家庭での実践にまではなかなかつながらなかった。家庭を巻き込んでの研

修に心掛けてきたが、園と保護者の絵本に対する考え方や与え方などの違いを感じた。  

・感性は内面的な要素が大きく、育ちを把握していくことには難しさがあった。 

〇課題解決に向けての今後の取組 

  ・感性の育ちに向け絵本だけではなく、幼児の様々な豊かな体験、一人一人の感じ方、表現を意識し丁

寧に見取りながら引き続き育ちに向けていきたい。 

  ・絵本の大切さは家庭にも伝わっているので、家庭で日常的に絵本を読んであげるようになるためには

どうしたら良いのかを考えていきたい。 

 

 
3  研修計画・経過報告 ＜裏面＞ 

 これまでの研修の成果と今後の課題 
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３ 研修計画・経過報告 

月 研修計画（内容） 経過報告（○ 研修の視点 ・ 明らかになったこと） 

４．１０ 

１５ 

 

２３ 

５．１５ 

２３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２７ 

  

６．   ５  

１７ 

 

７．１９ 

 

９．６ 

  

１０．７ 

 

１１ 

 

２４ 

    

２９ 

 

１１．５ 

 

 

 

 

 

 

  

 

・研修計画の検討 

 

 

・研修内容の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保育実践研修 

  実践事例検討 

  反省、評価  

  幼児の見取り 

  指導の在り方 

  環境構成 

  教材研究など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○研修主題についての定義 

・前年度の反省及び実態や課題から、人と関わる力には豊かな感性を育

むことが重要であることが明確化された。 

○研修のねらい、内容について 

・感性を育むために絵本の教材研究に視点を当てて実践を行う。 

・絵本に興味・関心を持たせるための環境の工夫を行う必要性がある。 

○研修の方向性、目指したい幼児像について発達段階を見据えた検討 

・園の環境や年齢ごとの実態から、感性の育ちや表現力の弱さ等の課題

が見つかり、３歳児、４歳児、５歳児の目指す幼児像が明確になっ

た。 

○実践に向けての共通理解と方向性の検討 

・幼児の感性（心が動いている場面）を丁寧に見取りながら、育ちにつ

なげていく。 

・環境の工夫、絵本の与え方などの教材研究を行う。 

・家庭との連携を図りながら、研修を進める。 

○主題に迫るための環境構成や教材研究、指導、実践内容の検討 

・幼児や保護者が興味・関心を持てるように絵本の部屋を改善する。 

・おすすめ絵本コーナーの展示と、おはよう絵本タイムとして全教師が

おすすめ絵本の読み聞かせを行う。 

・幼児の貸し出し絵本一覧表の表示をする。 

・お母さん絵本の実施。（学期ごとに１回） 

・計画的に研修日を設け、内容の検討をする。 

○実践からの検討（成果 課題 幼児の変容など） 

・おすすめ絵本展示コーナーの工夫をしたことで幼児が様々な絵本に興

味を持つきっかけになり、保護者も絵本を選びやすくなった。 

・異年齢で同じ本を見る際には年齢による感じ方や捉え方の違いがある

ことを知り、年齢に応じた絵本選びの参考になった。 

・年齢の違いはあるが、同じ場で本を見ることで、読み聞かせの雰囲気

を味わうことができ、周りの刺激を受けながら楽しさやおもしろさを

共有することができた。 

・「お母さん絵本の日」を設けたことで、保護者自身が絵本を選んだり読み

方を工夫したりするなど絵本に対する興味関心の刺激になった。 

・「楽しい」おもしろい」などは素直に反応していた。感性の育ちには

「悲しい」「寂しい」なども感じられるような絵本の選択も必要と考

える。 

