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令和２年度（2020年度）事業報告 

                        鮎川正（記） 

はじめに・・・コロナ禍のチャレンジ！ 

昨年４月上旬に国による非常事態宣言が発令され、約 1月半の登

園自粛期間を経て実質的には6月から新学期が始まった令和2年度。

再開後すぐに迎えた創立記念日（園の誕生日）で 115歳を迎えた幼

稚園。初めて保護者と共にお祝いがなく（保護者会総会も書面決議）、子どもたちだけのお祝い会は園再開そのものを

お祝いするような意味合いもありました。 

その後、夏にかけて第 2波、晩秋から正月を挟んで冬に第 3波を受け、首都圏中心に 2度目の緊急事態宣言が出さ

れ、ようやくその波も収まりつつ、石川県もステージ１に戻りました（首都圏も 3月 21日に解除とか）。そのような

コロナ禍の一年、昨春の緊急事態宣言中には思い切った断捨離！（掃除、整理整頓）を断行、また密を避けるための

遊び場拠点の分散化の環境整備を進める一方、園生活と行事の見直しに取り組みました。当たり前に思っていたこと

を子どもにとって本当に必要なことなのか？この機会に改めて議論を重ね、例えば、夕涼み会での年長、年中児の子

どもだけの参加、運動会を園庭から離れ犀川河川敷での実施、木の花祭りの日程分散や地域（野外）での開催、発表

会の異学年友情出演の見直しなど、コロナアフターも見据えながら大胆に新しいことにチャレンジした一年でした。

また感染状況のフェーズ（局面）に応じて保護者へのお願い事項を膨らませたり（減らしたり）、年間を通じて子ども

も大人（スタッフ、保護者）も息切れせずに、十分な保育が出来るように心がけてきました。やってみて実感したの

はコロナ禍においても新たな保育の「引き出し」を拡げられたこと、これは大きな糧でもあったと思います。 

来年度も短期間的には流行の波が継続することも想定しつつ、今年度コロナ禍の中で取り組んできた園運営、教育・

保育活動で得た糧と課題を整理すべく重点課題を中心に2020年度の事業について振り返りを職員全体で行って参り

ました。その結果について総括し振り返りたいと思います。（注１ 重点課題とは別に R２年度の特色教育全般） 

 

 

 

 

 

 

１． 新型コロナに対応できる安心・安定した園運営 

今年度の大きな重点は新型コロナに対応できる安心・安定できる園運営をまず第一に掲げ、コロナの特性把握に努

めながら安全管理の体制と安全教育の見直しを図りつつ、出来る限り木の花の教育・保育活動を継続していくこと、

第二に新型コロナへの様々な対応（安全管理・安全教育及び教育・保育の形態）は一過性のもとしては捉えずに、コ

ロナを契機にこれまで当たり前に思っていた事を改めて、「子どもにとってどうなのか？」という視点で、将来を含め

てコロナアフターも見据えて考えていくべき諸課題へも踏み込んで取り組んできました。 

 

＜１＞ 園運営上の安全管理、安全教育対策の強化 

昨年は入園式直後に緊急事態宣言が出され（厳密には石川県・金沢市で独自に先行し宣言、その後国から石川県も

令和 2年度事業計画の重点 

１． 新型コロナに対応できる安心・安定した園運営 

２． 木の花版 3歳未満児保育の追求とより使いやすい環境整備 

３． 日常生活と年間行事の在り方の見直しと再編成 

４． これからの時代に対応できる新たなスタッフ体制の構築 

 115歳、おめでとう！ 
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含めた全国へ発出）、登園自粛期間が約 1か月半続きました。この間にコロナ対応の体制づくりに、新型コロナへの

理解を土台に、職員、園内の各種ソフト面対応（園内及び家庭）、施設、設備等の各種ハード面の観点から整理、

検討を加え、園再開後も実践に努めてきました。 

 

（１） 新型コロナの理解…情報収集と分析、対応の目安 

 コロナに関する保護者間の温度差、理解の差異も大きかったので、心配に感じる保護者の話も伺いながら、私たち

自身もコロナとは何か？必要不可欠な情報の収集とその理解に努めました。保育所等対応ガイドライン、学校再開ガ

イドライン、「学校における新しい生活様式…新型コロナ対応衛生管理マニュアル～」などの行政資料、国や県、市な

どの指針、県のＨＰによる新型コロナの罹患状況の推移、モニタリング指標、あるいは医師会の研修、園医さんへの

職員からの新型コロナへの疑問を集めた質問とその丁寧な回答、学校薬剤師さんからの換気量の測定など専門家から

の知見、あるいはWHOや日本小児学会などの論文や知見、新聞記事からのコロナ関連の抜粋による最新情報の収集

に努め、必要に応じた職員全体への回覧や職員室に書棚に「コロナ関連コーナー」を設置。より最新の客観的な科学

的な知見を参考にしながら、新型コロナ対応へ園独自の指針も定め（特にレベル２を感染状況に応じて 3段階に細分

化）、短期間ではなく一年かそれ以上に及ぶ状況を見据えながら息長く続けられる感染対策と保育継続との両立（バ

ランス）をとる戦略の基本に据えました。 

 

（２） 各種ソフト面の対応 

① 職員、園内対応 

（その１）スタッフ体制と職員規定等の整備 

新型コロナへの知見をもとに新型コロナ対応マニュアルの木の花版を作成。またコロナの感染状況（フェーズ）に

応じた職員の出勤規定、コロナ対応の公休（特別休暇）措置、園再開時の園内チェックリストなどを策定し、実際に

保育再開後に運用を展開。課題などを見出し改善へと繋げました。また責任感から無理をしがちな職員に対して、体

調異変に即応できるよう、休むことへの意識のハードルを下げる非常時的公式ルール（コロナ特別休暇）を定めまし

た。そのため保育補助のアシスタント（有資格者）や応援サポーター（無資格者）の追加募集を行い、2020 年度登

録者は 30人を超えました。（緊急事態宣言時の登園自粛期間には当

初お願いしていた出勤予定日に休業手当も支給。）実際に月平均で

10 人以上がサポート体制として保育に入り、職員負担を軽減して

くれました。ICT関係のサポーターなど木の花職員の苦手部門にも

支援が入り、保護者の人数制限をかけた企画（パントマイム）やク

リスマス会などの行事の動画配信も行うことができました。保育及

びその周辺をサポートして頂いた方々に改めて感謝したい、と思い

ます。 

 

（その２）ユニバーサル化と分散化のための整備 

また緊急事態宣言下では、この機会を最大限に活かすべく徹底した断捨

離（整理整頓）と清掃、ユニバーサル化の徹底を図り、環境の整備、美化、

衛生化を図りました。 

 

 

昨年父レクで頂いた丸太を使って木製ドームを作

成・・・。他にツリーハウスにベンチ補修など。 
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一方、遊び場拠点の分散化（特に園庭・・・砂場、木製ドームの設置、ロー

プアスレチックリメイク）に力を入れ、密集、密接を避ける環境的な配慮を行

いました。正直なことを言えば、子どもがいる通常保育であったらできなかっ

た作業であった、と思います。また手洗い場の密の状況改善のためのテープ表

示などによる動線、換気のポイント・頻度（学校薬剤師さんによる部屋の容積

と人数からの二酸化炭素量の計算などに基づき）、また各保育室（以上児）の扉

を外すなど換気対策を徹底し、また園外保育を含めて屋上、ベランダ、園庭そ

の他、多様な空間を意識的に利用するクラス活動の多様性に日常的に留意するこ

とを職員間で共有し、日々の保育実践を図りました。 

 

（その３）学校安全計画等の見直し 

もう一つの力点は、学校安全計画の再構成と年間指導計画の期別（育ちの節目）

を見直すことへの取り組みです。 

前者の学校安全計画では、総合的な計画に加えて年間指導計画と同様に、コロナ関係の保健・衛生の観点だけでな

く、自然災害や怪我、不審者などを大人対応のみならず、子どもたちがどう自主的に動けるか？学年別に項目（観点）

ごとにそのねらいと方向目標、そのための支援や手立てなどを各期の段階でどのように設定し、子どもたちに意識を

促し、日常的な生活の場で積めるのか？あるいは避難訓練などの際にどの程度できているのか？確かめる指針を学年

ごとに定めました。（「災害」「火災」「保健衛生」「怪我」「不審者」の項目別ねらいと手立て→各担任による作成→確

認・共有→保育、訓練等の中での実践→振り返り）日々の生活の中で実践したう

えで年度末の安全研修の折に振り返りの際の目安としてコロナアフター後も使え

るように、随時見直しを行っていきたい、と考えています。 

また新型コロナ対応マニュアルを園独自に策定。併せてこれを期にこれまでの

安全管理マニュアルの見直しも行いました。特に緊急事態宣言後の園再開時には、

保育の一日の流れからチェックリストを作成し、感染状況のレベルに応じた園生

活の見直しに取り組んできました（例えば昼食時のテーブルに着く人数の考慮や

衝立ボードの活用など）。 

 

