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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 ２３－１１８６

園 長 名 下田 高男

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

〇明るく元気な子 ◎友達と仲良く遊ぶ子(今年度重点目標) ○豊かに表現する子

２ 経営方針

(1) 一人一人を多面的に理解し、幼児期にふさわしい生活の展開と一人一人の発達の課題に即した指

導の充実

(2) 幼児が様々な環境や友達とかかわりながら自己を発揮し、自他の良さを認め合い主体的に活動し、

一人一人が輝く確かな学びのある幼稚園

(3) 家庭と連携･協力し、基本的生活習慣や集団生活の中で社会性を身に付けた態度の育成、子育て

支援に努め共に歩む幼稚園

(4) 地域社会、近隣の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

(5) 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

(6) 教師同士が支え、協力し、相互に高め合うチーム保育によ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

① “連携タイム”“連携メモ”“チャンス伝達”の実践を深め、全職員による「チーム保育」で子ど

もの姿を共有し､多面的な幼児理解と的確な環境構成につなげ、園の指導力の向上を図る。

② ３園統合となった集団生活の中で、他者とかかわり、他者の気持ちや考えを感ながら、自分の思

いを伝えることを通して、協同性や社会性、思いやりの心を育む。

③ 幼稚園の様々な場面で、幼児が主体的にかかわり、自分なりに試行錯誤し、やり遂げた達成感を

味わえる援助を工夫することで自己肯定感や自己有用感を育む。

④ 幼児が友達や様々な人や物と関わる場面を意図的に設定し、多様な考えや性質、仕組みを感じた

り、気付いたり、理解したりしながら自分の考えを高められるような指導をすすめる。

⑤ 配慮が必要な幼児には、専門機関と連携しながら適切な指導を通して育ちを支えるとともに、保

護者の思いに寄り添いながら、その支援に努める｡

⑥ 地域の教育環境を生かした園外活動による直接体験を意図的･計画的に取れ入れ、心を動かされる

体験を大切にした環境構成を工夫する。

(2) 安全、安心、健康な生活が送れる幼稚園づくり

① 交通安全指導や災害時における避難行動の訓練と日々の安全教育に努め、安全への意識を高める

とともに危機回避能力を身に付けさせる。

② 計画的な親子安全教室等を実施し、保護者の安全意識を高めながら、地域・家庭と連携を図った

安全指導を進める。

③ 安全、安心、清潔な環境づくりと“はっと発見”で意識を高めた環境整備に努め、職員による安

全点検と防災、防犯、アレルギー対応等の危機管理体制の強化を図る。

④“親子チェックシート”の活用や生活目標の掲示･振り返りで保護者と共に基本的生活習慣の確立に努める｡

(3) 家庭、地域、学校との連携の充実

① 各たより、掲示板連絡、メッセージメモ等で幼児の学びの姿を伝え、保護者の思いに寄り添いな

がら信頼関係を築き“親育ち”“わくワク子育て”の支援をする。

② 読み聞かせの啓蒙・おひざ絵本活動の継続・絵本の部屋利用の推進・図書館等の情報提供の継続

などを通し、読み聞かせの機会が増えるようにする。

③ 『つながり』を互いが意識した幼・小の交流の内容やねらいを共通理解し、互恵性のある交流に

なるようにする。

④ 地域の人達や自然、文化等に触れる機会を計画的に設定し、地域に親しみをもち、豊かで温かな

心と郷土を愛する心を育んでいく。
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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、自分の良さに気付き伸ばせる幼児の育成

～ 様々な交流活動の工夫を通して ～

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、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。

２ 研修内容・方法

人との関わりを楽しみ、その中で自分の良さに気付き伸ばせる幼児を育てるための環境構成や教

師の援助の有効性を保育実践を通して明らかにしていく。昨年に引き続き、「幼児期の終わりま

でに育てたい１０の姿」と関連づけながら、特に（２）（３）（４）（６）（９）にポイントを絞

り研修を進めていく。

(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、自分の考えをもちながら、友達と共感し互いに認め合いながら遊び、自信をもって行動

する子の育成を目指してく。
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(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

・心身共に安心できるような教師との信頼関係の構築

・幼児自身が周りの人に受け入れられ、認めたり認められたりしながら、自分の良さに気付けるよ

うな場の設定。

・幼児が自己発揮し、自信がもてるような援助の工夫。

・幼児の興味、関心に合った遊びの場の設定、工夫したり試行錯誤できるような時間や場の確保

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 ・研修主題の検討 ○前年度の反省及び今年度の研修内容と進め方について