○実践事例からの検討（抜粋）  心に響いたと感じる場面      
 

【うまれてきてくれてありがとう】   1学期  ５歳児 

「お母さんからの子どもへの思い」を感じ取って欲しいと考え、この本

を繰り返し読んだ。「ありがとうって何のありがとうなのかな？」と聞く

と「お母さんから赤ちゃんに」と、内容の理解はしている。Ｍ児が、小さ

な声でニッコリしながら「ありがとうって嬉しい言葉、Ｍ子言われたら

嬉しい。」と言った。数日後、年少児の身体測定の手伝いの後に、「ありが

とうございました。」とお礼を言ってもらうと、Ｍ児は「ありがとう・う

まれてきてありがとう」とつぶやいた。 

（考察） 

・Ｍ児は、この絵本のもつ優しく温かい雰囲気に心地良さを感じ「ありが

とう」の言葉が心に響いた。日頃、子どもから言ったり、または教師に
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・指導主事訪問 

・保育実践研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

・研修のまとめ 

・研究紀要作成 

 

・指導計画検討 

促されて言ったりしている「ありがとう」の言葉だが、絵本の内容と共

に本児の心を動かしたようだ。 

・教師は本児が絵本の余韻に浸っているように見えたため、この場では

聞き流してしまった。絵本の内容を十分に理解しての言葉だったのか、

それとも「ありがとう」の言葉だけに反応していたのかつかみきれな

かった。本児の思いを引き出せるような関わりが必要だった。 

 

【おむすびころりん】   ２学期  全園児   

 「おむすびころりん」の昔話をもとに運動会の親子競技を考えた。子ど

もたちが、絵本のおもしろさを共有できるように全学年で集まって読み

聞かせをする。その後、皆で協力してねずみの住んでいる穴（家）を作る

と、大喜びで中に入り、どこからともなく「チュウチュウ語」が聞こえ始

めた。より自然と盛り上がれるようにと、教師が声掛けして全員でねず

みの耳をつけると、子どもも教師も一緒になってねずみになりきって遊

ぶことができた。ねずみの仲間とは「チュウチュウ」だけで通じ合うこと

ができた。楽しいイメージが継続し、運動会の親子競技でも、子どもたち

が、「頑張るぞ」ではなく「頑張るチュウ」などと言いながら、ねずみに

なりきって取り組む姿が見られた。 

（考察） 

・声掛けや環境構成など工夫し、楽しい絵本のイメージを壊さないよう

教師が配慮したことで、ワクワクした気持ちが継続してねずみになり

きって親子競技に取り組むことができた。 

・場の楽しさを全学年で共有したことで、友達同士で刺激を受け合い、気

持ちが大きく動き遊びが盛り上がった。 

・お話の世界を全学年で共有できたことで、遊びが継続したり、広がった

りした。 

 

 

 

 
 
 

○研修内容についての指導・助言を受け、今後の研修に活かす。 

○実践からの検討（継続） 

・保護者から「お母さん絵本」を実施しての感想をもらう。保護者なり

に読んであげたい本を選んだり、当日を楽しみにしていたりする様子

が見られた。 

・一方では絵本についての学校評価値は低く、実践とつながらず今後も

改善していく必要がある。 

・絵本からイメージを膨らませたゲームや、製作遊びにつなげた実践で

は、自分たちで考えたり感じたりなど楽しさを体験することができ幼

児の感性の育ちにつながっていた。 

○成果、課題、問題解決に向けての今後の取組を検討する。 

○年間指導計画における表現に関する内容について、期ごとに幼児の育

ちを捉え、豊かな感性と表現について見直す。 

（Ⅰ期５月末 Ⅱ期７月末 Ⅲ期１０月末 Ⅳ期１２月末 Ⅴ期３月） 

 ＜職 員 一 覧＞ 

職 名 氏 名 職 名 氏 名 

園 長 原沢 あけみ 教 諭 北野 法子 

教 諭 真藤 恵美子 用務員 斎藤 澄夫 

教 諭 宇敷 里奈   

運動会 

頑張るチュ
ー 

チューチュー 