（その４）年間指導計画の見直し 

後者の年間指導計画はなんと言っても1か月半の登園自粛のブランクは年間の

教育課程（カリキュラム）に大きな欠損を生じているので、年間指導計画（行事

含め）全体を学年ごとに見直す作業に取り組みました。従来 4期で通常これまで

育ちのステップを木の花では整理してきましたが、各期別を学年ごとに一律に揃

えず、学年ごとに見直して柔軟な対応を取れるようにしました。そのうえで再開後、新入園児、及び進級した子ども

たちの安心・安定感を掴む土台に最低 2か月は必要と考え、1学期を 7月末日まで延ばすことにしました。（夏休み

期間の短縮。）そのうえで各担任による保育計画・指導計画の練り直しを行い、学期ごとに振り返りを行い、年度末に

全体共有と総括を行っていきたい、と思います。 

 

 

 

 

 

掃除、掃除、ひたすら掃除・・・・ 

会議もレベル、人数に応じて場所を

替え・・・ 
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② 保護者対応  

＜その１＞緊急事態宣言下の園児、家庭対応 

保護者（家庭）対応としては、情報連絡を定期的にとり直接電話越しで会話し、相

互にコミュニケーションをとることで子どもの様子や親御さんの不安の解消に努めま

した。また、在宅でできる家庭での「宿題」も提案。家庭に負荷を伴わず、園の負担

もさほど多くなく、子どもにとって、家庭にとって無理なく出来て、保育再開にも繋

げられるようなものとして、第一弾は家庭でできることシリーズ（家にある廃材を使

ってこいのぼりを作ってみようという家庭内編と、家の中で閉じ籠るのもまずいと思

い、家周辺の「春を見つけてみよう」という散策へのお誘い）です。これらは園再開

後へ繋げる意味もあり、ホントにおもしろい工夫満載の鯉のぼりが集まり端午の節句

も兼ねた創立記念日での再開祝いにもなりました。また様々な地域から通う木の花っ

子たちの家の周りの自然の豊かさ、そこで遊ぶ子ども（親子）の様子を知り、当初は

園玄関に掲示板を置いて貼りこんでい

き、後に HP上にもアップでき、地域

再発見にもなりました。第 2弾は緊急事態宣言が 5月も延長されたた

め、学年別に親子登園等の機会を分散して設定。木の花文庫の絵本貸

し出しディを学年別に設けて家庭に呼びかけ、園への来訪の機会を親

子で持ってもらう場を作りました。リフレッシュにも繋がり、特に新

入園児には園再開前の慣らしにも繋がったようです。第３弾としては

園庭開放を予定していましたが、分散登園が 5月下旬から認められた

ので、これはお蔵入りとなりました。 

 

 ＜その２＞状況に応じた各種協力依頼 

またコロナは家庭内感染による拡がりが大きいので保護者向けのお願い

事項を「コロナ対応園便り」としてこれも感染状況（フェーズ）または行

政対応に即して、発行（1～10 R3.2月現在）。ご家庭での理解と協力を

依頼しました。園医さんからのコロナに付随する諸症状などを参考に 3点

以上該当すれば受診を促したり、家族周辺でのコロナ罹患情報なども受け

ながら園医さんにも相談しつつ分かりやすい目安なども提示。PCR検査が

簡単に受けられなかった時期に、わずかな兆候でも大事をとり先ずは職員

（大人）からの感染予防対策の徹底に努めてきました。難しいのは親御さ

んの中でも考え方の幅の広さ、温度差ですが、幼児教育の特性上、教育的な観点からも感染拡大の防止策は工夫をこ

らせても、ゼロリスクの感染防止の徹底は困難であること、子ども同士がくっつきあって遊ぶことや手をつなぐこと、

その必要性などを教育的見地から正直に伝え、不安がある家庭には無理のない範囲で個別の配慮を行い、時には休む

ことも許容することでバランスをとってきました。スタッフ、保護者、園児への保健衛生への意識が高まり、病欠者

は昨年度に比べて減っている一方、どこまで休ませればいいのか？保護者にも戸惑いもあり、事例を聞き取りながら

ケースバイケースで対応。職員でも判断に迷うケースでは園医さんにも相談しながら対応してきました。 

 

 

 

 

各家庭で作った鯉のぼり

を飾って・・・ 

端午の節句も兼ねた創立

記念日のお祝い会・・・ 

お家の周りの「春見つけ」

の情報を頂いて・・・ 
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ただコロナに関しては、実質的な病気への不安もさることながら、それ以上にさまざまな風評、憶測、思い込み等

の人権侵害のようなことが起きないようにお願いしてきましたが、都会だけでなく市内でも様々な（人権侵害と思え

る）風評を見聞するにつけ、社会の縮図の中で子どもたちの視線は身近な大人の姿を目の当たりにして育つ…このこ

とは他人事ではなく当事者感覚として肝に銘じたいと思います。 

 

 ＜その３＞保護者会との安全を巡る議論と実践 

直接にはコロナとは無関係かもしれませんが、コロナ禍の中での登園自粛期間など家庭とのコミュニケーションが

薄くなる期間が長く続いたこと、県外等からの転勤の方々が感じる、園の不審者対応に関する不安感等から、保護者

会役員と話し合いの場を持ち、園での取り組みと対応、園が感じている現状の危機意識（園児が外に出ていく）と保

護者の感じる不安（外からの不審者侵入）とのギャップの認識ができ、そのためにどういう対応が現実的に可能か？

木の花の保育理解と共に天秤にかけながら、園と保護者が一緒にできることを考え、また改めて必要なお願い事項な

どを全保護者に提起し促すことができたことは、職員スタッフにとっても玄関周辺の対応、整理をすぐに検討実行で

き、保護者会からの詳細な報告お便りも園の解説便りと共に発行し保護者と協働的に安全について考えるきっかけと

なりました。またその後保護者会からは園の安全にかかわる対応をフローチャート式に分かりやすく図解する案内な

ども作成され、その構造を分かりやすく「見える化」する試みまで行ってくれたことには驚きと共にこれも感謝する

次第です。来年度以降、入園児に配布する「安全と保険のしおり」に付

帯してつけさせてもらえるか？また保護者会さんとも園内でも相談して

いきたいと思っています。 

 

（３） 設備等対応（ハード面） 

行政や民間のコロナ補助金を活用させてもらい、加湿器のある空気清

浄機を各保育室、職員室に設置、非接触型体温計、消毒液、マスク、エ

プロン等の備蓄と活用、また昼食時が状況的に一番感染リスクが高いと

判断し、補助テーブルの追加購入、主に昼食時に使う衝立ボードの導入

などを図りました。（ボード導入には職員間で議論がなされましたが、使ってみると意外に子どもたちには面白さと共

に受け入れて活用され、年長は自分たちで使ったボードを消毒する拭き作業などもしています。）また新しいぐみ棟の

密閉性が気になっていたので、階段踊り場に窓設置（対角線での換気）し、通気性をよくしました。またぐみ棟ベラ

ンダにウッドデッキを設置し、空間的な広がりと換気対策を設備面から改善しました。ぐみ棟の換気対策での窓、及

びデッキは空気がこもらずまた開放感をもたらし、保育上も様々なメリット

がありました（後述）。 

春先当初、手に入りにくいマスクや消毒なども関係各位のご配慮もあり、

年間を通じて必要にして十分な量を確保し、職員に配布する一方、園での活

用にも役立ちました。手作りマスクや消毒なども保護者や地域の方、関係者

からもご寄付頂くなど、様々な支援があったこと改めて感謝したいと思いま

す。また非接触型体温計はぐみなど未満児にも使いやすく、また各種イベン

トやワイワイ会、あるいは保育関係者の見学など外部の方が来園される際に

も幅広く活用できました。 

 

