
事　業報告

･モンテッソーリの自由保育を取り入れて子どもの発達を援助しながら感覚教育､言語教育､数教育

文化の教育を実践する｡

･縦割りクラスで生活することにより､大きい人は小さい人l±自分の出来ることを教えて､小さい人は大きい人の

姿を見本にしたり､教えてもらったりと患いやりの気持ちが育つ
･毎月2回のスイミング教皇で水に慣れ親しみプール遊びの集しさを感じ､心身の健康の基礎を養う｡

･保護者が育児を楽しんで出来るように､育児講座､保育参加､保育憩故会を行う｡

･じゃが芋堀りや(年長児中心)南公園や浄念公園の散歩を多くとりいれて土や自然に触れる

機会を多くとり､自然や社会の事象に興味や関心を育て､それらに対する豊かな心情や愚考力の基

礎を培う｡
･小動物の飼育やミニトマトやゴーヤの栽培など様々な体俵を通して､豊かな感性と､自然の恵みに感謝する気

持ちが育つ｡

棲員会議
暮保育方針や保育方法について研修する｡　　　　　　　　　　I i

･年間計画や毎月の行事について検討する｡子どもの身体面､精神面の発達をとらえ計画を立嘉する｡

･毎月l国の主任会雑では､次の月の予定､献立の検討､行事､クラス運営の検討また､子どもの成長発達につ

いてのケース会誰をし､一人ひとりの子どもを理解し適切な援助を考え琳員全長で同じ意識でかかわる

･毎日の報告会ではクラス1名参加して､連絡事項の確認､子どもの成長発達の気づきなど報告し合う

･研修参加報告をして林員の意識の向上につなげ､研修した事を保育の中に生かし実践していく

国内研修(毎月1回職長会社の前の1時間)
･幼児期は特に感覚器官を通して､世界を吸収し､知的発達の基礎をつくっている｡

I ｢子どもの発見｣の本の読み合わせをしてモンテッソーリ教育の精神面を理解していく

･京都M教師養成コースの基礎コースく福岡)に聴員が参加して研修する

･モンテッソーリ自由保育の研修では､京都M教師養成コース･福岡M乳児環境セミナーの教具の提供方法を

担当保育士が紹介し､撤兵で確認をする｡それとともに子どもの精神発達を正しく理解し援助できるように研

修する｡保育士が研修した内容の報告を受け､職員の意誠の向上につなげ､保育に生かしていく

生活教育､感覚教育､敢教育､音詩教育､文化などの教育内容の充実と各教材の提供方法についての研銀

をする｡

･絵本の読み聞かせについて

本は心の栄養素九州文化セミナー研修報告と読み聞かせの大切さについて確認し､保護者にも伝える
･給食献立について

献立や味付けについての検討や各クラスでの子どもたちの食事のようすについて話し合い､散乱食や手作り

おやつについてその都度意見をかわす｡
･砂､土､水､自然､生き物と触れ合って生きることの大切さについて確致しあう｡

地域交涜
･中央銀天街にこいのぼりや七夕笹飾りをつけて町の人々との触れ合いをはかる｡

･幼年消防クラブ員として火の怖さや防火の啓発をしたり､幼年消防のお別れ会では火災について関心を持たせ

防火についての知鼓を高め地域の方々にもPRする｡

･手話の集いに参加し聾唖者の方々との触れ合いの時間をもち､日常的に使う手話をおしえてもらう｡

･ボランティア活動の日に南公園のゴミ拾いをして勤労の喜びを感じ､日頃の感謝を伝える

･夕涼み会を行い地域の方々や卒園児､保護者と兼しい夏の夜を過ごす｡

･勤労感謝の日を前にして戦場の見学や､働いていらっしゃる方々に感謝の気持ちを伝え花束を贈る｡

･ひな祭り餅つき大会は保護者､聾唖者の方､老人会の方､地域の方を招待して交流をしながら兼しむ｡

･小学生､中学生､高校生の保育体験学習を受入れて子どもと革んでもらい学生の育児への関心を育てる｡
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育児溝座