・研修内容検討 ○幼児の実態の把握と課題検討、テーマの決定

5.14 ・園内研修計画確認 ・緊張や不安な様子も見られ、教師の側にいたり、興味をもった

遊びをすることで園生活を楽しんいる姿がある。

○研修主題についての基本的な考え方と共通理解

○研修の内容、方向性について

○研究構想及び目指す幼児像図式化

・構想図作成 ・構想図を教師間で確認、共通理解する。

・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各学年の内容について

(２期) 共通理解、具体的手立ての検討

・各学年、園内研修のテーマに関する内容の部分に下線を引き、

補足する事項においては追加する。

6.4 ・指導計画検討（３期） ○事例における環境構成や教師の援助について考察、分析

・保育実践研究 ・（年少児）緊張や不安が強く教師の側で過ごすことの多かった

7.20 ・実践事例検討 幼児が、教師と安心した関係を基盤に少しずつ、周囲の幼児の

8.24 遊びに興味をもったり、かかわれるようになった事例

・（年中児）友達とかかわりたい気持ちはあるが、自己中心的な

姿が目立ち、上手く友達とかかわれず様々なトラブルに遭遇す

る。このような葛藤体験が友達の思いに気がついたり、かかわ

りを学ぶきっかけとなった事例

・（年長児）自分に自信がもてず何事にも消極的だった幼児が、

誕生会の司会当番を通し、頑張っている姿を教師や友達に認め

られることで、嬉しさを感じたり、自己肯定感を育めた事例

○行事の事例における環境構成や教師の援助について考察、分析

・行事を終えたところで各学年幼児の姿も振り返り、その変容を

とらえる。

10.2 ・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各学年の内容について

10.29 ・指導主事訪問 共通理解 、具体的手立ての検討

11.4 ・保育実践研究 ○実践事例の分析と今後の方向性

・実践事例検討 ○研修の方向性や研修内容について指導

○保育実践の分析と改善

・（年少児）前期の事例から継続。友達との繋がりが深まり自分
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の感情を表現できるようになってきた事例

・（年中児）自己中心的な姿が目立つ幼児が、自分の気持ちと

葛藤しながら、ルールを守り楽しもうとする姿が見られた事例

・（年長児）前期の事例から継続。自信がもてなかった幼児が、

大きな行事を友達や教師と乗り越えることで、少しずつ 自信

をもてるようになり、色々な活動に前向きに取り組めるように

なった事例

12.24 ・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

る各学年の内容について共通 理解 、

検討

1. ・研修のまとめ ○成果と課題、幼児の変容について

2 ・研究紀要作成 ○反省と次年度の研修の方向性、課題検討

3 ・来年度の方向性の検討 ○年間指導計画における人間関係に関する各学年の内容について

の検討及び改善

４ これまでの研修の成果と今後の取組

○成果

・教師が幼児同士の関わりを繋ぐパイプ役となって友達の良さを代弁したり伝えたりし、認め合う、

互いの良さを伝え合う援助に努めたことで幼児の自己肯定感を高める一助とすることができた。

・幼児の望ましい行動や姿について教師間で情報交換しながら、そのことを大きくほめたり、友達に

紹介したりすることで自分のよさに気付かせ幼児の自己肯定感を高めることができた。

○課題

・幼児同士が認め合えるようになるためには、教師の援助と見守りが重要である。今後も、自己発揮

と周囲との調和を図りながら、幼児が相手の思いや良さに気付き、全体的に思いを伝え合えること

のできる見守りが必要である。

・相手が自分の思いを受け止めてくれたことに満足できる体験を繰り返していくことが大切である。

今後も幼児らで話し合う場を積極的に設け、伝え合うことを楽しいと思える環境と援助の工夫を探

求していく。

○課題解決に向けての今後の取組

・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 下田 高男

教 諭 戸部 葵

教 諭 宮下 理恵

教 諭 松井 逸希

教 諭 板井 美芳（育児休業中）

用 務 員 大竹 秀男
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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  佐藤 広幸 

 

Ⅰ 幼稚園の経営 

１ 幼稚園の教育目標 

人間性豊かで心身ともにたくましい幼児 

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

２ 経営方針 

(1) 個々の幼児が自己肯定感を持ち、発達段階に応じて主体的な活動をする幼稚園 

(2) 友達と触れ合い、共に活動する楽しさを味わいながら、健康な心と体を育む幼稚園 

(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) 教師がモデルとしての自覚を持ち、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 

(5) 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 

(6) 地域社会や小中学校との連携を図り、育ちの連続性を重点とした教育に努める幼稚園 

(7) 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〉進んで身体を動かす幼児の育成（運動遊びに視点を当てて） 