 

デッキは憩いの場に・・・ 

ボードは「マイハウス」

的な感覚で・・・ 
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＜２＞  教育・保育活動上の柔軟な取り組みと年間計画 

（１） 園再開後の日常の取り組み 

園内保育の日常としては、遊びの分散化や活動形態の多様な空間活用、行

事の取り組みを含めた多岐にわたる園外保育の実践を増やすことで園内の

空間スペースを拡げる一方、特に密になりやすいトイレ動線と水場の使い方

（手洗い）に子どもたちに注意を促し、また補助テーブルの活用や扉を外す

ことでの換気に努め、各部屋やホールなどに設置している温度計・湿度計の

数値に留意しました。また感染状況の県

内・市内記録と基準値観測及び園内欠席

者の動向も時系列で並べて記録し、園内

の園児、職員の健康状況の推移も記録し、

県内感染状況の数値、モニタリング指標

と併せて記録していくことで、必要に応

じた対応が取れるように心がけました。 

 

（２） 行事形態の見直しと実践 

また子どもたちの育ちの節目としての期別には行事が大きくコミットする

ので、行事の日程以上に形態を思い切って見直すことにしました。感染対策

上のポイントとしては以下のような点を検討しました。 

・当該時期の感染状況（局面・レベルに応じた対応） 

・3密回避の形態を考慮（一人一人のスペースが最低 1m以上。レベルに

より 2m以上） 

・参加人数と空間スペース（容積）を考慮（通常の１/２以下を目安） 

・参加保護者への健康管理とチェックなどを依頼 

そのうえでスタッフ間で過去の行事の振り返りを改めて行い、「子どもに

とって行事に何が必要なのか？」という視点で見直し、感染対策を土台に、

子どもにとって？を第一義的に考え、そのあとに保護者の要望などを載せて

検討を行いました。 

その結果、子どもたちだけの創立

記念日のお祝い会、地域の銭湯を利

用せず園庭全体を露天風呂にしたお泊り保育、年長、年中児は子どもだけで

お金を持って園内の夏まつりを楽しんだ夕涼み会、敬老会は高齢者を招待す

るのをやめた代わりに手紙を書いて送るお手紙大作戦、園庭から離れ地域の

河川敷で広大な空間を活用して行った運動会、日程を分散し学年の各お店で

園内、園庭、そして地域の河川敷などあらゆる場所を利用して行った分散型

木の花祭り、公共機関での体験には目つぶり、貸し切りバスならではの各種

遠足、ぐみ・ぷち、年少は見学だけの体験で年長、年中中心のもちつき、友

 

 

 

 

 

 

ドーム、砂場、水、ベンチ等々あちこちの分散

拠点に自然と遊びが拡散、伝播・・・ 

ベランダ、屋上も

有効活用・・・ 

天気よければお散歩、いっ

ぱい！地域探検！で地域を

知り、身体も鍛える！ 

夕涼み会は、ぐみ・年少と年

中・年長の 2部構成で・・・ 

夕涼み会の先生のお店の一つ、アシカ

ショーは屋上も活用・・・ 
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情出演を年長の身に限定、また異学年保護者にはご遠慮願い、また出演する（出番のある）同学年の親のみの保護者

のみ招待しホール空間を最大限に活かして行った発表会、これも発表会と同じく出演する音楽サークルの保護者のみ

参加で空間を最大限活かしたクリスマス会（但しオンライン配信など代替措置もとる）などを随時取り組んできまし

た。 

成果（まとめ）として・・・ 

初めて取り組んでみて捨てることのデメリットや負担感もあったにせよ、それぞれの行事において、特に感染上の

危機感を感じることなく、その取り組みも含めて実施出来た上に、保育の引き出しが拡がったこと、行事のもつ意味

をもう一度捉えなおしてなぜこれをしているのか？職員で共有ができたことが大きな収穫でした。コロナというもの

をきっかけに今までできなかったこと、その中で子どもたちが魅せてくれた育ちの姿に私たちも勇気をもらい、コロ

ナアフターへの新しい教育課程・年間指導計画の新たな衣替えを感じさせる一年でもありました。 

 

２．木の花版 3歳未満児保育の追求とより使いやすい環境整備 

子ども園としての一年を経験して、実際の運用の中で木の花らしい未満児保育を試行し、これまでの保育に加えた、

これからの子ども園としての未満児保育を展開してきたつもりです。その過程でいくつもの課題が挙がり、未満児担

当スタッフのみならず職員全体としても議論を重ねて、ぐみ棟や園庭、あるいは本園園舎の空間の使い方、一日の生

活（早朝から夕方延長まで）、年間の行事等の節目を踏まえた保育プログラムの見直しを図り、1年目のぐみの子の育

ちのこれからの姿も注視しつつ、保育計画、指導計画全体の見直し、改善を図ってきました。 

 

＜１＞ぐみたちの遊び、生活、活動 

ぐみ棟をもっと使い勝手よくするために踊り場の換気用の窓の設置、1階、

2 階のウッドデッキの新設など生活空間の改善に取り組みました。また入園

から慣れてくるにつれ、部屋の戸の鍵締めを止めて、自由に 1階、2階など

行き来できるようにしました。ウッドデッキはそこでランチをしたり、そこ

での多様な遊びや以上児との出会い、発見、あるいは昼寝など、多様な使い

道として機能しました。１～３階を自由に行き来できる、仕切りのない部屋

の開放感なども一人一人の安心感と同時に世界を拡げていくきっかけにもな

っています。自分で出かけて自分で戻ってくる・・・そんなことの繰り返し

の中でぐみ棟の空間を使いまわし、自分たちの居場所としての安心・安定感

を得て、自信につながっているようです。 

そのような生活の中で、

未満児としてのモノをよく出したり、何もないところでもなんでも

遊びになる姿であったり、目的地のない散歩をその場、その場で楽

しんだり、生活も流れの中で自然に身に着けていったり、本園での

始業式、終業式、あるいは運動会、木の花祭り、発表会、クリスマ

ス会などの雰囲気を感じながら、大きいお兄ちゃん、お姉ちゃんに

混ざって話を聞いたり、以上児の様々な表現活動に触れて、じっと

見たり、身体を動かしたり、様々な引き出しを拡げ、日々成長する

 

 椅子も使って電車ごっこ・・・ 

ぐみ棟 3階ホールもぐみち

ゃんたちの憩いの場・・・ 
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姿を垣間見ることできました。時間の流れの緩やかさ、テンポ感、そして本園以上児との接点（見える環境）がぐみ

の子どもたちの育ちを支えていると思われます。 

 

＜２＞本園との往来、モデルになるぐみの子たち 

一方本園への行き来も慣れるにつれ頻繁に行い、ままごとコーナ

ーや絵本コーナー、滑り台など徐々に勝手知ったる場となり、本園

の環境や以上児たちの出会いにも繋がっていきました。月齢での発

達の差や個性の差も大きい時代なので、昼寝にしても、したい子と

したくない子は本園の遊びに混ざったりなど、一律にせずその子そ

の子に応じた柔軟な対応をとることで、全体としての調和もとれて

いたように思えます。 

そんな中でも2年目という中で在園の１歳児からの進級2歳ぐみ

の生え抜きの子どもたちが新入園の子どもたちのモデルになった

り、園生活に慣れるにつれ、本園に出向いて以上児たちの遊びや活動に混ざったり、園庭の以上児の遊びの痕跡のお

すそ分け(穴、葉っぱプールなど）をいっぱいもらったり、あるいは活動や行事の取り組みなどで火を扱うことへの興

味や意欲、やってみることでの面白さを感じたり、多様な本園の子ど

もたちの刺激をたくさん受けながら、一人一人が安心・安定感を掴み

つつ、徐々に世界を拡げていくことが伺

えました。 

また一人黙々と繰り返し遊びに没頭す

る姿は、連れ立って遊ぶことに慣れてし

まって本当にしたい遊びを見失っている

以上児へのモデルにもなっていたことも

あり、友だちに合わせる、ではなく、自

分にとって本当に好きなモノ、好きなこ 

とは何か？捉え直すことにもなるモデル 

効果が以上児の子どもによってはあったようです。 

 