家庭の育児をともに考え､より良い子育ての環境づくりをめざしている｡園と家庭との連携を図り

共に育て､共に育ち合う心に潤いのある関係を築いていく｡子どもらしく生き生きとした子どもを育て

る家庭環境作りを目指しての講演会とクラスでの育児講座を計画する0

第1回育児講座　平成2号年6月22･日(土)　全クラス合同10時～11時30分

学童室

りす組1名　うさぎ組4名　ぽんだ組4名　職員4名　13名の参加

ア-マ　　｢子どもの心に語りかけましょう｣

育児講座は毎回､保護者の皆さんの子育てのヒントになるような内容を職員で話し合いを重ね

ながら決めているC今回のテーマを｢子どもの心に語りかけましょう｣とし､園長に保育方針で

ある｢モンテッソーリの自由保育｣と今の子どもたちに欠けているといわれる｢自己肯定感｣を

育む為に私たちができることをわかりやすく伝えてもらった｡

その後は､各クラスより日頃の保育の中でのお仕事の紹介を､保護者の方に子ども役になって頂

き紹介をしてもらった｡

それぞれの年齢で子どもの成長発達とともに､興味のあるお仕事がかわってくる｡興味を持った

とき､どのように子どもに伝えていくか?どのような言葉をかけていけばよいか?のポイントを

伝えた｡子どもは大人のすることをよく見て真似をしたい､やってみたいと思っているので伝え

るときは､ ｢ゆっくり丁寧に伝えていくこと｣を保護者と確認した

りす組は､指先､手首を良く使う｢ふたの開閉｣

うさぎ組は､家庭では中々使わせてもらえないけどとても興味のある｢はさみきり｣

パンダ組はお茶や牛乳をこぼした時の片付けの方法についてそれぞれ伝えてもらった｡

最後は､ ｢親の学びプログラム｣の研修を紹介した｡大人が子どもに自分の思いを伝えたいとき､

注意したいときに気をつけたいこととして､ ｢子どもの気持ちを一度しっかり受け止める｡それ

から子どもが大人の気持ちを受け取ってくれるような伝え方や言葉かけ､メッセージをゆっくり

丁寧に小さい声で伝えていきましょう｣そポイントを伝えてちょうど時間となった｡

伝える内容に熱い思いが入り時間が長くなり､意見交換までできずに残念だった　参加して頂い

た保護者からは､日々の保育園での生活の一部を解りやすく教えて頂いて有難いです｡日々の子

育ての振り返りができて良かったです｡親の声かけ次第で子どもの育ちがちがうというのがわか

り気をつけていきたいなどの感想を頂いた｡

私たち職員も一層の努力と研修をしていくことの大切さと､子どもたちや保護者の皆さんと一緒

に歩んで行けることの幸せを感じることができた｡

第2回育児講座　平成25年9月_7日(土)　｢沖吉けい子先年　歌のコンサート｣

10時～1＼1時　場所　ボルト　参加人数140名

ぽんだ組で月に1回音楽の日に指導をして頂いている沖吉けい子先生に｢歌のコンサート｣お

願いした｡ 5 0分の時間でプログラムを講成して下さり､親子で楽しめる感動的なひとときとな

った｡

小さい子どもたちも無理のないように､日頃園で歌っている歌を一緒に歌ったり､保護者や職
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負-向けての歌を歌ってくださったり､子どもと保護者が舞台にあがり振りつけて歌う曲もあり､

あっという間の楽しい時間だった｡

パンダ組の子どもたちが音楽の日にうたっている｢レッツシンガーソング｣を年長､年中が舞台

に立ち歌わせてもらったことは大きな自信につながったと思う｡　保護者の方からは｢先生のき

れいな歌声が素晴らしくとても素敵な時間を過ごすことができて良かったです｡｣
｢歌は人のJL､気持ちをやさしくしてくれるんですね　参加して良かったです｣とうれしい声がた

