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令和元年度（2019 年度）事業報告 

                                         

鮎川正（記）                   

はじめに 

未満児棟が前年度末に完成し、平成 31年 4月より

1，2 歳児の保育を含めた子ども園としての木の花暮

らしが始まりました。初めての未満児保育に子ども園

としての生活は果たしてどうなるか？との懸念も、3

歳以上児の子どもたちが１,２歳児に対して気づかいや温かい関わりなどを見せ、思った以上にスムーズ

なスタートを切ることができました。とはいえ、スタッフはシフト勤務での仕事の分担、従来の私学助

成園とは全く異なる制度運用、新たに導入した ICTなど慣れぬ作業に戸惑いや負担を感じ、さらに昨秋

10月より幼児教育・保育の無償化が始まり、複雑な事務負担に拍車をかけることになりました。また新

たなスタッフが増える中で 2年目の若手職員が年度途中で園を去ることとなり、職員数の不足に伴うス

タッフのさらなる負担増となりました。子ども園運営自体がまだ一年を経過していない段階で、様々な

難局に直面しましたが、その中で職員たちの献身的な努力と保護者や卒園生、応援サポーターの想いに

支えられ力に変えながら、保育として子どもたちに負の影響を及ぼすことがないよう努力を重ね、がむ

しゃらに駆け抜けてきました。そんな子ども園１年目を重点課題に添いながら振り返ってみたいと思い

ます。＜注１ 重点課題の報告とは別に令和元年度（2019年度）の木の花の特色教育は別紙を参照＞ 

 

 

 

 

 

 

１． 木の花版 3歳未満児保育の実践と環境整備 

木の花開園以来初めて「正式に」3歳未満児保育を行うことになった今年度、1歳 4名、2歳 10名で

春の新学期をスタートしました。集団的な遊びの世界として展開する３歳以上児の教育に対して、未満

児に特有の一人一人の世界を集団生活として生み出していくために、落ち着いた環境をどのように構成

していくのかが課題となります。そのうえで、どのように満 3歳入園の年少編入児（プチちゃん）との

交流を組み合わせ、3 歳以上の教育課程へどのように接続し、木の花の未満児保育をどう創り上げてい

くかが問われています。 

 

安心・安定を基に・・・ 

ぐみぐみはうす（未満児棟）という専属の空間を拠点に、ゆったりとした時間の流れを大事にし、ゆ

っくりと時間を掛けながら一人一人の安心感、安定感を築いています。1 階を 1 歳児、2 階を 2 歳児の

令和元年度（2019年度）事業の重点 

１． 木の花版 3歳未満児保育の実践と未満児棟などの環境整備 

２． 日常生活と年間行事の在り方の実践と再編成 

３． 子ども園運営への馴化と新たなスタッフ体制の構築 

 

注1　R1%20%20木の花幼稚園特色教育　HP用　20200331.docx


2 

 

生活スペースとしながらも、部屋に置く遊具類などは 1，2 階

で異なるようにし、遊びに応じてぐみ棟の中を自由に行き来で

きるような環境を準備しました。一人一人のペースで園生活に

慣れてゆくに従い、ぐみぐみはうすから園庭へ、本園へさらに

園外へと行動範囲を拡げ、興味関心と意欲を高めてきています。 

その過程で、本園の 3歳以上児たちの創る遊びでの姿、子ど

も同士の関りの姿が、未満児の世界を拡げていく要素として大

きく寄与していました。早朝・延長預かりの時間帯での１歳児

から５歳児までの全年齢の交流によって、様々に展開する遊びの面白さを目の当たりにし、大人を求め

る 1歳児も以上児の遊び方を見ることで安心を得ている姿も見られました。未満児だけの生活では使わ

ない道具、やらない遊びを以上児が部屋に残していくことが、未満児にとっては新しい遊びのキッカケ

となることも多くあります。相互に関わりあう関係も窺え、ぷちぐみの 1歳児が延長保育常連の以上児

の名前を憶え、呼び合う姿に驚かされます。独立した棟でありながら隔離されているわけではなく、生

活の場を共有するからこそ生まれる関係性がしっかり窺え、微笑ましい場面が垣間見えます。ぐみの子

らが園庭や本園での遊びに安心感を持ち自由に一人一人のペースで拡げられていった背景には、こうし

た「顔見知り」が下地となっていたと思われます。 

 

