
令和元年度　　事業報告書

　１　保育事業：児童の処遇

　　①　保育活動

　②　安全衛生管理及び環境整備

　③　衛生管理

報徳保育園

○保育課程に基づき各年齢に応じた指導計画（年間目標、月案指導計画、週・日案指導計画）

を作成し、子ども一人ひとりの成長や発達状況を理解・把握しながら保育を行った。

○小学校との円滑な連携を図り、保育の成果が小学校につながることを目的とし、具体的な計

画（5歳児）を基に相互理解を深められるよう努めた。（連携施設での連絡会への参加等）

※5歳児：8名　4歳児：2名　計10名を卒園させることができた。

○特別保育事業

・延長保育事業（月～金曜日：18:15～19:15）・・・通常保育時間外

・障がい児保育事業・・・令和元年度　１人（4歳児クラス）

保護者支援及び地域の子育て家庭の支援のため、上記の事業も併せて行った。

○子どもたちの健康や安全面を第一に考え、健康管理計画に基づき、対処マニュアル及び点検

簿などを使用して清掃箇所をこまめに点検し、必要に応じ、衛生管理の見直しや改善を行っ

た。調理室は、衛生管理マニュアルに沿った管理（自己点検簿・整備点検等）を行っている。

○感染症が発生した場合は、室内の換気・消毒・手洗い等を徹底し、保護者も含め、速やかに

周知し注意喚起を促すことで感染防止に努めた。特に2月頃からは新型コロナウイル感染症対

策として、登降園時、保護者の園内への入室を控えてもらった。園児は園庭の手洗い場にて手

洗い・うがい・アルコール消毒をし、受入れを行う。各クラス・玄関先にソリューション

ウォーターの加湿器を使用、共有物はアルコール消毒でこまめに消毒する等の対応を行って

いった。

○安全管理計画に基づいた毎月の火災訓練を行い、初期消火訓練の強化、職員一人ひとりが保

育環境において迅速に対応できる訓練に力を入れた。又、地域と連携し、不審者情報等の提供

を行い子ども達や地域の安全管理に尽くした。

○ヒヤリハット報告を行い、職員全体で情報共有し、重大な事故に至らないよう未然に防ぐよ

う努めた。病院受診につながるケガ（1件）。

　④　園児健康管理

○健康管理に基づき、定期健康診断、歯科検診、尿検査（年2回）、蟯虫検査、貧血検査（年1

回）を行った。3歳児以上はフッ化洗口を毎日行い、虫歯予防に努めた。

○給食年間計画に基づき、個々の発達段階に分けて調理を工夫し食事の環境作りや食事指導に

配慮した。



　２　対外活動

　３　令和元年度　 報徳 保育園職員構成

　４　職員の処遇

　5　職員研修

　6　その他

○那覇市のスポーツ専門指導員派遣事業を利用し、専門指導員によるスポーツ教室に職員、子

どもたちが参加し、スポーツの基礎・基本や技術、目的を持ち努力する大切を学びながら、楽

しんで運動に取り組んだ。又、日々の運動遊びの中で、健康、体力、活力の促進を目的とし、

安全かつ楽しみながら取り組めた。

○食育活動では、畑の野菜・芋類等の水やりや観察、収穫し、クッキングや保育制作に活用し

た。日頃の保育の中でのごっこ遊びから、近くのスーパーに買い物に出かけ、身近な体験から

具体的な食育を学ぶことができた。

○今年度はお散歩コースを見直し、新しいお散歩マップを作成、全職員で共通理解し、子ども

達の安全管理に特に力を入れた。

○研修計画に基づき、積極的に各分野に見合った研修に参加した。主な研修は、初任保育士研

修、乳幼児研修、那覇市主催の研修、日本保育協会、園内研修等を行った。研修報告書の提

出・回覧、職員会議での報告をし、情報の共有化に努めた。

※別紙2参照

〇園内研修では保育の質についてや子どもの食育・アレルギー対応、危機管理についての勉強

会、キャリアアップ研修を受講した職員が中心となり、「マネジメント」「新任若手研修」