＜３＞ ぐみとプチとの交流・・・違う日常を生活の場にするからこその響き合い 

 今年度力を入れたのは、プチちゃんとの交流活動。ぐみ棟へプチが行って遊んだり、逆にぐみの子らが本園の保育

室に来て一緒に混ざったり、ホールで遊んだり、9 月以降は定期的

な交流の機会を設けました。その中でぐみの子らの自由さに刺激を

受けるプチと幅広い視野で気の合う友だちや仲間感覚を味わうぐみ

など、互いに違う環境で生活するが故の引き出しを拡げる場にもな

っていました。プチにとってはぐみちゃんたちの一人一人の自由奔

放さに、ぐみの子たちにとっては、集団でする楽しさや以上児とし

ての「文化」（遊び方など）を持ち込むその様子に、双方刺激を受け、

 

 

 

 

滑り台も魅力・・・ 

本園のおままごとはぐみ棟とちょっと

違うなあ・・・とぐみちゃんに人気。 

園庭の植木の伐採を集めて・・・ 

ぐみ棟屋上での交流。大き

な布を使って・・・。 
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徐々に互いの行き来を楽しみにするようになりました。 

またぐみと年少の担任チェンジなども試み、多様なスタッフとの関り、

多様な空間での共有も意識しました。そうした積み重ねを経て、運動会、

木の花祭り、クリスマス会、発表会・・・と少しづつ、一緒に非日常を共

有する活動にも挑戦。やりたい、と思える子がモデルになったり、マイペ

ースでちょっと興味惹かれ

るところで参加したり、お

客さんとして見る場合にも、

無理強いはせずに「逃げ場」（2階保育室）も用意しつつ、行事参加の

楽しさを感じられるように配慮しました。そうした取り組みを通じて、

日常的にも気が合う仲間をぐみ、ぷちの中で見出したり、一緒に遊ぶ

姿が見られたりするようになりました。次年度の同じクラス仲間とし

ての意識が徐々に醸成されているようです。 

 

 

今後の課題としては・・・ 

ぐみ棟としての独立性から本園で起きていることに気づきにくいこと（空間の課題）、そのためコロナ禍の中での

行事の取り組み、あるいは行事のそのものを意識されにくいこと、未満児ならではのおもちゃ類の選定と整理（モノ

の課題）、プチとの交流の組み立て方、そのための担任同士の先生同士のコミュニケーション（人の課題）、ぐみ同士

のトラブル、あるいは以上児との遊びを共有する際の安全確保などが挙げられます。まだ言葉で自分の気持ちを伝え

られず、思わず手が出てしまう2歳児ならではのトラブルも、これからの人間関係づくりのステップと受け止めつつ、

必要に応じて止めに入り、通訳したり、内面的な心情を当事者あるいは周囲

にいる子どもたちに解説するなど、子ども同士で何が起きているのか？を整

理づける一方、保護者にも状況を説明しながら理解に努めてきました。2 歳

児の子ども同士の人間関係づくりについて、ビデオトーク等も活用しながら

「見える化」しつつ保護者理解をどう図っていくのか？も課題の一つです。 

課題を出し合う中でそのための改善のヒントも生まれているので、次年度

以降にはさらに課題を焦点化して改善へのポイントを具体化して活かしてい

きたい、と思います。 

 

３． 日常生活と年間行事の在り方の見直しと再編成 

教育課程を含めた全体的な園生活の中での幅広い異年齢層の育ちを、日常生活の中で、あるいは行事等の取り組み

において、どのように意識的に計画的に取り入れるか？という見直しの課題は今年度も引き続き継続して検討してき

てきました。コロナ禍の中で、どういう対応がとれるか？という点では第 1章と重なりますが、コロナアフターを見

据えて、という点が大きなポイントです。未満児がいることで以上児の生活、遊び、活動にどうプラスに活きている

のか？・・・1～5 歳が生活する意味を問い直すうえで、どのような日常生活、行事のありようがよりよいものなの

か？検討し試行錯誤してきました。 

 

 

木の花祭り、プチぐみちゃ

んも一緒にお店屋さん・・・ 

ぐみ棟に本園の遊び文化を

持ちこんで・・・ 

 年少発表会に、プチぐみち

ゃんもちょこっと出番・・・ 
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また子ども園として園運営を見直すと、やはり様々な保育ニーズの多様化にどう対応するか？が求められ、在園の

ニーズ調査や新規見学者でもそうした保育ニーズをもちながら、園選びを考える層が増えていることを感じます。さ

らにコロナの影響を加味すればさらに無理からぬ社会的経済的情勢が今後予想されます。土曜日保育、完全給食、早

朝・夕方延長の対応、在宅保育の（所謂 4号）子どもの受け皿など、今の子育て世帯の保育ニーズに対応できる子育

て支援としての保育をどのように拡げていくか？など将来にわたる課題についても検討し、そうしたことも念頭に

色々な試行を試み中です。 

また保育の受け皿を拡げていくことで生じる「親の出番」の縮小傾向に対して、それが親本来の子育てを楽しむ支

援からの後退につながらないような保護者会、保護者参画のよりよい在り方も検討、実践してきました。 

 

＜１＞日常生活の見直しと再編 

（１） 異年齢交流 

 未満児の子どもがいる生活として異年齢交流の幅が広がっています。早

朝や預かり保育、延長預かり等では、「きょうだい」のような関係を作っ

ていく様子が伺えます。比較的固定化されたメンバーであること、狭いぐ

み棟での空間が関係性を深める要因になっているようです。オリジナルな

自分の考えたままごと、マラソンごっこ、お風呂ごっこ、戦隊もの・・自

分のイメージをお互いにすり合わせながら仲よく遊ぶ姿が見られました。

また夕方の預かり保育の時間にはかんけりを年長が年中に教えている姿もあり、年度途中より園庭の遊びの固定化が

気になっていたので、あえて庭の遊具を出さないことにしたところ伝承遊びなどを下の子に伝えている様子も伺える

ようになりました。  

 また教育課程の時間帯では年長と年中との少人数でのお散歩や川遊びを共にしたり、年長が年少さんを連れていく

お散歩など、少人数での年長とぐみとの散歩で、ぐみの子らも同じような「仕事」をするような真似をして、上の学

年のしていることへの憧れの様子も見えました。年長と年中との担任チェンジをしてそれぞれのクラス活動を担うな

ど、意識的に行うことで教師側にも子ども側にも様々な刺激を与えてきました。 

 

（２） 縦割り活動再考・・・3学年から 2学年へ 

定期的な縦割り活動ではこれまでの年少～年長という3学年体

制（プチも含めると 4学年編成）を止めて、今年度は年長と年中

の日常縦割り活動でもあるお列グループという馴染みやすい年

長＆年中の縦割りに切り替えました。各コースごとの子どもの様

子から遊びのテーマ（実験・運動・製作・音・発見）を定め、入

る教師はローテー

ション編成で色々

な先生との出会い

も加えてみました。

お列出発時間前に少し時間をとって遊んだり、お列コースのバリエーシ

ョンで歩いてみたり、年長と年中なので活動での遊びにしろ、遠足にし

 

 

 

お列コースを活かしちょっと遠出の縦割り

遠足。普段はいけない地域の公園で拾った

枝でパチンコ作りとその実験・・・ 

城址公園で敷物そり。長と中だ

からこその距離と内容で・・・ 

早朝、延長預かりはこじんまり

とぐみ棟で・・・ 
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ろ動きやすく、同じ内容で集中もしやく、子ども同士の関係性もより深まったようです。 

一方年少・ぐみ（2 歳）での縦割り編成での交流活動と同時に散歩や遠足なども行いました。ぐみのお散歩で活用

しているお散歩車（避難車）は、１歳は乗るけれども２歳は乗らない（自負心があるよう）存在でした。今年度コロ

ナ禍の中でモノを持参して出かける以上児のお散歩でも（例えば運動会の練習など）非常に有効活用しました。距離

を延ばせる、モノを持って気軽に行けるという職員の安心感や行った先が活動できないケース（先客あり）でも容易

に転身が可能。子どもたちが手伝う(押すなど）の役割があること、また歩くのが苦手な子どもたちにもお散歩車の中

を自分で居心地よく変えて使ったり、凛々しく乗って出歩く機会も増えることでやがて自ら歩くようにもなりました。 

 