未満児の集団性・・・ 

一人一人の世界、個別のやりたい想いを大事に保育を組み立

てていますが、一方で集団の力、集団ゆえの育ちを感じる場面

は未満児においても見受けらます。大きな段ボール箱や大型の

ベンチ、特製のぐみ用の巧技台など、複数名で一緒にできるモ

ノを用意したり、園庭にぐみの子向けに砂場などを用意しまし

た。特に「ミニ砂場」は、周りに木枠を置いて、囲われている

ことでの安心感を得られる場所になり、砂場から園庭の多様な

遊びが見え、一緒にしようと出掛ける基地になったり、他の子

のしている面白そうな遊びを「盗む」（真似る）場にもなっています。以上児も含めて多様なニーズを

持って子どもたちが「集まる拠点」として機能しました。園庭の木道の修復やロープアスレチックの設

置などは以上児向けに整備したものですが、ぐみの子（2 歳

児）たちが連れ立って木道を回っていたり、「竹はしご」に登

ろうとしたり、砦にも登ってみようとしたり、ブランコを押

しあったりと、ぐみの子たちが以上児たちの遊びの姿に触発

されている様子が見られました。以上児たちの園庭での姿が

未満児たちのモデルとなっているようです。 
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未満児保育のポイントとして・・・・ 

活動としては未満児であっても本物に触れる体験が有効であると

考えています。例えば、ぐみ子らのクッキングの実体験です。包丁な

どを使って実際に作る丸ごと体験で、買い物、道具の扱い方など色々

なことを体験していきます。トンカチなどが使われる様子を実際に見

たり、園庭の葉っぱ、木の実、果樹、園外で出会う犬、猫、ご近所の

庭先のゆずなど本物に触れる体験が多く展開しています。少人数でゆ

ったりと散歩に出れば、猫をまねる表現遊びを道路で演じたり、ゆず

のにおいを嗅いだりと、五感を活発に使う姿が随所に見られます。 

未満児棟の環境設定では、布の多様な使い方が有効でした。かくれ

んぼ、伝承遊び、「お家」にもなり、保育者が保育室に布を張ること

によって、今からは昼寝タイムと生活の見通しをつくることもできました。家具屋さんに作ってもらっ

た巧技台なども汎用性が高く、色々に変化させて多様な遊びに使用可能で、ぐみの子用に小さいサイズ

で用意した机・いすなどの家具も、ぐみの子自ら動かすことができ、使い勝手のいい遊びの素材として

活用されています。 

 

ぐみ棟の階段を用いてマットを使った遊びやボール転がしなどもでき、空間を活用する遊びも安全面

に配慮しつつ工夫できることがわかりました。二階ベランダや屋上からは園庭の以上児の遊びが見やす

く、人工芝を設置したことで、想定していた水遊びや絵の具遊びなどに加えて、単純に駆けまわったり、

庭を眺めたり、開放感のあるランチとしてお弁当を拡げたりと多様な使い方が出来ています。また未満

児棟へのアプローチ通路を整備したことで、雨でも本園本館とぐみ棟との行き来が活発になっています。 

なお、ぐみ棟の音環境は非常によく、完全に外の雑音とシャットアウトすることができます。生活・

活動・遊びに集中できる環境であるのですが、一方、本園で起きていることが周囲の音から察しにくく、

イベントや行事の取り組みなど周りの様子をみて未満児が本園に覗きに行きそびれるようなことがあ

りました。 

 

プチ（満 3歳 1号）とぐみ（2歳児 2・3号）との交流・・・ 

秋以降は特におおぐみの 2歳児とぷちちゃん（満 3歳児）との意図的な交流を図ってきました。年少・

プチとぐみの担任同士で、活動の交流などを運動会の取り組みを機に意識的に調整しました。同年齢の

プチの子たちによって、「友だち」への視野の拡

がりが見られ、以後の下半期の交流活動から新

年度年少クラスへの接続へと向かうターニング

ポイントとなりました。2 歳児ぐみの子たちの

年度後半の保育は、年少担任と未満児担任との

間でお互いの保育計画のすり合わせを随時行い、

木の花祭り、クリスマス会、発表会 etc と行事
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の共同の具体化として、それぞれの指導計画、保育計画を柔軟に見直