「乳児保育」「幼児教育」「障害児保育」等、勉強会を行い、職員全体で更なる資質向上を目

指した。

○世代交流・・・9月、デイサービスに訪問し、お遊戯を披露し、交流を行った。ハロウィン

の時には仮装をし近隣施設の訪問やモノレールに乗り国際通りの商業施設等へ訪問した。10

月、かりゆし長寿大学の方をお招きし、手作り玩具を一緒に作って交流を持ち楽しんだ。10月

にゆいレール石嶺駅の開業式典（いしんみ村あしび）に参加した。

○地域活動事業・・・保育園で夕涼み会を行い、地域の子どもたちへの呼びかけを行った。近

隣中学生の職場体験や地元出身実習の受け入れを行った。

異年齢交流は児童クラブの子どもたちが各クラスに入り、身の回りのお手伝いや遊びを通し

日々楽しく過ごした。

○保育園行事・・・事業(行事）計画に基づき、一年間を通して様々な行事を行った。

　主な行事【運動会（11月）、おゆうぎ会(12月)等】　※別紙1参照

○健康診断、蟯虫検査(年1回)、栄養士、調理員、用務員、０歳児職員検便検査を毎月1回実施

した。

※職員の定期健康診断においては費用の一部補助おこなっている。

○正職16名　≪園長1名・主任保育士1名・保育士15名≫

○非常勤9名≪保育士1名・保育士補助2名・調理員4名・用務員1名・事務員1名≫

○嘱託医2名

※3月31日現在



令和元年度　　事業報告書 報徳児童クラブ

　１　放課後児童クラブ事業：児童の処遇

　　①　児童クラブ保育活動・主な取り組み

　②　カリキュラム・その他

　2　令和２年度　 児童クラブ職員構成

◇事業計画を作成し、「社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立」を基に児童の健

全育成を図った。

○制作（母の日、父の日）を通し感謝の気持ちを持ち、プレゼントを贈ることができた。夕涼

み会に向けて、全児童で協力し、制作物を作成した。おゆうぎ会、クリスマスなどに向けては

自身で思考を凝らして衣装作りを楽しむことが出来た。

○施設外活動では、ピクニックや地域探索等を通し、身近な環境や自然等の関わりを知る事が

できた。又、昆虫採集をし、みんなで飼育・観察する中で協力すること、命の大切さを学ぶこ

とが出来た。

〇那覇市のスポーツ専門指導員派遣事業を利用し、サッカーを通してみんなで体を動かし楽し

む。又、スポーツ教室に参加することで、自分で考える力や仲間を大事にすることを学ぶ良い

機会となった。指導員も専門的な技術指導を学び、安全かつ楽しんで運動に取り組むことが出

来た。

○毎月の誕生会では交代で司会・進行をし、恥ずかしがらずに話ができるようにしていった。

〇児童クラブに登所後交代で、保育園の各クラスに入り、園児を起こしたり、布団の片付けや

排泄のお手伝いを行う。長期休暇時は保育園児との交流を積極的に行っていた。

○運動会、おゆうぎ会では小学生ならではの体を使った表現ダンスを取り入れ、活き活きと発

表することが出来た。いしんみ村あしび・那覇まつりパレードでは保育園児と一緒に迫力ある

よさこいを披露した。

○園庭整備やクッキング等を体験することで様々な仕事を知り、自分たちで作り上げる喜びを

味わった。

◇カリキュラムを組み（英語・運動遊び）

○英語では英語検定を目標に頑張り、6級(2名)、4級（2名）3級（3名）1級（1名）に合格する

事ができた。

○非常勤2名（保育士１名・指導員1名）

※3月31日現在



令和 元 年度　　事業報告書 童の城 保育園

　１　保育事業：児童の処遇

　　①　保育活動

　②　安全衛生管理及び環境整備

　③　衛生管理

　④　園児健康管理

　全体的な計画に基づき各年齢に応じた指導計画(年間目標、月案指導計画、週・日案指導計画)

