
令和 2 年度保護者ゕンケートを踏まえて 

令和 3 年度智光こども園 保育方針 

1. 子供の成長した点  

 幼稚園のことをよく話してくれた 。自分で身の回りのことができるようになっ

た 。自然のいろんなものに目がいくようになった。 友達のことも 気にすること

ができるようになった 。主体性 、協調性 、自然との関わり 

２. 園で良かった点来年からもやってもらいたいと思う行事など 

 園外保育、お散歩参観 、ウォーターランド、 自然との関わり、芋ほり、西

郷フゔーム、 梅ジュース作り、いね、味噌作り、木登り、 草木染め、 集団

での制作 （大きい紙にみんなで絵を書くなど ）劇ごっこ生活発表会 

3. 園へのご意見  

バスの時に挨拶をしてくれない先生がいる。 

ひらがなを 読めたり書けたりするようにしてほしい 

英語参観を続けてほしい  

裸足は防災がちょっと心配 裸足は期待している 

 生活発表会など形の中に残るものが欲しい 

今年度の課題 

読み書き 

自発的にひらがなに親しむ しかけが必要、 

本が嫌いになる 1 番の理由は 字が読めるようになる前にまずひらがなを教える

こと と言われています。 教え込むことなしに 読んでみたい 書いてみたい と思え
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る環境設定を考えます。 まず文字が 何かを伝えるものだということ 伝達のツー

ルということに 気づく仕掛け、 紙芝居や絵本の読み聞かせ 、お手紙を送る 、名

前を書く、メッセージを 伝えるための立て札などを取り入れてみる。  

また、文字に親しむ遊び。 しりとりやわらべうた 早口言葉 めっきらもっきらど

おんどおんなど絵本の中の響きを楽しむ。強制でなくこどもたちが自ら 親しめ

るように、子供達の好きな遊びの中から 学べるようにする 。その中で絵本の読

み聞かせは最も 簡単なツールです 。毎日 帰りの時間の前に外から帰ってきたあ

とに絵本を 2 冊または紙芝居を 1 つ読む。毎日読んでいるうちに子供がリクエ

ストをするようになると思います。 絵本の読み聞かせは必ず対話を大事にする。

合いの手が入った時には 反応をする。まずは シンプルなもの 音を楽しめるもの 

季節を楽しめるものなどでやめしてみても、読み聞かせを してみたいという保

護者もいるので できれば バスの待ち時間も読み聞かせをし 、曜日によっては保

護者に頼んでも良いかもしれないと考えています。 おひさま文庫を読んでも良

いし 持ち込みの絵本などで バラエテゖーに富んだものにしていきたい。 バスの

待ち時間も絵本と わらべうたや手遊びを必ず毎日やるよう心掛ける 。 

また愛着や発達が気になる子への対応。少し元気がない 、何か言いたいことが

ありそうなどという子供達は教室の絵本コーナーで好きな絵本を読んであげる。 

先生あのね と 悩みの種を話してくれる日が来るかもしれない。話してくれる 間

や空間、時間を作る。ブロックコーナーなど複数の人数で遊ぶものは絵本のコー

ナーとは距離を離しておいた方がよい。 また 給食の時に 季節のこと野菜のこと 

その料理が生まれた外国のことなど 1 つは必ず毎日話題にする。 できれば絵本

などを部分的に読んでもいいと思う 。知識を あたらしく伝えるだけでなく、 お

うちの人にも教えてあげたら という風に 、教えることが大好きな子供達の心を

くすぐる。 絵本を読み込むうちに 子ども達の語彙が増えるだけでなく 先生たち

の 語彙や 対話的な 受け答え、 また 園だより の材料になる言葉なども増えてい

くと思います 。子どもの目線に立って、どんなものが好きかどんな世界が見え

ているか知ることができる いいツールだと思います。 また 子ども達は絵本や紙
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芝居手遊びが好きなので集中して聞くことで、外で思い切り遊んで発散したあと