していきました。並行して、活動中の様子をみる、空いている本園空

間を利用して遊ぶなどの取り組みを増やし、本園での生活への期待を

膨らませることに留意し、未満児としてのぐみぐみ暮らしから、昼寝

のない本園の木の花暮らしへの移行を図っています。 

 

今後も未満児たちが生活しやすく遊び込める環境構成の整備を保育

で見せる子どもの姿によって随時見直していきます。すべてのスタッ

フ（大人）に分かるモノのユニバーサル化（分かりやすいおもちゃの

分類、選別など）を図り、既成の玩具ではなく「本物」を用意し、雨

の日にも体を動かして遊べる遊具、特に 1 歳児が散歩に出かけやすく

なるようにお散歩車（避難車）の購入などを行います。来年度はさら

にぷちぐみの子らの行動エリアの拡大が期待されるところです。 

 

未満児の安全管理、安全教育など・・・ 

ぐみぐみはうすにおいては屋上やベランダ、非常階段等の人工芝など設置や昼寝の際に必要なロール

スクリーンなど保育上必要な環境整備を行いました。また防災無線や放送器具など安全上の備品整備や、

未満児棟内の 1，2 階間及び本園との連絡手段など電話設備の補完、また食器消毒保管庫を保健所に確

認の上、設置し省力化、衛生管理に努めました。定期的な避難訓練などを本園の以上児たちと共に実施

する中で、未満児も「放送」を通じて全員で何かをする、すべきことがあると認識しているようです。

日常生活では特にぷちぐみ 1歳児の行動には全スタッフで留意し、自由遊びでは以上児との空間におけ

る動線が交わらないよう時間差をつけるなどを全スタッフで徹底しています。危険認識に関しては、完

全に分けるのではない空間の使い方によって、以

上児だけの保育では感じない場面でぐみの子ら

が混ざると危ないポイントやタイミングを察知

できるスタッフの感覚を大事にしたいと考えて

います。特に大事な現場感覚のリスクマネージメ

ントの一つと思いますので。 

 なお、安全管理マニュアルならびに学校安全計

画に今年度から未満児に関わる要素はすべて見

直し、修正を加えて職員全体の共有を図っていま

す。 
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２． 日常生活と年間行事の在り方の実践と再編成 

子ども園として、午前 7 時半開園、18 時半閉園という時

間帯で、2 号認定は利用定員３学年で合計 24 名に設定しま

した（実際は 1号が 57名、2号 20名でスタート）。11時間

に及ぶ長時間保育の園児はほとんどおらず（短時間認定も多

い）、2号定員も秋までは空きがありましたが、10月からの

幼児教育・保育の無償化後は 2 号に切り替え希望の家庭が

増え、年度末は利用定員を超えて弾力運用を実施。1号枠が

余る一方で新 2号を希望する保護者も増加傾向にあります。

ただし、家庭の保育ニーズとは別に、1，2号は教育課程を共通に組んでいるので、子どもたちの間に意

識のギャップはありません。今までの幼稚園生活での開園時間を伸ばしたという捉え方で、木の花暮ら

しの日常的な生活の積み上げを図りながら、早朝・延長預かり、夕方の預かり保育の実践を模索してき

ました。 

 