今後の課題としては・・・ 

やはり今年度もぐみと以上児の日常交流が少ないこと、特に本園側の以上児からぐみ棟へ出向く機会が少ないこと

がスタッフ間で挙げられました。年少がぐみ棟へいくことで新鮮な感覚でお集まりに集中していたケースなどもあっ

たので、例えば、年長がぐみの子らに絵本を読み聞かせにいくなど、より自覚的に出向く機会を作りながらぐみ棟へ

の行き来も以上児からより多くできるようになれば、より幅広い異年齢交流に繋がると思われます。 

縦割り活動では、ローテーションでやってみると多様な出会いには繋がる一方、目的・内容が先生により、やはり

ずれるので子どももお付き合い…と言う感じが否めず、子どものメンバーから先生たちで決めた内容でよかったか？ 

担当する先生を決めてその先生のやりたい想いでの遊び、テーマ主導で行う方式のほうが子どもにもスタッフ側にも

分かりやすく、やりやすかったかもしれない、という反省も得ました。 

また、1・2 号混合の預かり保育での異学年での遊び場面が減っている（ほとんど通常保育の仲間同士の遊びの延

長・・・）ことから、預かりの子を 2 チーム編成にしてはどうか？という提案もスタッフからなされました。1，2

号の預かり人数増に対しておやつ時間の確認、配膳等も時間がかかりすぎるので、預かりのメンバーを 2チームに分

けて空間を分けて遊んだり(ホール、まつくりの部屋など）おやつもそれぞれでとってはどうか？という提案もあり、

預かりの子の荷物の置き場も含め現在試行錯誤中です。人数を分けることで以上児同士の違う出会いのきっかけにな

ったり、あるいはぐみ（2 歳）を含めた遊びや午後の散歩などもできるのでは？という提案もあり、これからの夕方

の子どもの育ちをどう考えるか？課題として意識したいと思います。預かり時間帯の遊びにも意識を向け夕方預かり

の新たなチーム（異学年グループ）編成に今後繋がっていくことを期待したい、と思います。（同時に預かりをサポー

トするこの時間帯の応援サポーターを増やすことも課題です。） 

 

＜２＞年間行事の見直しと再編 

昨年度に引き続き行事の組み立て方の見直しを図りましたが、

今年度はコロナを意識したうえで、三密を避ける感染対策を土台

に、なんのためにしているのか？子どもにとってどんな意味があ

るのか？（何が学びに繋がっているのか？）という視点で、スタ

ッフによる見直し検討を行い、実践、そして事後の振り返りを行

ってきました。 

 

（１）年間行事形態の見直し概要 

 入園式・・・在園有志のみの参加と集合写真ではなく各親子  

アスレバルも中止の昨年度。その口惜しさを創

立記念日にも込めて、空間を最大活用・・・。 
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単位での記念撮影 

 創立記念日・・・保護者なしで園内の子どもたちだけでのお祝い会 

 お泊り保育・・・銭湯をやめて園内での露天風呂作り 

 夕涼み会・・・2部制で実施（午後～ぐみ＆年少、夕方から夜～ 

 年中＆年長）。年長・年中は保護者なしで園児がお金を持参して夏

まつり体験。 

 敬老会・・・対面式交流をやめて、お手紙（絵など）を祖父母家庭

に各園児が郵送。 

 運動会・・・園外での地域（犀川河川敷）開催。広い空間と自然環

境を活用。 

 木の花祭り・・・各学年のそれぞれの店で日程分散、及び一部地域（犀川神社前）開催。 

 遠足・・・貸し切りバスならではの遠足、あるいは徒歩での遠足（公共機関なし） 

 もちつき・・・ぐみ、ぷち、年少はもちつきを見学。年長、年中の

み実際に突く。（場所も 2か所に限定） 

 発表会・・・異学年出演限定して年長の 2チームが年少、年中の発

表会に、年中が年長の発表会に出演。観客として以上児は全員参加。

お客さんに異学年保護者なし、同学年の出演保護者に限定（見に来

るだけの祖父母、父などは制限） 

 クリスマス会・・・お客さんは出演保護者（音楽サークル）に限定 

 

見えてきたこと・・・ 

 例えば、入園式のさらっとした流れで新入園児に負担なく楽にすみ、かつ在園児には気持ちに余裕があって、練習

を３月下旬から意識せず進級に上がる最後の日々をゆったりと過ごすことができたり、園再開直後のときに迎えた創

立記念日も、出し物に力を入れ過ぎずに日常を過ごすことができ、各クラスの安定につながったり、より幅広い空間

の中で子どもたちも表現の仕方を考えるきっかけが生まれました（年長のパラバルーンでの表現活動など）。 

またお泊り保育では地域のお風呂屋さんに出かけずに済んだことで時間に余裕が生まれ、園庭での露天風呂作りや

試作のご飯作りの実験などにじっくり集中して取り組めたり、一方で運動会の練習を地域に出かけ頻繁に行い、よく

出会う地域の方に喜ばれたり、園外保育に頻繁に出かけるきっかけにもなり、またこれまでにはない芝生、広さを有

効に使え、風や地形、下地を意識した運動（競技）への工夫も生まれました。 

木の花祭りは流れの中でさくら薬局ができたような遊びから自然に発展してお店作りへという展開が子どもたち

にはとても活きていて、それが秋の木の花祭りの各学年の分散開

催に繋がりました。また親と子どもと分けてすることで時間的に

も空間的にも当日ゆとりをもってでき、子どもたちが落ち着いて

店、あるいはお客として参加できました。バザーの取り組みでは

地域へチラシ、ポスター配布などにいったことで地域貢献にも繋

がり、おすそ分けができました。子どもにとっては、自分のこと

ばで伝える緊張感や表現などを学んだり、地域の方に実際に会っ

 

 

 

まつくり保育室で「松栗神社」…。部

屋をたっぷり活用。 

木の花祭りも一部地域開

催。（年中さんの出店～「さ

くら場所・凧作りの店ほか） 

園庭を離れて、初の河川敷開催。地域の保

育園の子どもたちも飛び入り参加・・・。 
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て話すことでの伝えるスキルやひととのつながることの安心感を得たり、親の店バージョンでは、午前、午後でゆっ

たりと子どもも大人（スタッフ含め）満喫でき、特に飲食がないのことでだらだら長く居続けない、準備、片づけが

非常にスピーディで負担が少ない等々多くの肯定的な意見が出されました。 

また遠足では貸し切りバスの非日常体験が子ども達にとっても親にとってもスペシャル感があり、途中で親を拾っ

ていくのも観光バスだからできることと同時に路線バス的、地域の居住地もわかり、普段できない遠足形態であった

ことがメリットとして挙げられました。年長は目的地なし、歩きながら、その場で楽しむ、そんな遠足が時間を気に

せず、子どもの行きたいところで、時間に縛られず、のんびり遊んで過ごし、その場その場で遊びを深められ地域の

自然を堪能するきっかけにもなったそうです。ぐみ・プチの特別遠足（たてわり）も普段のお散歩よりも時間に追わ

れずのんびりと地域を歩けてよかった、というスタッフたちの弁。 

また発表会、クリスマス会では、親(客）を限定することで空間を広く子どもたちの表現の場として使え、また子ど

も同士の席をゆったり作ることで、子どもたちは見ることに集中する姿が見られ、出番のない発表会で時間の有効活

用できました。ライブ配信の試みも、今後のコロナ状況を考えると試験的ながら ICTサポーターの支援を得て出来た

実績は大きい、と思います。見たい親への代替措置として、という側面もありますが、今後はぐみやぷちなどお客さ

んとして長時間その場に観る主体者としては難しい子どもたちへのライブ配信も（例えばぐみ棟へ）検討できれば、

と思います。 

また年長は必要な体験を重視し、結果として年長のすごさをスポ

ットとして当たる機会が多くなり、下の学年などの視線を感じる機

会が多くなりました。この点は年長も自覚しやすく、また年中さん

も意識するのか、当初スタッフ間ではなかった、年中さんの発表会

での出番も、子どもたちから、応援したい、という声に押されて、

年長発表会で友情出演するなどの意識面の向上効果も見られました。

こうした点は、今後コロナアフターを見据えて、発表会の形態とし

て大きなエポック（時代の節目）になったように思われます。 

 