くさん聞かれた｡親子で心が豊かになる時間を共有できて､良い思い出になったのではと思う｡

また､沖吉けい子先生を保護者の皆さんに紹介する良い機会となり本当に良かった｡

第3回育児講座　　沖吉けい子先生による　歌の指導

場所　めぐみ保育園　ランチルーム　時間午後5時～6時

平成26年1月21日(火)　　参加人数10名

平成26年2月25日(火)　　参加人数10名

沖吉けい子先生より歌の指導を受ける　曲名は｢ビリーブ｣ ｢花｣　声の出し方､姿勢など基

本を教えて頂き､最終的には二部に分かれての合唱ができてさわやかな気持ちになり､リフレッ

シュができた｡
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平成25年度　事　業　報　告

月 �?｢�事業名 

4月 �)?｢�入園日(4人の新入園児を迎える) 

随時 ��i?ﾈ��髦彿.ｹdｹn"�
4日 ��c���孜th檠o�醜橙��io�醜ﾈ�-ⅸﾗ8馼,ﾈﾈ�.芥+ｸ,ﾉ�ﾂ��
12日 佰�,ｨﾅ��ｲ�

13日 �*位�&ﾘ.�9�ｺH孜th檠�ﾘ橙�

10日24日 �5�487�984��

16日 儖�>���ｲ陷鞏�疫ﾈﾙ�*�.ｒ�

24日 ��髦ﾉ(ﾔ��i&c(鱚3�Zｨ���

25日 仞)5h･夷�,ﾈ-ｨ.��ﾈ.姥H*��

30日 �乂�,ﾉ?｢吋�(h9�+x����垪ｶx*�*(���i�h,�.h.�ﾊH8ｨ5�8�uh-�轌;���

5月 悼?｢�母の日のプレゼント配布 

8日22日 �5�487�984��

15日 儖�>���ｲ陷鞏�疫ﾈﾙ�*�.ｒ�

9日 �7�6ｨ6x7ﾘ6y��*b�7�985��yD�+r��

11日 �4�8�5云ｸ支ﾚy&ｸ橙イ)kﾈ,ﾉ]ｸﾎﾈ�(*ｨ����.�+sikﾈ*H+8*ﾃ�Ikﾈ-ｸ/�+�#)kﾂ��

16日 �*云�9h,ﾉ?｢�

21日 倬X怦ﾉ��c8鳧���

21日 �乂�,ﾉ?｢吋�(h9�+x����垪ｶx*�*(���i�h,�.h.�ﾊH8ｨ5�8�uh-�轌;���

6月 添?｢�苓明高校じゃが芋堀り(ぽんだ組年長) 

6日 �&��ｹO�>���ｲ疫ﾈﾙ�*�.ｒ�

8日 儖ﾈ嶌ﾞﾈｼc�鳧����Hﾖ�,ﾉ�ﾈ�H��.ｹuhｾ�nYN�,ﾈ7�984ﾂ�6ｨ5�6�.�,�,r��
8日 ��c(��孜th檠o�醜橙疫ｹ|�-ﾘ檍,�,(*(,B��

12日26日 �5�487�984��

13日 儿8,ﾉ?ｨ7h8ﾈ5ｸ986yGｩW｢�

13日 �鞏�,ﾉO�>���ｲ��c)O�>��ｨ�騏ﾈﾙ�*�.ｒ�

22日 �x髦ﾗXﾜ�6X�ｸ7ﾚ(��,x.�,ﾉ�8,佩ｨ.�*�*�-ﾈ+X.X*J3�9kﾈ�����

24日 仞)5h･壱Yuｸ�ﾈ.姥H*��

25日 �乂�,ﾉ?｢吋�(h9�+x����垪ｶx*�*(���i�h,�.h.�ﾊH8ｨ5�8�uh-�轌;���

7月 �9?｣�)?｢�水難訓練(水遊びが始まる前に各クラスで話しをする) 

スイミング 

6日 8日 冰ｹ|�-ﾘ橙�5hｴ8.�|x*ﾘ彿���X,�,Hｧ�+X-韈�*ｨ-ﾘ.x.ｨ+ﾘ�ｸ6�5X�ｸ.)(ｩ���.�*�.��
ご近所の知り合いの方の参加も多く楽しいお祭りとなった) 