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、「体を動かすことの楽しさ」を実感

できる教師の援助方法を探り、実践研修を通して進んで身体を動かす幼児の育成を目指す。 

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べ物への興味・関心を高める食育活動や栽培活動を取り入れる。 

③体力向上のために、運動の要素を取り入れ、遊びの中で十分に体を動かす活動を工夫する。 

(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、関係機関と連携をしながら適切な指導を図る。 

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絵本の部屋を工夫し、家庭へ本を貸し出しながら家庭での読み聞かせの推進を図る。 

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互恵性のある連携を行う。 
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幼児児童生徒の実態との関わり 

・家庭での生活全体が便利になってきたことに
より、歩くことをはじめとした体を動かす機会
が減少しているだけでなく、家事手伝いなどの
機会も減少し、一般的な家庭生活の中での運動
量が減少している。 

・運動遊びを進んで楽しむことができる幼児が
多いが、中には、体を動かすことに対して苦手
意識をもっていたり、思うように体を動かした
りすることが難しく楽しめない幼児もいる。 

・日常生活の中で育つであろう、動きや力が獲得
されていない幼児が多い。 

・発達に適した運動習慣を獲得できていなかっ
たり、偏食な幼児が多いことから、肥満気味で
あったり、逆に痩身であったりする幼児が多
い。 

・幼児を取り巻く環境の変化から、戸外で体を動
かす機会が少なくなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導の在り方との関わり 

・体を動かすことが苦手で運動を好まない幼児
に対して、主体的に運動を楽しめるような援
助ができていたか。家庭生活の中で獲得する
であろう動きが少なくなっている中、幼稚園
の生活や遊びの中で、様々な動きを経験させ
ながら運動の楽しさを感じられるようにして
いく。 
・幼稚園だけでなく、家庭でもお手伝いなど生
活の中で獲得していける様々な動きがあるこ
とを伝え、園と家庭とで連携して幼児の体力
向上を目指し、主体的に体を動かす幼児を育
てていくことが大切である。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

２ 研修内容・方法  

(1)具体化した目指す幼児児童生徒像  

・自己を十分に発揮して伸び伸びと体を動かし、充実感や満足感を味わえる幼児。 
・体を動かす楽しさや心地よさを感じ、進んで身体を動かす意欲のある幼児。 
・適切な運動、食生活など日常の生活習慣に関心をもち、丈夫でバランスのとれた体を育んでいける
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 

・幼児が自発的に体を動かしたくなる環境の構成を工夫し、遊ぶ時間を十分確保していく。 
・幼児期における一般的な運動の発達の特性と経験しておきたい遊び（動き）を教師間で把握し、各
学年の遊びに生かしていく。 
・多様な動きを獲得できるように、動きの要素を考えた遊びを提供していく。 
・幼稚園での取り組みや情報を、家庭に発信し、情報を共有しながら、園と家庭で協力して幼児の健
康・体力向上を目指していく。 
・地域のスポーツクラブと協力し、幼児の運動の機会や興味・経験を広げていく。 

 

 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 

・朝運動を毎日同じ時間に取り入れ、楽しみながら継続してきたことで、幼児が見通しをもって行動でき
るようになった。幼児の園生活にメリハリもつき良い習慣となった。 

・朝運動に遊び要素を取り入れ、楽しみながら自然と運動能力が身につくよう各学年計画を立て行って
きたことで、体を動かすことに抵抗を感じていた幼児が友達と一緒に笑顔で運動を楽しめるようにな
り、幼児一人一人に体を動かす習慣が身についた。 

・年長児では、小学校へつながる活動を意識して取り組むことが大切な援助だということがわかった。３
学期も継続していくことで、小学校での生活にスムーズに移行できるよう取り組んでいきたい。 

○課題 

・たくさん遊んで運動し、健康な習慣が身についてきたが、早寝・早起きや食生活の面で課題を感じる幼
児がいる。 

・寒くなると、戸外での遊びや固定遊具に触れる機会が減少してくるので、幼児の運動量も減少する。 

○課題解決に向けての今後の取り組み 

・運動習慣を継続させていきながら、早寝・早起きの習慣や食育の方にも意図的につなげていきたい。２
月に予定されている講演会では、生活習慣面の内容の講演会を予定しているので、家庭への啓発につな
げていきたい。 

・戸外で遊ぶ機会が少なくなってしまう時期には、室内でも楽しく運動量を確保できるよう、３学年で話
し合い、色々な運動要素を取り入れた室内遊びを提案していく。 
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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）］ 