まとめ（成果）として・・・ 

 それぞれの行事において共通しているのは、空間的、時間的なゆとりが生まれたことで、教職員に心の余裕を与え、

結果として、子どもたちにも取り組みや当日のゆとりが生まれたのでは、という点です。子どもの学びのところもこ

れまで得てきたものが得られない要素はある一方で（例えば公共機関、社会生活の体験など）、これまでになかった学

びも生まれてくるきっかけが多くありました（例えば空間の開放性を活かした運動、お店作りなど）。特に地域という

面で保育を今までもとらえてはいたものの行事そのものは園で完結という形態にこだわってきましたが、そうした枠

組みを外すことで、保育の引き出し、その可能性が広がったことや、子どもにとって自分のことばで伝える緊張感や

表現などを学ぶ機会を多く持てたと同時に、地域の方と実際に会って話すことでの伝えるスキルやひととつながるこ

との安心感を得たり、地域の人にも木の花を知ってもらう、より地域に密着できる機会にもなりました。 

また同じくお客さんとしての大事な役回りを、コロナ禍の中で見直し、観るだけでなく参加する、ということでこ

れまでより制限をかけたことで、子どもにとってのお客さん（大人）の存在とは？という観点から行事の在りようを

見直すきっかけにもなりました。結論から言えば、制限をかけることでの空間的なスペースの子どもの活用のメリッ

トが勝り、また観るプラス参加ということで来るお客さん側の意識、緊張感もより醸成されて、雰囲気作りに貢献し

 キャットウォークから「ドローン」を飛ばす年長発

表会。観客が少ない分、空間を 3次元的に活用・・・。 
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ているようにも感じました（年々増え続けるお客さんの席作りに非常に腐心していたので）。オンライン配信などがで

きれば、観たいというお家の方の要望にも一定程度応えられそうなので技術的（操作、管理など）、空間的（場所）、

人的（誰がどう担う？）などの課題もありますが、今後検討したいところです。 

 

今後の課題としては・・・ 

一方、やってみて運営が難しいのが分かることも多々ありました（例えば、運動会の音響、見にくいなど）。あるい

は下見はしたけれども・・・広い空間(芝生、河原）の所在把握が難しかったり、スタッフが誰なのか？保護者にもわ

かりにくく、サポーターさんであることの説明も難しい。今後は分かりやすい服装、木の花スタッフＴシャツ（一目

瞭然）などでの表示が必要かと思います。また木の花祭りは分散日程とはいえ、平日分散店のやりくり(子どもの店）

がスタッフ負担を招いていたので、学年別開催やウィークではなく、1 月程度のスパンを持つ、あるいは取り組みが

自然発生的に沸き上がり、準備出来たらオープン（さくら薬局のように）。というスタイルが理想なので、来年度も運

動会後の秋が深まる季節感というタイミングと同時に、日常的に子どもたちの興味関心に沿って、随時動ける体制に

も留意したいところです。また平日故に保護者が固定してしまう（参加できない）ケースもありますので、ある程度

早めに計画的に伝えれれば（年度当初の年間計画表）、休みも事前にとりやすくなるのでは、と思っています。 

  

＜４＞ 新たな世代の家庭支援とこれからの保護者参画の展望 

園のスタッフの主力の年齢構成が上がってきたことで、新しい子育て世帯の年齢層とのギャップから、感覚や想い

のズレも生じていることから子ども園として新たな協働の在りようを模索するための、今年度は既存の保護者参画の

取り組みの再検討として、異学年の親同士の出会いの場を意図的に入れたり、気軽に参加できる体制、やりたくなる

ような仕掛けを見直し、スタッフそのものが楽しめるような新たな取り組みへと変容を試みました。 

 

（１）土曜日企画の見直し（父レク、ビデオトーク） 

一つは土曜日企画の見直しです。近年課題に挙がっていた異学年の親同士の結びつきの弱さを子どもと同じく年

長・年中合同の父レク、ビデオトークへ（年少、プチ、ぐみ 2歳）へと変えると同時に、教育日数に含める保育とし

ての位置づけから気軽に参加できるイベント（保育ではない）へ切り替えました。内容を考えるおやじ役員たちの負

担を減らし、準備等に負担をかけないと共に、園主導（担任がそのころの子どもの姿から考える企画）で行うことで、

おやじたちとの思いのズレをなくそうという試みです。企画内容を考えてもらっても、実際にはそれって・・・と担

任との想いのズレも多く軌道修正に双方時間と労力を費やしていましたが、中身を園主導で出すことでこじれること

なくスムーズに運営が進みました。コロナ禍なので、時間差をつけたり、空間を地域と園庭、あるいはぐみ棟含めて

園内環境すべてを活用したり、異学年のおやじとこどももごちゃまぜにグループにしたり、多様な出会いが持てるよ

うな親子での縦割り的な取り組みも出来ました。 

年長・年中合同でのビデオトークでは、育ちの見通しなどが親にも理解が進み、また異学年の親の交流につながり、

また年長、年中の親の視点、意見の違いが見えて、そういう見方もあるのか？と子ども理解、保育理解の幅が広がっ

たようです。 

コロナ禍なので時間差をつけたり、空間を広くとるなど対策を講じながらの試行ですが、来年度も同様の形態で園

生活の縦割り活動と同じように異学年の子どもたちと保護者同士の関り、出会いの場をこのような企画を通して継続

していきたい、と思います。 
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（２）サークル活動の立ち上げ 

また従来のなり手が固定化し、人数減に悩み、やる側もやらなければ・・・

という義務感で成り立っていたボランティア制度をや

め、サークル活動へと切り替えました（・絵本・体に

いいこと＜～畑や自然素材の実験、料理など＞・クッ

キング・アウトドア＜園外活動や園庭ワクワクプロジ

ェクト＞・チクモク＜～縫物と木工＞・音楽）。やりた

い人がやりたい活動へ自主的に参加する。人数の多寡

ではなくやりたい想いの人同士のつながりを大事に

することで、スタッフ側にも自身が楽しめる内容で部

長を担っ

てもらい

ました。

サークル

活動を通じて、異学年同士の親がつながるきっかけにもなり、また「か

いこ」「ぬかどこ」「カレー粉づくり」「どんぐり」「アカペラ」など母の

先生としての特技を生かす場があったことで、様々な親にも子どもにも

刺激が大きかったようです。音楽サークルではクリスマス会などで子ど

も達にお披露目の場が、母たちの真剣な雰囲気が子どもにも伝わってい

ました。 

 

（３）保護者会活動（おやじの会）等 

保護者会活動においてもコロナ禍の中、多様なテーマでの企画があり、異学年の親同士を繋げてくれる一方、園の

大切なことを守ろうとしてくれる存在であることを改めてスタッフ側も知ることとなりました。木の花の考える安全

に関する考えや取り組みを保護者会役員と率直に語り合う場を設けてもらい、改めて外からの視点（特に転勤族の方）

で安全管理の見直しに繋がりました（前述）。あるいは有志の母たちによるズームで自粛期間にトコトコ会開催を自主

的に開催したり、「障がい」をテーマにしたおしゃべりディの後連続してトコトコ会を開催するなど、特別支援につい

て幅広い親同士の参加と交流を深めるきっかけも頂きました。 

またおやじの会では、ほろ酔いを従来の「ほろ酔い」教育談義だ

けでは、コロナ禍で理解は得られにくい、と判断し、ちくもく工房

＆園庭ワクワクのアウトドアサークルが兼ねた大型積み木とウッド

デッキ等のペンキ塗り作業などで汗をかいてもらい、その後にお疲

れ様会としての「ほろ酔い」教育談義に移行するなど、前フリがあ

ったお陰で、より打ち解けた雰囲気で開催できました。節分での無

音声鬼の出演にも平日にもかかわらずご参加いただき、子どもたち

によりリアルな「ナマハゲ」的な効果を与えて頂き感謝です。 

 

ごちゃまぜ音楽倶楽部員に

よるウクレレ演奏～♪ 

 

 

 

アウトドアサークルによる

医王山麓のハイキング・・・ 

体にいいこと研究員、子どもたちと園庭の柿

の葉を使って「柿の葉寿司」作りに挑戦！ 

おやじたちのペンキ塗り作業・・・ 
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今後の課題としては・・・ 

やはり同じようなメンバーがどこのサークルも掛け持ちしている状況は続き、また企画運営にあたっては、時間と

場所の確保が難しいこと（コロナ故のソーシャルディスタンスもあり、人数制限や分散などスタッフ負担も大きい）、

親同士で自主的な開催までは音楽サークルを除けば、まだ動き方としては手探りなものがあります。当面は園でする

サークルは先生が「部長」として企画、仕掛けを考えながら、参加するメンバー（親）の想いを汲み上げながらの運

営としてブラッシュアップを図っていく予定です。サークル活動での部長は一応 2年間は担当し、その後は見直し等

を行う予定です。長い目でサークル活動を育てていきたいと思っています。 

  