プール開き 
16日 倡�支,H辷�5H7ﾈ�ｸ6x馼ｼidｹn"�

24日 �乂�,ﾉ?｢吋�(h9�+x����垪ｶx*�*(���i�h,�.h.�ﾊH8ｨ5�8�uh-�轌;���

予告なしの避難訓練 

8月 妬?｣r�幼保小中連携の一環として北小､南小の先生による保育参加の実施) 

1-3日 �5i��ﾘ(ﾕ｣�D��h48985��ｸ985h6(7b�)kﾂ��

26日 �5�487�984��

27日 �乂�,ﾉ?｢吋�(h9�+x����垪ｶx*�*(���i�h,�.h.�ﾊH8ｨ5�8�uh-�轌;���
27-29日 凭洩靼(ﾕ｣)D��h48985��ｸ985h6(7b��kﾂ��

予告なしの避難訓練(火災) 

9月 �(而ﾓ�I?｢�松原葵さん保育実習(熊本学園大学4年生) 

5日 ��c8��o�醜橙�*逢�+X-ﾘ檄H8ﾈ5��4rﾘ5h8�986h48,�,(*(,B��

7日 10-12日 �*逢�+X-ﾘ檄(垪ｶx*�*(���i�h,ﾈ慂,ﾈ5(985H�ｸ6x､ｨﾜ8,h,H.�*ｸ.ｨ*(,�ﾉ�ｨ,Xｧ�+X*"�

プログラムにして下さり親子で楽しむことができた(140名参加) 

本渡中学校2年生職場体験(5名参加) 
2､19､26 �5�487�984��

14日 僖�+x髯�9X9^ｨ,h,ﾈﾏ�zﾈ橙逢�+X*(ﾏ�zﾈ檍,h,�.�,h,H.�ｮﾈ/�,Y+�*(+ﾒ��

25日 �乂�,ﾉ?｢�

予告なしの避難訓練(火災) 



月 �?｢�事業名 

10月 等?｣#9?｢�スイミング 

12日 �8ﾈ4�8ﾈ�ｸ5h8x92�6h42��X��,Xｧ�+X-�.仄8ｵｨ,�+ZH彿���X,�,Hｧ�+X/�,X*ﾘ+�+8,�+ﾒ��

16日 ��髦ﾉ(ﾔ��i&b�

17日 �,9Fx,ﾉO�>���ｲ�

22日 �乂�,ﾉ?｢�

24日 �*云�9h,ﾉ?ｩ?｢頡�,ﾈ齷�(,��x.ｪHｴy��,ﾈ昏.噂�.�/��ﾈ,XｫH+h.��

予告なしの避難訓練(火災) 

11月 ��?｢�保育所ボランティア活動の日(ぽんだ組が南公園のごみ拾いをする) 

7日 傲�懆ﾅ��ｲ蔭�f飲�.h.悦��O�>���ｺH��懆ｨ�:�,ﾈ轌;�/�*H*�.鋳�
13日27日 �5�487�984��

8日 傲�懆ﾅ��ｲ蔭�f飲�.h.悦��ub�>���ｺH��懆ｨ�:�,ﾈ轌;�/�*H*�.鋳�
9日 冉���X檍����吋�(b颯�+x������

11～15日 �5i��ﾔ鮎hﾘ(ﾕ｣)D��h48985��ｸ985h6(7b�)kﾃ��?ｨ-ﾈ,R��

16日 �7�985��x,ﾈ-�.h+�ID顫ﾚID�(h髯]ｸﾎﾈ�(ﾚy&ｸ橦��鳧����Ikﾈ,ﾉ]ｸﾎﾈ�(*ｨ������

20日 偃掩(,ﾈ�*"囲�87�985��yD�+x髦������

21日 �4ｨ8ﾈ�ｸﾞﾈ.ｈ7�985��yD�(b颯�+r��

22日 25日 仂驗ｨｫH�8,ﾉ?ｨ,�+�,�/�,Y�X�ｨ,ﾉdｹn)?｢隲H�8,ﾈｴ8鰄+�/�ﾙ�-�,H扞��/���.��

りす粗目魚新うさぎ組-大黒屋ぽんだ組..ピュアパン.東浜派出所(年長) 
第1回南小校区6園合同交流会(南小入学予定の年長児参加)I 

26日 �乂�,ﾉ?｢�

予告なしの避難訓練(火災) 