に 気持ちを入れ替え、 頭を整理でき、集中力もつくのと同時に好奇心や想像力

もついてきます。 

そして 落書き ウォール は 作品を残しておくために 消すのは 1 週間か 2 週間 置

いてからにする のがよいと思います。絵を書く子もいれば字を書く子もいるで

しょう 人にかけた字を見てもらうことで 自信がつき、自己肯定感があがり 意欲

が まします。 また友達がひらがなを書いていることで いいなー私もやってみよ

うかな という意欲も 引き出すことができるでしょう 。またかけない子でも 友達

の書いたものを読んでみよう 何て書いてあるのかな という読む意欲も上がると

思います 。是非子供達同士の表現の コミュニケーションツールの第一歩として

落書きウォールを 活用してください 。うまくまたは面白く描けたものは 小さく 

組と名前を書いて デジカメで写真を撮り ポートフォリオなどに載せてもいいで

すね 。 

 英語 

英語などの早期教育は 3 年ほどで その効果がなくなることが多くの研究で知ら

れています 。私たちが目指すのは、子どもの 心から 新しい事が知りたい 、遠く

のものを見てみたいと思い続ける 、学び続ける意欲を育てることです。 外国語

が喋れるようになるのは 外国で暮らしたり外人の友達を作ることが 最も有効だ

と言われています 。それを踏まえ 、掛川を好きに なってもらう よう 地元のこと

を よく学びよく遊ぶだけでなく 、機会あるごとに 私たちが住んでいる地球が広

いこと 、多くのまだ会っていない友達がいることを 伝えていく必要があります 。

1 番伝えやすいのは 食事 です 。たくさんの国から 伝わってきた料理や 食材につ

いて 学んでいくことで、 いつかは行ってみたいな という気持ちが生まれると思

います 。またクリスマスやハロウゖン などの行事も 外国ではこんなふうにやる

んだよ などの写真を見せても良いと思います 。簡単な英語の歌も良いと思いま

す 。 
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作品作り 

芋ザウルス作りはゕンケートでも好評でした 。1 人では絵を書く意欲がない子も

みんなと遊び感覚で作品が作れ、またその作品が見栄えの良い物ができる事です 

製作が好きになるでしょう 。また落書きウォールなど 友達が見てくれる評価し

てくれる 、真似して書きこみをする、 絵描き歌 なども面白いですね。 そうやっ

て遊びの中で 絵を描いたり製作が 好きになったところで季節の製作や 散歩で と

ってきたものを見ながら描いたり 自分の中のメージを 表現する楽しさという

ものを覚えてもらうとよいと思います 。またパソコンやスマホなどこんなもの

が欲しいなあ お母さんに またはサンタさんにこんなもん頼もう というのを聞い

た時に だったら作ってみれば という声かけをしてみる、ダンボールや廃材なの

でゲームやスマホパソコンなどを作るのは非常に楽しいと思います 。またテー

マを決めてダンボールなどで 違う世界を教室の中に作るのも楽しいですね 。飾

る絵だと書きたがらない子もいると思います 。でもそれを使って 例えば街を作

ることや 国を作ること、 お店屋さんを作るなど子ども達 が遊ぶための道具を製

作するようだったらできるという子もいると思います 。その中の 1 部を作品と

して残してお母さんたちに渡してあげてもいいと思います 。そのために 教室に 

季節の自然物 やお道具かと は常備するように したり 、そらまめくんのベッドや

お月見など、絵本の読み聞かせの中で 出てきたものを 実際作ってみたいと思い

ます。また 大事なことは、作ったものを 作ったものに“ いいね”を押してあげる

ことです。 名前を付けて飾ったり お友達に紹介をしたりすることでまた作って

みよう という自己肯定感を上げることができると思います。 

 

はだし保育 

多くのお母さん達はとても期待しています 。ただし園内が砂だらけになる こと

を避けるために 清掃方法をよく計画しておくことが大切と思います 。最も大事

なことは 砂の付いたまま教室に入らないということ 。清潔は常に保ちたいと思

います。乳児などは足洗い場で洗ってあげる のが良いかと思います  。給食後は
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ちり紙を園で用意して、落ちているゴミを拾ってくず箱に入れることを年少ぐら

いからはクセづけても良いと思います 。それと 年中年長は 廊下の掃除も日課に

取り入れるタとも思います。たとえば 午後の自由遊び の後に 廊下をブロック

で区切り各グループでお掃除をするまたは雑巾がけをする。 その後に 絵本を読

んで手遊びをして、さようならをする 。子ども達が 楽しむことだけでできる規

則正しいタムテーブルを作ることで、 意欲的な 活動 が可能になり前頭葉も発

達し、切り替えのできる子けじめがつけやすい子になると思います。朝もクラス

活動に切り替えるためにも花や野菜をうえ、水やりや餌やりをやりたいです。 

また降園時のお迎えですが 園の門まで迎えに来ると 時間がかかり 境内の駐車場

が混む と近所に迷惑がかかる などの ご意見がありました。お迎え 予定の子ども

達が待つ工夫、又は職員が境内駐車場に立ち交通整備をする などの対策が必要

と思います。 

 それと少数意見ですが、なわとびの大会に関して回数だけでなく技披露 など 個

人個人を評価する方法のが良いのではないか。 そういう機会をつくってほしい

という意見もありました。 

  今年の目標は 「対話」子供の意見を 等身大に受け取る その練習と 「仕掛け」

に重点を置いて保育を行っていきたいです。 

※特に多かった意見を掲載しました。 