４．これからの時代に対応できる新たなスタッフ体制の構築 

子ども園になり 2 年目。保育時間（一日）、保育期間（年間）の延長に伴い、スタッフに様々な負担も増している

のが現場の実感です。シフト勤務や連絡体制、出欠や登校園時間帯の記録、会議や園内研修の持ち方、諸費の徴収の

変容、入退園の際の手続き等々・・・ICTの導入は、現実（制度）と実態にそぐわず逆に負担増に感じる面も多くあ

ります。前年度に対して正規職員の 1人増員（新規採用）に加えて、アシスタント（有資格者）、応援サポーター（無

資格者）などの臨時職員による保育補助を拡充し、調理員の 1名を常勤パート格で、管理栄養士のサポート支援に付

けつつもまだ、スタッフの負担感解消には追いついていないのが正直なところです。ここ数年で増えた若手職員の増

加により若い世代への木の花保育の継承、世代交替の在りようも課題としてその上に重なり、昨年度の教訓をこれか

らどう生かしていくのか？という面も今年度の課題の一つでした。加えてコロナ禍への対応・・・という、三重構造

の負担（子ども園移行、世代交替、コロナ）の中で、教職員は世代を超えて職責、職種を違わず様々な課題を乗り越

えるべく一人一人が真摯に対応してきました。教職員の不断の努力が木の花の保育を支え、継承し続けている原動力

です。園への想い、仕事に向ける情熱、チームワークは誇りにしていいと思うし、改めて感謝したいと思います。 

そのうえで、コロナアフターの新時代に適応できる新たな子ども園としてのスタッフ体制の再構築にどのように衣

替えを果たしていけばいいのか？新たな若手人材をどう育成していくか？ 働き続け（続けたい）キャリアアップで

きる人材育成と職場環境をどう作り上げていくのか？今年度の取り組みを振り返ります。 

 

＜１＞ 情報共有～職員間の円滑なコミュニケーションのために 

シフト勤務となり、職員会議にも全員が集まれず、スタッフ間の連絡、共有、交流が大きな課題となった昨年。そ

こで掲示板を用意したり、会議記録の回覧、スタッフ勤務表の整理、週連絡記録（昔の週案）の整理（改変）と見え

る化、ボックス（ぐみ）の設置、毎日の終礼の実施（一日の連絡、伝達事項と終わり次第帰宅を促すなど残業解消）、

職員お楽しみ会（世代別企画・職員交流）など様々な取り組みを行いました。 

先ず職員のグループライン（スマホ）の設定は、園長以外の全員に同じ情報がいき（共有しやすい）、また終礼は、

時間のメリハリ（区切り）になり、またその日の出来事をその日のうちに伝達できることで共有が進みました。また

以上児クラスでは、フリーを含めて週案での打ち合わせを取り入れ、具体的に次の援助や環境設定などを打ち合わせ

できる場を設け、保育での共有につなげる一方、元々、職員交流やみんなで話し合う場が多く、スタッフ同士の距離

が近い木の花であるが、コロナ禍の中でも福引や懇親会、女子会など工夫のあるお楽しみ会や世代別研修など、ちょ

っとした息抜きにも繋がりました。 

正規スタッフ全員が一堂に会すことが出来な状況においても、基本的な情報の伝達と共有はいくつかの方法を試行

しながら徐々に根付きつつあります。コロナ禍で全体での会食や懇親会などはできませんでしたが、チームワークを
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支え対等な協働への母体になる互いに言いやすい、聞きやすい雰囲気作りにベテラン、中堅も腐心し、若手も応えよ

うとする関係性は感じられます。そのうえで、今後は、毎朝、クラス担当のフリーの先生と内容やねらいについて堅

苦しくなく話す機会を持ったり、共有の中身をさらにアシスタント、サポーターさんにも広げていくきっかけとして、

アシスタント、サポーターさんと話す機会を設けたり、レクレーション的な何かを共にすることで日常的に気軽に話

ができるように関係性をよりフランクにしていきたい、と思います。  

 

＜２＞ 働き方改革～職員負担の軽減と働きやすい環境作り 

子ども園になることでこれまで以上に各種手当（時間外手当含め）が出るようになりましたが、根本的には社会問

題化している現在の教員の働き方改革と同様、保育者（幼稚園教諭、保育士、保育教諭）においても、保育以外の様々

な保護者対応、子育て支援、研修、事務作業など裏方仕事が累年で増加している現状があります。シフトによる勤務

形態の細分化、不規則さ、持ち帰り仕事などどう改革していくか？そこで、個々の業務日誌を設けどのように業務負

担があるのか？改善への分析を進める一方、ノーコンタクトディを設け、保育者が自身の保育関係事務に専念できる

体制を作りました。またお便りフォーマットなど手書き案内を減らしたり、週案、日誌記録等の様式変更し、計画と

記録の一元化による振り返りのしやすさを図り、より使いやすい形式に改めました。 

その結果、業務日誌をつけることで、自分自身、時間を意識することになったり、週案と日誌が一緒で書きやすく、

話し合いしながら記録したり、フリーも一緒に話しながらすることで、共有が進む、という声や「ノーコンタクト」

があることで、溜まった仕事を集中してできる、自分の中で整理ができる、持ち帰りの仕事が減った・・・等々の声

も多く挙がり、何より園が職員のことを考えてくれているのが伝わる、という若手職員からの声も挙がりました。補

助スタッフの存在は手が回らないところを助けてもらえると一方、専門職の人（ICT）がいることで苦手な分野への

安心感や調理員増員に給食常勤パートがはいってくれたことで管理栄養士は献立の相談や有給が取りやすくなったり、

各担任からクッキング等での調理室利用にサポートしてもらえる安心感にも繋がっている、との声も上がりました。

  

今後の課題としては・・・ 

ノーコンタクトの調整が難しいこと。発表会シーズンになると担当学年の担任が抜けるので、しわ寄せを感じてし

まうスタッフが出ること。そこで預かり当番を曜日で決めるのはどうか？という提案もなされ、今試行中です。また

保育支援として応援サポーターの存在の心強さの一方で大人が多く付くことで、スタッフ個々の保育力の低下につな

がっていないか？特別支援の子を結果的に加配扱いとしてサポーターを扱って、クラスの一員から特別視になってい

ないか？職員個々が心掛けることも新たな課題として挙がってきます。保育補助のアシスタント、サポーターさん含

め、どう子ども理解と保育について共有を図るのかがこれからのポイントです。 

キッズビューでの確認作業を担任から主任に移したことで、現場スタッフの負担軽減につながる一方、主任の事務

負担をどうするか？またキッズビューが使いきれていない。ICTの活用不足などが挙げられます。ICTサポーターの

これからの活用、活躍にも期待したいところです。 

会議の長時間化の傾向は、始まりと終わりの時間を明確にして時間で切ることを心掛ける一方、園長とスタッフの

理解の差異による議論での時間超過も多いようです。議論自体には意味があっても、会議の進行にあたっては、話し

合いのグループ分けなど、例えば、①園長と主任 ②園長とベテラン ③園長と若手 ④園長と全体など、という区

分けも必要ではないか？という提案もスタッフからありました。あるいは主任と各世代別などの組み合わせでの話し

合いの場など今後検討していきたい、と思います。    
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＜３＞ 人材育成とキャリアップ 