預かり及び早朝・延長預かりでは・・・ 

早朝・延長預かり等でぐみの子らと関わることによって、以上児で、満３歳児から５歳児の年齢幅で

は発揮できなかった誰かの役に立ちたいという思いを実現できた子もいます。特定の子と相互に関わり

あう関係も出来てきており、きょうだいを疑似体験しているのかもしれません。世話が得意な子、根気

よく付き合う子、ぐみの中で安心を得る子、ちっちゃい子が好きな子など多様な関りのバリエーション

が生まれる時間帯です。この時間帯の保育には、全スタッフがローテーションで入り、以上児、ぐみの

子たち双方の子ども理解の共有を図りながら、スタッフは担当するクラスで見るのとは異なるこどもの

姿に触れ、こども理解を深める機会ともなっています。 

なお、ぐみ棟の有効活用を探ることも兼ねて、朝と夕方の延長預かり時間は全年齢児がぐみ棟で生活

することを３学期に試みました。ぐみの子どもたちは安心して長時間保育を過ごすことができるので、

1歳の子らが多ければ通年でぐみ棟を用いることも検討しています。 

預かり保育の課題として、おやつがあるようになったことで遊びの継続性が途切れるという昨年度ま

ではなかった困惑がスタッフから出されています。おやつをとるときに見える子ども同士の関係や役割

も見られるので、遊びとおやつの設定が今後の検討課題と

して残されています。預かりの人数増に対応するサポータ

ー等の保育補助員の定期的な配置も課題ですが、夕方以降

のメリハリと変化のある生活への見直し、未満児を含めた

全体的な早朝、午後からの預かり、夕方延長保育の保育計

画の見直しが必要です。この時間帯の専門スタッフの専任

化への切り替えを検討すべきと考えています。午後からの

勤務が定期的に可能で、かつ木の花の保育に造詣深い人材

確保、あるいは育成が課題となります。 
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日常生活の中で・・・ 

保育の環境として竹ドームのリメイク、ロープアスレチックの設定、園庭ワクワクプロジェクト春、

秋バージョンなどを実施（再開）しました。竹ドーム、ロープアスレチックなどは、ぐみやプチの子ら

が簡単に使えない（登れない）ように設定にしましたが、以上児たちの遊び方を見ることでぐみの子ら

も挑戦する姿が窺え、危なくないよう見守ってきました。年長、年中を中心に子どもたちの身体を使う

遊び方が豊かに展開し、庭の環境の作り込みに応じて、年長の、地形を利用して自然物を触ろうとする

など工夫した遊びや、年中の、海賊ごっこなどの表現遊びや身体能力的な遊びなど、学年による使い方

の差異が見られ、将来像を考えるうえで収穫となりました。 

また、本園の子どもたちとぐみとの子たちとの交流も相互に

様々な刺激を得る機会になりました。3 歳以上児がぐみ棟へい

く機会や年中や年長とぐみ子たちの合同の散歩、ランチ、お部

屋やベランダでの遊び等々、そんなきっかけを与えることで、

特に年少児やと配慮の必要な以上児たちの遊びが広がっていく

姿も見られました。自分よりも小さい子が日常的に共にいる、

という環境になって、年少児の姿が変わってきているようだと

年少担任が感じています。「凛々しく感じられる」そうで、子ど

もたちでなんとかする、様々な場面で子ども達を頼る、大人なしでやれることがいっぱい見られた、と

のことです。さらにプチとぐみとの交流を通じて、プチの子どもたちは落ち着いた空間のなかで 2歳児

としての姿を再確認させる姿を見せつつ、２歳児ぐみとは異なる行動力をより強く発揮しているようで

す。 

 

行事の取り組みを通じて・・・ 

幼稚園保育にとっては年間としての節目、非日常としての行事を未満児保育としてどのように捉える

かという行事の在り方の見直しも今年度の課題でした。以上児と共有できる行事と部分的に参加するも

の、切り離して考えるものに分類する作業を行ってきました。ぐみの子にとっての行事の持つ意味の検

討であると同時に、以上児にとっても未満児がいる行事は今までにない経験で、相互の存在が行事にプ

ラスに生かせるように行事のたびに検討を加えて実践してきました。 

行事の取り組みは木の花の教育課程の節目です。ぐみ

の子らの「初参戦」は 5 月の端午の節句で、二階からま

ず全体の様子を眺めた後、以上児と一緒にゲームを楽し

み、未満児とも緩やかにこのような異年齢交流ができる

ことがわかりました。創立記念日では 2 階を渡り廊下と

キャットウォークとでプチ・年少児でシェアし、雰囲気

を楽しむ体験の場として設定しました。 
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ぷちぐみ 1歳児は、見て楽しむ子はその場で見ることとし、

二階さくらの部屋で遊んでいることもできるように用意しまし

た。場所を行き来し、見たり歌ったり参加できるポイントだけ、

参加する柔軟な体制です。このように行事の全体の雰囲気を味

わった後にぐみ棟に戻り、自分たちで誕生会や七夕など、未満

児に合ったゲームをする、あるいは以上児の行事に飛び入りで

参加もできるという気楽さのある参加を探っていきました。 

秋の運動会では行事に向かう活動をプチと共にし、次の木の

花まつりの取り組みでは、プチとぐみ（2 歳児）とで近江町市場へ買い物に行ったり、それを使ってお

店屋をしたりしています。クリスマス会や発表会なども、以上児の取り組みを経時的に覗き、その結果

としての当日の行事を２階から見たり、ちょっと参加しています。そんなぐみの子らをリードする存在

であるという役割の自己認識がプチや年少児らに生まれ、未満児の行事参加のサポーターとなっていま

した。 

 