12月 ��I?｢��i?｣#Y?｢�みんなの集いとクリスマス金目.ボルトでの開催大勢の家族の方の参加により 

楽しい会となる 

スイミング 

17日 �乂�,ﾉ?｢�

27日 15日29日 偖x-ﾈ.ｩ�(��髓ﾓ�Ikﾈ,ﾉ�(���h*ｨ�-ﾈ.逢�+X*(�*(,h,�.��

予告なしの避難訓練(火災) 
スイミング 

17日 倡�支,H5H7ﾈ�ｸ6x馼ｼidｹn)?｢�

21日 �乂�,ﾉ?｢�

22日 偃掩(,ﾈ�*"�

24日 �&��ｸ,ﾉO�>���ｲ�

27日 �鞏�*�.s�D霹��*��)�(,�,�,�+ﾙ_ｸ��-hﾎI~x,hｫH�8,ﾈ4�6(4ﾈ�ｸ/�ﾞﾈ.烏ｨ.忠D�(b颯�+r��

予告なしの避難訓練(火災) 

2月 ��ﾓ�Y?｢�くまもとキッズウイークに参加する早寝.早起き.朝ご飯の習慣づけ 

3日 ���ｨｦX4�8�5�,Y:H-ﾈ*ｸ/�+x.��

2日26日 �5�487�984��

14日 �>ﾈ揵�ﾈﾋ�?ﾈｧr悦吋�>ﾈ揵?ﾈｧyuﾉ.磯悼kﾂ��
17日 ��(��ｴﾉD�ｩ�鞴(乏迂)G韲ｩ�隴�+8/�,凅�,H*(+ﾘ+�*ﾒ��

22日 16日 �.�+�,(*ｹ&闔h,ﾉ_ｸ.(詹�(,ﾈ�*(,ﾉ_ｺI]ｸﾎﾈ�(,ﾈ､h+8/�H+ﾘ*ﾘ+8/�,ﾉ_ｸ��,��

参加して頂きとても楽しいもちつきだった 

第2回南小校区6園合同交流会(南小入学予定の年長児参加) 

予告なしの避難訓練(火災) 

3月 �9?｢�ひな祭り会 

8日 �#iD�7�?ﾈ�uﾉ.磯���k陞���kﾈ�����
12日 �#iD�7�?ﾈ�uﾉ.磯佶(ﾔ��i&c洩ﾈ�����

12日19日 �5�487�984��

13日 �*噂ｨ.ｨ�9�ｲ�*��)�(,�,�,�+ﾙD�+x髦,h,ﾈ*噂ｨ.ｨ�9�ｲ��

18日 �乂�,ﾉ?｢�

20日 ��cH��孜th檠o�醜橙��D隴H,ﾉKﾘ��ﾂ��
23日 ��(���孜th檠�ﾘ檠(9�(橦9?｢�

予告なしの避難訓練 

身体測定誕生会交通訓練避難訓練(火災12回､地震2回) 
スイミング　絵本の貸し出し(6月から)保育参加(保護者の保育参加)
手話の集い(11月､12月､1月)お弁当の日(5月､10月)

職員会議園内研修ケース会議毎日の報告会(1時30分～)
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平成2 5年度　　入所児童数

〇)

4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��合計 ��

0歳 �2�3 釘�5 迭�5 迭�7 ����ll 免ﾂ�12 塔��81 

1歳 免ﾂ�ll ��"�13 ��"�12 ��"�13 ��2�15 ��b�17 ��Sr�386 

2歳 ����19 ����19 ����19 ����19 �#��19 ����19 �##��

3歳 ����10 ����10 ����10 ����10 ����10 ����10 ��#��120 

4歳 ��"�12 ��2�14 ��B�13 ��2�13 ��2�13 ��B�14 ��S��267 

5歳 湯�9 湯�9 湯�9 湯�9 ����9 湯�9 �����

計 田B�64 田r�70 田��68 田��71 都b�77 都��81 塔SB�854 