4.10 

 14 

研修主題、内容の検討 
○幼児の実態や自園の課題から、研修の方向性、内容について 
○目指す幼児像 
・日常生活の中で育つであろう、動きや力が獲得されていない幼
児が多く、日々の運動量が少ないということが明らかになった 

・主体的に体を動かし、運動することが楽しいと思える幼児を育
てる。 

5.18 研修計画検討 
感染症対策による分散勤務により各自研修 
○3歳児～６歳児における一般的な運動発達の特性について 
・各自幼児の運動発達についての DVD視聴をしたり、幼児期運動
指針を熟読したりする中で、幼児は様々な遊びを中心に毎日楽
しく体を動かすことが大切だということがわかった。 

6.19 保育実践研修 
○異年齢での朝運動について 
・継続して取り組んでいきたい運動内容（体操、バランス平台、 
 ケンケンパ など）が明らかになった。 
○幼児が進んで体を動かしたくなる環境の構成、援助の在り方 
・年少から年長までそれぞれの発達に応じた環境の構成を工夫す
ることで、運動に対する興味・関心を高めることができた。 

・今後更に発展し運動経験を積み重ねていけるよう、次のステッ
プを意図的に積み重ねていく必要がある。 

７.20 保育実践研修 

 

○幼児期に経験しておきたい動きの要素を取り入れた遊びの提供 
・バランス平均台を継続して使用することで、平衡感覚が育つ。 
○実践事例からの検討（抜粋） 
【朝運動で心も体も目覚め、元気に過ごそう！】１学期 全園児 
毎朝、９：００にパプリカの曲の合図で遊戯室に異年齢が集合し
体操と運動を行った。体操の後はバランス平均台やケンケンパ、
ロープスローなど、幼児がやってみたいと思うような環境を設定
し、楽しみながら身体能力（バランス感覚、ジャンプ力、投力な
ど）が向上するようにした。 
（○成果△課題） 
○朝一番に体を動かすことで、眠っていた頭も覚醒し、その後の
遊びや活動が充実した。生活習慣のリズムも身についてきた。 

○毎日継続して楽しく運動する時間を確保したことで、身体能力
が向上してきた。 

○体幹やバランス感覚が身についてきた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.21 実践事例研究 ○保育カンファレンスによる事例内容の検討 

・朝運動の実践効果が生活習慣面にも表れてきている。 

9.16 保育実践研修 ○保育カンファレンスによる事例内容の検討 

・朝運動の継続が運動会競技への関心へスムーズにつながった。 

10.22 実践事例研究 

 

○保育カンファレンスによる事例内容の検討 

・意識的に幼児の運動量を増やし、継続して計画的に運動体験を

積んでいくことは、丈夫でバランスのとれた体の基盤となる 

ロープスローで投力アップ バランス平均台で体幹を鍛える 

リズムにのってケンケンパ 朝一番！元気に体操！ 
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○実践（抜粋） ２学期（運動会）全園児 

・朝体操や朝運動（平均台、ジャンプ、ケンケンパ）の動きを運

動会の種目につなげた（障害物競走）。運動会の為だけに練習

するのではなく、継続してきた運動の動きを運動会につなげた

ことは、幼児の自信や達成感、運動能力向上につながった。 

 

 

 

 

 

11.6 指導主事訪問 ○研修内容についての指導・助言を受け、今後の研修に生かす。 

12.18 実践事例研究 ○実践（抜粋） 

【忍者修行で投力アップ】 ２学期 年中児 

学年の発達段階や運動課題を捉え、各学年実践を行った。 

年中児はドッチボールを楽しむ機会が増え、投力（遠くに投げ

る、片手で投げる、的や目標物に当てるなど）を楽しみながら習

得していけるよう、子ども達が興味をもっている忍者修行に投力

の遊びを取り入れた。子ども達は、忍者のボールや的を喜び、修

行気分で楽しみながらボールに触れていた。ボールを投げる遊び

にスポットを当てた遊びを継続して楽しんだことで、投力が身に

ついてきた。 

 

 

 

 

 

 

1.8 研修のまとめ ○成果、課題、今後の取り組みについて検討する。 

 ３ 

 

指導計画検討 ○年間指導計画における健康に関する内容について、期ごとに幼

児の育ちを捉え、健康について見直す。 
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職 名 氏 名 職 名 氏 名 

園 長 佐藤 広幸 教 諭 北野 法子 

教 諭 磯貝 理恵 用務員 斎藤 澄夫 

教 諭 宇敷 里奈   

 

 

Kちゃん 

がんばれ～！ 