保護者参画として・・・ 

未満児関係で初めて設定した行事の一つが親子レクレー

ションの日。親子での交流を通じて、親同士のつながりとわ

が子以外の子どもたちを知ってもらうことをねらいに学期

ごとに年 3 回実施（3 月はコロナの影響で中止）。レクの日

を重ねることで普段顔を合わせることが少ない保護者同士

の交流につながりました。またぐみのビデオトークも今年度

初実施。実際のぐみの子たちの日常の生活を知る場になり、

保護者に安心感を与え、集団で未満児ならではの姿を知る機会にもなったようです。 

保護者との世代間の感覚の落差をどう埋めたらよいのか？という課題もあり、これは子ども園になり

働く母が増えたからというよりは、「今日的な」感覚の世帯が増えてきたことにも起因しているように

感じます。令和・平成の感覚と昭和世代の感覚との落差も気づかないうちに色々あるようだ、というこ

とに改めて気づかされ、園だよりの在り方もデータ化や画像を活用した「わかりやすさ」を心掛け、ま

た顔を合わせて話す、コミュニケーションをしっかりとることの必要性も改めて感じる一年でした。 

その中で今年度復活した園庭ワクワクプロジェクトは子どもと大人がコラボしてできるテーマを取

り入れ、「やりたい親が」「やってみたいことをおすそ分

け」というスタンスで春、秋に行いました。改めて子ど

もや参加した親に庭の自然環境を意識するきっかけとな

り（年長は側溝の掃除、木の看板作り、木道のペンキ塗

り、年中、年少、ぐみは園庭の石拾い、ぐみやプチの子

らはクローバーの種まきなど）、子どもの育ちの様子を異

学年の保護者が感じるきっかけにもなったと思います。
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「おすそ分け」をしたい、そんな感覚で企画し、仮に参加する親が少なくても（いなくても）、子ども

たちと楽しめれば十分、というスタンスで、やったら面白かった！と感じられるよう今後もボランティ

アなどの呼びかけをしていきたい、と思います。 

 

食に関して・・・   

 子ども園になることで管理栄養士と調理スタッフによ

る初めて自園調理に取り組むことになりました。管理栄養

士と調理スタッフによる手作り給食は好評で、子どもたち

がホントによく食べるようになりました。野菜もよく食べ

るようにもなり、量的なことも含め、食品ロスもなく、給

食が楽しみ、という子が増えました。調理室の扉に新たに

設けた窓によって、作る姿が見え、子どもたちには食べる

ことに対してより親近感を感じる契機になっているよう

です。 

また自園調理の別側面の課題としては、弁当日が減ったことで園外保育として弁当を持参する曜日が

減ったことが挙げられ、園外保育の柔軟性をどうとるか？園外保育先に給食の配達は可能か？食べやす

いメニューで一回試みてみてはどうか？という提案もなされました。メニュー次第で可能なら来年度は

試みてみたいところです。 

 

スタッフ間の共有の課題として・・・・ 

子ども園としての日常及び行事の取り組みで、他の学年との絡み、交流などを柔軟に行うにはどうす

ればいいか？ またその学年ごとのねらいなどをどう共有していけばいいか（交流のタイミングは）？

という未満児スタッフと本園側スタッフとの連携の課題が一つ大きく挙がりました。ぐみ棟の生活時間

について本園スタッフがよくわかっていない、共有が十分できていないこともあるので、それぞれのス

タッフ間でそれぞれの生活を知ることも課題として意識され、担任としては固定であるが、棟を超えて

適宜先生のシャッフル、先生チェンジや、他のクラスの担任として入る（担任チェンジ）などを年度後

半は試みてきました。相互の生活、子どもの様子、狙い、環境の設定や指導の在りようなどをスタッフ

それぞれが体験的な理解に努めています。 

 