働き続けキャリアップする人材育成、木の花保育を継承していく若い人材への世代交替をどう進めていくか？ こ

こ数年の課題であります。そこで園内研修においては、いくつかのチーム別、学年別、内容別等の多様なメンバー構

成での開催を図りました（初任者研修、世代別研修、環境チーム別研修、期別指導計画・振り返り研修、特別支援～

インリアル研修、園内ビデオトークなど）。また職務分掌上の専門性の分野を担当するメンバーには企画提案書と実施

報告書（処遇改善加算とリンク、職務分掌における各分担を担うこと、研修を積みながら専門性を磨くキャリアップ

システム）などに取り組みました。 

園内研修では、若手を対象にした初任研で、木の花の事を知ることが出来たり、また 2年目研修であるインリアル

研修では、子ども理解と共に自分のことを知るきっかけになり、結果保育につながっていること、また担当学年だけ

じゃなく、他の学年の子を知ることが出来た、大井先生に相談できるきっかけになる・・・などの声があがりました。

また世代別研修では気軽に話せる場になっている一方、何かを話さなきゃならない、というプレッシャーもあり、時

には色んな世代がごちゃまぜになったり、テーマ別にあつまったり、場合によってはトランプなどしながら幼稚園の

ことを話すなどでも人材育成・交流につながるのでは（縦割りなど）という提案も出されました。また職務分掌企画

提案書において担当の係を任せてもらえることで、責任を持って取り組むことが出来た、などの声も挙がりました。

（注２ 令和 2年度園内研修一覧） 

園外研修等の派遣はコロナ禍の中、あまり活用できませんでしたが、オンライン研修などには同時に複数のメンバ

ーで参加出来たり、幼稚園協会の支部研修（3 歳未満児探ろう研究会、遊ぼう研究会）では、公開保育的に園庭での

ぐみちゃんの遊び、あるいは預かり保育での園庭での遊びなどを他園の先生に見てもらい、見学の他の園の先生方に

多大な刺激を与え木の花の保育の発信に繋がると同時に、木の花スタッフにも肯定的な意見を多くもらい自信をつけ

る一方、様々な視点からアイディアや意見をもらい保育の見直しにもつながりました。またコロナ禍のこの機会に各

職員の園外研修履歴の把握、管理を進め、キャリアップの現状について、各自の立ち位置を明確にしました。（注３ 令

和 2年度 園外研修一覧） 

 

このような各種研修等を通じた職員のスキルアップは処遇改

善加算により職員の勤務経験年数や勤務状況、職務・職責等に

応じて算定基準を設けて還元でき、職員の働く意欲への追い風

になっている、と思われます。これは子ども園になって初めて

実感できることでした（なお、2022 年度からは処遇改善加算

に研修要件が入ってくるので、それまでに必要な研修受講を終

えると共にしっかり受講歴を整理、記録として行政に提出でき

るよう各職員にも促して準備していきたい、と思います）。 

なお重点課題を中心にした教職員の学校評価としての自己評

価を 3学期に行い、園内で課題を抽出し、次の手立てやアイデ

ィアを出し合う一方（注４ Ｒ2年度観点別自己評価）、今年も学校評議員の方や保護者会など関係者評価も依頼、そ

こで得た外からの視点も交えながら次年度の取り組みに活かしたい、と思います。（注５ Ｒ2年度学校関係者評価） 

今後の課題としては・・・ 

 

園内研修の一風景。全員揃って…

というのができないのがネック。 
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なんといっても時間のやりくりです。園内研修にしろ、園外研修の派遣にしろ、どう時間を捻出していくか？業務

のスリム化を一層図ると共に、来年度は土曜日保育を再開していくことで、その時間帯での活用なども検討したい、

と考えています。 

 

＜４＞ 協働する研修を通じて‥‥ポスター製作と発表（掲示） 

 今年度はコロナ禍で園外研修が減った分、巣籠り園内研修も各園で多

く行われたようです。そんな各園の研修の実際をポスター形式にまとめ

て、各園に掲示しもらい、保護者への発信につなげていければ、と願い、

ポスター発表交流研修会も幼稚園協会で企画し発信。木の花も申し込み

を行い、インリアル 2年目研修を母体に、キラキラ会、保護者会おしゃ

べり会、そして園内研修特別支援版として実施、それをまとめて整理して報告中です。園で行われている保育の舞台

裏（先生たちの見えないところで保育を良くしようと奮闘している姿）を保護者の方々にも知ってほしいし、同時に

木の花では保護者とも協働している要素も多々あって研修・研究もその一環であることを図解も交えてポスターとし

て掲示。木の花保育の様々な観点から解説する項目を職員（若手以外）で分担し、「インリアル」「ビデオトーク」「保

護者参画」「キラキラ会」「育ちのノート」「10 の姿」「インクルーシブ保育」などを分かりやすく文章にまとめてピ

ン止め解説としました。こうした作業を通じてチームワークと共に、木の花の保育理解の共有にもつなげていきます。

家庭や社会的な発信につなげると共に、今後検討したい木の花コンセプトブック作りにも寄与したい、と考えていま

す。折角だから各園どんな風に園内研修をされているか？どんな成果や課題があるのか？そんなことも共有して、こ

れからの保育や園内研修につなげていえければ、と考えています。（注６ ポスター「7分間の映像で研修を～つなが

る「協働的研修」がインクルーシブな園生活を拓く～」） 

 

今後の課題として・・・ 

 なんと言っても園長と職員間の意思疎通。多忙さ故に自主的に職員間で判断して行動していくよさもありますが、

こと研修になると、インリアルと一緒で意図をもって伝えているつもりが全く伝わっていなかったり、違うように解

釈されたり、的確なインパクトが相手に及んでいることを確認する作業、仕掛けも今後、より必要になってくると実

感しています。 

 

結びに代えて 

 年明け三連休にいきなりの大雪がありました。56 豪雪に匹敵する

と言われた数年前の大雪並みの積雪量で、地球温暖化の一方で気候変

動のブレ幅の大きさが年々ひどくなっている気がします。果てどうし

たものか？と思案する中、「勝手に雪かきを手伝っていい？」と声をか

けてくれたのは保護者会でした。コロナもあるから正式に呼びかけは

しないものの、年長で歩いて来れる人だけでいいから・・・という今

どきの SNS での呼びかけだったようなのですが、結構な人数が集ま

りました。 

 

 

膨大な雪の量に茫然と立ち尽

くす園長。そこへ・・・ 

ポスター作り、木の花スタッフ本領発揮の一夜

漬け製作！（夜中まで掛かりました・・・笑） 
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 そして、この日出勤できた職員と共に道路や駐車場の雪をそり

やブルーシートを駆使して庭に運び入れることができました。大

人たちの協働する姿と子どもも汗をかき手伝い、そして雪のお山

の中で嬉しそうに戯れる、そんな風景が木の花暮らしっぽく気候

変動恐れるに足らず！という感じです（笑）。めんどくさいかもし

れないけれどもスタッフも子ども親も共に楽しく乗り越えていけ

るような、そんな関係性をこれからも繋いでいきたいものです。 

新型コロナのパンデミック（世界的流行）がどのように終息するか？ 

イギリスその他の地域からは変異型のウィルスによる感染拡大もみら

れ、日本でも変異型が続々と報告され拡大する可能性も十分に考えら

れます。ワクチン開発が世界的に急ピッチで進み、欧米ではすでに接

種が一般市民にも広がっていますが、国内はようやく医療従事者から

始まった程度です。またその効果と安全性に関しては変異型への効能

含めて今後ワクチン接種が進む過程で明確になってくるかと思われ、

ワクチン等を介した社会的な集団免疫の獲得等を経ての収束への道の

りは次年度以降もまだ続くと考えたほうがよさそうです。 

しかし「コロナ」がもたらしたメッセージを、生態系や地球環境へ害を及ぼす人類社会の今の在り方、少子高齢化、

地球温暖化、格差社会、食糧問題、エネルギー問題、IT革命など様々な時代状況の歪みを炙り出す自然からの警鐘と

考えられなくもありません。（コロナが収まればまた何か発生するのでは？そんな負のスパイラルを人類自体の営みが

再生産していないだろうか？）への警鐘と受け止めれば、コロナに「打ち勝つ」というよりはむしろ「コロナ」と共

に生きる、折り合いをつけていくと覚悟を決めるきっかけかもしれません。地球的規模で人類社会の行く末を見据え

て考え、多様性を尊重し生態系の一員として持続可能社会をどう創造していくか？ コロナアフター、あるいはウィ

ズコロナの時代をそう捉え、木の花暮らしはそうした時代に適応できるキャパと育ちの場を十分備えていることに自

信を持ちながら、多様な保育者、家庭、地域、関係者などとも協働しながら、さらに脱皮していければ、と思います。 

 

 

 

 

子どもたち、大人たちで駐車場や道路の雪

をそりやシートを使い園庭へ・・・ 

 

そして園庭は雪のワンダーランド！ 

 その後、前面道路に入った重機の除雪も園庭に入れて更

なる地域貢献。庭はさらにビッグな雪野原に・・・。 