施設整備・安全管理として・・・・ 

日常としては前章でも触れたように園庭の整備を中心に、砦やブランコの修復や砂場、貯水槽の柵な

どの設置を行いました（他にも本園の屋上デッキやよしずの支柱の修復なども実施）。また本園本館の

屋上のウッドデッキなどでのペンキ塗り替え、修繕、二階ベランダのよしずの支柱、登り棒のネットの

経年劣化など修繕箇所が随所に出てきており、緊急性の高いものから春先から順次改修を行っています。

また音環境の調査等も継続、本館ホールでの吸音材等の設置などを金沢工業大学の協力を得て秋以降実

施し、赤ちゃん学の専門であり、また音環境の専門家による音量レベルの測定と子どもの言動、行動様
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式等、保育の場での影響についての映像を利用した学術的なアセスメント調査も前年度から引き続き継

続中です。本園本館のホール空間の音環境のさらなる改善につながることを今後も期待したい、と思い

ます。 

また大津の事故（交差点での交通事故にお散歩中の園児が巻き込まれる事故）を踏まえて、園周辺の

車両に伴う危険個所を行政関係者と共に検証し、必要な措置は今後取っていただくよう要請したり（予

算措置が整えば来年度から園周辺の道路補修や元車交差点の安全ポールなど設置予定とのこと）、園外

保育における人員配置に配慮し、ぐみの子らの散歩コースも車通りのない裏道から行くなどに留意しま

した。一方、川崎での事件（スクールバスを待つ学童への殺傷事件）

を踏まえ、不審者対策を夏休みに金沢東警察署に依頼し、様々な状

況を想定した対応策を机上及び実地にてワークショップ形式で教

授していただき、全スタッフで対応策を園でもシュミレーションし

てみました。 

年度末の安全管理の園内研修では未満児を含めた救急救命の講

習と共に年度末に起こった新型コロナへの対応を含め、安全管理マ

ニュアルを改めて総合的に見直し、スタッフで共有、浸透を図り、

未満児を含めた安全管理、安全教育に努めていきたいと思います。 

 

３． 子ども園運営への馴化と新たなスタッフ体制の構築 

 

スタッフ間の情報共有、連絡体制・・・ 

開園時間の延長に伴い保育時間帯が伸びることで先ず子どもの心身の負担を和らげ、安心・安定感の

ある園生活作りに努めてきました。早朝預かり、延長預かりでは子どもの人数が少ないので、正規職員

が早番、遅番で交替で回りながら、多様な大人と関わる機会を作る一方で、未満児と以上児との混合保

育の記録と引き継ぎの連絡事項等やりやすい手法を試行錯誤で行ってきました。保護者からの連絡事項

が伝わらないケースも見られたので、職員室の連絡ボード等を活用しています。保護者からの連絡事項

のみならずスタッフ間でも情報共有がしずらく、また従来とは異なり週 1回ある職員会議も全員が出席

できないので、会議の中身の伝達の共有、特に本園・ぐみのスタッフ間での共有の難しさが課題として

続きました。行事等が近づくと、遅番であってもなかなか遅くは来れないし、早番も早く帰れないジレ

ンマも生じ、こうしたシフト勤務の在り方、スタッフ間の

情報共有の在り方も次年度以降の課題です。 

 

働き方改革に向けて・・・ 

預かり時間や教育課程・保育過程の時間に応援サポータ

ー（非常勤職員）がいることで様々な場面、活動、日常生

活で助かることが多い、とサポーター、保育補助員の存在

の大きさ、保育を組むうえでの心強さを指摘する声がスタ
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ッフから多く挙がりました。また応援サポーター等の配置から、3 学期からは正規職員に「ノーコンタ

クトディ」も試験実施しています（正規スタッフが月に 1回交替で、午後から保育現場を離れ、保育記

録や指導計画、要録の作成その他事務作業に専念できる時間帯を設ける）。また職員の休憩タイム（リ

フレッシュタイム）を和室等で行い、職員間のコミュニケーションや世代間ギャップを埋める交流の機

会も職員発信で実施試行中です。 

 

またスタッフや保護者には食の相談ができる存在として管理栄養士の存在を実感できたこともスタ

ッフ配置を子ども園として切り替えたことの一つの収穫です。木の花の在園、卒園生保護者の調理員ス

タッフも木の花を知っているから子ども達との関わりもうまく、スタッフたちの寄せる信頼感が高いも

のがありました。人をただ増やすではなく、木の花暮らしを知ってるからこそ、という意味合いでの人

員配置に大きな意味があることを改めて実感させられました。来年度はこうした現状を踏まえ、現調理

員スタッフから管理栄養士をサポートする常勤でのパート職員を 1名増やし、外注から自園調理に全面

的に切り替える予定です。 

子ども園に移行したことで教職員には処遇改善を始め各種手当などが私学助成園の時代以上にしっ

かりつくようになり、新規導入したＩＣＴは、出欠の計算や保育料の計算が楽になった。という声があ

る一方で、そのフォーマットが木の花暮らしで活用している（したい）それとはズレており、十分保育

として使うには無理があることなど、あまり有効には使いきれていないのも現状です。また、保育料が

一人一人異なり、無償化後は給食費会計（副食費用）が家庭により異なること、預かりの有料化に伴う、

チェックの体制とその計算、園児人数の月次での号数別の確認と報告、入園手続き、認定変更手続き、

新２号の申請・・・等々、子ども園としての運営事務の煩雑さと分かりにくさから、教職員全体への負

担が増していることも課題です。 

そのような負担の軽減に向けて、例えば、保護者向けの手紙の多さを減らすべく、木の花の保育・行

事の解説園だよりの定番化（コンセプトブック化）や、遠足、父レク等のお手紙のフォーマット化など

の省力化、報告等の手紙も保護者全員ではなく対象者限定など受け取り手の情報量の多さ、必要な情報

の取捨選択も含め、様々なスタッフの負担軽減策がスタッフから提案されています。出来るところから

取り組でいきたいと思うと共に事務負担をなるべく現場保育者から減らせるよう、事務員の新規雇い入

れなども学校法人としての対応も検討していただければ、と思います。一方、スタッフの働きやすい環

境整備、働き方改革には、スタッフ自身も時間の使い方の融通性をどう活かすか？スタッフ各自の時間

管理の努力も欠かせません。 

 

子育て支援・保護者対応など・・・ 

子育て支援事業として新規に始めた一時預かりは在園のきょうだい関係の利用が多くみられました。

ただ保育との兼ね合いが難しく、一時預かり開始時期は、 

1 歳児が慣れるまでもっと遅くしてもいい、という現場スタッフの想いは次年度から活かしたい、と思

います。またクッキング等で預かってほしいニーズがあるものの、全員平等に預かるのは体制として困

難なので、複数名同時に申し込まれるようなケースへの対応が難しく、担当を決めるクッキング委員さ
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んとの連携も今後必要になってくるかもしれません。 

保護者参画については、子ども園に切り替わっても保護者の声を大

事に、保護者の意見を取り入れながら進めている、やりたい人が主体

的にやれるのがいい、保護者の思いが伝わってくる、卒園生の親も来

てくれるなんてすごい！ 短時間でこんなこともできるなんて・・な

ど親たちの力に新規スタッフたちの感嘆する声もある一方で、参画す

る保護者の温度差も大きく、前述のようにボランティアなどの募集は減少傾

向になっています。また発信の真意と受け止め方のズレや伝わりずらさも課

題となりつつあり、多様性を尊重しつつも、様々な局面で今日的な子育て環

境の中での若い世代の考え方、価値観、感じ方などを改めて実感する場面も

多く、スタッフもその対応の在り方を見直す必要性を感じる時代になってき

ました。スタッフのフォローアップの体制、「ほうれんそう」（報告・連絡・

相談）のスムーズな連携を如何に取り組み、保護者の想いを受け止め、その

ニーズとアイディアを汲み取り、どのように保護者と共に新しい園作りを模

索、協働していけるか？時代の転換点に立っているような気がしています。

毎年の重点課題を焦点に園の職員での行う自己評価結果をもとに学校関係者

としての保護者会、卒園生、地域・有識者などの視点、声、考えや想いを関

係者評価としても頂き、それらの意見をくみ取りながら、親と共に地域と共

に創っていく園を今後も継承していきたい、と思います。 

＜注 2  令和元年度（2019年度）観点別自己評価 参照＞ 

＜注 3-1 学校関係者評価とは?  参照＞ 

＜注 3-1 令和元年度（2019年度）学校関係者評価 参照＞ 

 

 

新たなスタッフ体制の構築に向けて・・・ 

園内研修は、例えば、期別の子どもの姿と保育の振り返りの時間もスタッフ全体ではなく、ぐみのス

タッフ全員と年少で「2 歳児」について行い、プチと育ちの共有を図ったり、特別支援研修も学年担任

とフリーの組み合わせで分けて実施したり、全員での取り組みからグループ別に分けるなど、時間と中

身の議論の濃さを重視した対応をとり、時間の節約と研修負担の軽減も図っています。 

新規人材がここ数年で増えてきた状況の中で木の花の保育の継承、世代間を超えたチームワークの在

りようが問われ続けています。また新たなスタッフが加わることで、外の視点、色々な意見がきける、

新しいアイディアなどが生まれるなどのメリットも生まれ、旧職員

への刺激にも繋がっています。そこで園内研修は、従来のチーム保

育の現場でのマンツーマンでの伝授本式と別に、経験年数に応じた

悩みや課題、学びたい点等明確にするようなチーム別の話し合いの

場として、同世代別のチームを作り、学期ごとにテーマを世代ごと
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に決めてフリートークで、互いに意見を言いやすく話易い環境を用意しました。話しやすい、同じ感覚

で話しやすいなど肯定的な受け止め方が多く、特に新人が本音で語りやすいようなので今後も継続して

いきたい、と思います。 

また若手職員の退職も踏まえ、新人対象の園長主催の初任者研修を多様なテーマ（就業規則や福利厚

生、園の歴史、保育文化、安全管理等々）のもと 3学期から実施。対話的な場として設定し、初任者以

外のスタッフも自由参加を促したところ、他の経験年数のある先輩スタッフも参加するなど、世代間の

交流、コミュニケーションの活性化にも繋がるような場になっているので、来年度以降も継続予定です。 

一方、多様な保護者ニーズへの対応や新人や中堅の人材育成への課題などを掘り下げ、全体への共有

や解決に向けた方向性を話し合う主任・副主任クラスの定期会合も必要も感じ、3学期より試験的に始

めています。園が現状抱えている課題を随時リアルタイムで拾い出し、何が障壁なのか？背景は？何が

今できるのか？等々様々な教訓や次に活かすヒントなど先ず整理する場として、です。そのうえでスタ

ッフ全体に整理した中身を具体として下ろすことで、新人・中堅の負担や不安を和らげ、園全体として

木の花スタッフを育ててゆく体制づくりにつながるのでは？と考えています。            

＜注 4 令和元年度（2019年度）木の花幼稚園園内研修一覧 参照＞ 

なお、子ども園になったことで処遇改善の加算がつくようになりました。従来の職務分掌を改善し、

スタッフの資質・能力のステップアップが「見える化」できるスキルアップ型の職務分掌へと切り替え

を図っていきます。スタッフが自身の職務、職位、職責をより実感的に把握できるようにし、それぞれ

のスタッフの職務に応じた園外研修への参加、習得がよりダイレクトに自らと園に還元できるような、

モチベーションのあがる職務分掌の体制へと転換を図っています。 

＜注 5 令和元年度（2019年度）木の花幼稚園園外研修参加一覧 参照＞ 

今後も園内研修をより重点化し、スタッフの経験年数や職務に応じて内容の優先順位化などを行い、

各自の研修のねらいを明確にし、職員個々のスキルアップと同時にそれぞれのカラーが活き、保育に繋

がる「やってみたい」と意欲がわくような研修実践に取り組みたい、と思います。 

なお、スマホに対応する新 HP がようやく 7 月から運用を開始し、さらに木の花紹介動画も 12 月か

ら運用を開始しています（関係者のご尽力に深く感謝致します）。新 HP への運用はまだ園長含めてス

タッフ間で不慣れなところが多く、ICTの活用は担当者だけではなくスタッフ全体として、無理のない

運用とその習得に今後も努めていきたいところです。 

 

結びに代えて 

 正規のスタッフのみならず、保育補助アシスタントや調理員スタッフ、木の花暮らし応援サポーター

等々様々な方々に園の支えとして入ってもらい、さらに関係者、家庭、地域の

支えの中でやりくりしてきた一年でした。これまでの木の花暮らしの勝手知っ

たる方々の想いと共に、新たな保護者や若手新人の価値観、考え、感性なども

融合させながら、新しい子ども園としての木の花暮らしをもう一度創り直

す・・・そんな時期にきているような気がします。かつての教え子？たちが保

護者としても園に戻ってくるような時の移り変わりも追い風にして、多様な存
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在を「ワンチーム」として、ラグビーワールドカップに続くオリンピックイヤーにおいて、次世代を見

据えた園の未来の在りよう、「道標」を打ち出していければ、と願っています。 