を作成し、子ども一人ひとりの成長や発達状況を理解・把握しながら保育を行った。

それにより、保育目標に基づき、輝組17名を卒園させることができた。

保護者支援及び地域の子育て家庭の支援の為、以下の事業も併せ行った。

　・延長保育事業（月～土曜日：18:15～19:15）…通常保育時間外

　小学校との円滑な連携を図るため、日頃の保育内容が小学校に繋がることを目的とし、小学校

での連絡会、小学校授業参観見学、音楽はっぴょう会見学等へ積極的に参加した。

　

◯安全管理計画に基づき、安全管理に万全を尽くし、日常の保育の中で、子どもたちに安全指導を

行った。怪我をした場合は、保護者へ連絡し病院受診をスムーズに行い、その後のケアもしっかり

行った。

◯毎月の火災訓練とは別に地震訓練や不審者侵入対策訓練も行い、子どもたち自身が安全に気をつけ

る事ができるように日頃の保育に取り入れた。

 ◯地域の情報収集を行いながら、散歩マップ・散歩計画表を作成し、職員全体で把握を行い園外活

動の安全管理に努めた。

◯環境整備として、各保育室や園庭の遊具など、毎日の点検を行い、修繕や整備が必要な箇所を発見

した場合、速やかに対処するように心がけた。また、那覇市「花とみどり課」へ7月・11月に花の苗

を年間で600鉢を申請し、保護者へも協力してもらいながら、園内・外の美化に努めた。

　子どもたちの健康や安全面を第一に考え、健康管理年間計画に基づき、対処マニュアル及び諸

点検簿等を使用して衛生管理を行った。

　ソリューションウォーターを使用し、感染症の予防や清潔を心がけるようにした。

　子どもたちの健康管理は、健康管理計画に基づき、定期健康診断・歯科検診・蟯虫・尿検査(5

月・11月)。虫歯予防の為毎日フッ化物洗口を行った。

　感染症が発生した場合、掲示板等で発生を知らせると共に予防方法等を伝え、感染が広がる事

のないよう心がけた。

　給食については、給食年間計画に基づき、個々の発達段階に分けて、調理の工夫及び給食内容

とし、食事の環境づくりや食事指導に配慮した。また、食事は楽しいということが体験できるよ

うに調理員と食事をしたり野菜作りなどを通して、楽しい給食を心がけた。



　２　対外活動

　３　令和元年度　 童の城 保育園職員構成

　４　職員の処遇

　5　職員研修

　6　その他

年1回の健康診断（7月）、調理・0歳児クラス担任の検便検査(毎月)を行った。

研修計画に基づき、研修参加希望者を募り、希望者を優先に研修に派遣。主な研修は、初任保育士研修会(6

月)、キャリアアップ研修(6･9･11･12･1･２月)、那覇市や日本保育チームマネジメント協会・日本保育協会

等の主催研修会等の研修に参加。また、園内研修も毎月行い、職員全体で知識・技術の習得に努めた。

◯令和元年度から保育所型認定こども園となり、1号認定児3歳児２名、4歳児2名を迎え104名でスタート。

家庭と密に連携を取りながら、園生活を過ごし、経験した事のない和太鼓や運動会、発表会等の大きな行事

も楽しんで参加する事ができ、保護者からも喜びの声があった。

◯前年度の保育の反省を生かし、令和元年度は運動能力、体力向上についてをテーマに置き、保育を行っ

た。日頃の保育の中で、子ども一人ひとりの成長発達と照らし合わせながら各年齢で目的を持ち運動遊び

を行っていく事で、前年度よりも大きな怪我を減らすことができた。今年度も引き続き子ども達自身が幼児

期に必要な力、身を守るために必要な力をつけていくことができるよう、保育に取り入れていく。

　世代間交流…敬老会(9月)やハロウィンパーティー(10月)、クリスマス会(12月）にて老人施設

訪問等を行った。

地域活動事業…子育て応援Day、夕涼み会、自治会でのこいのぼり掲揚での作品出展

　　　　　　　安岡中校区青少協祭り、銘苅はごろも祭り、近隣中学生の職場体験

　　　　　　　地元出身の実習生の受け入れを行った

保育園行事…事業（行事）計画に基づき、一年間を通して様々な行事を行った

　　　　　　　　　　　　主な行事として夕涼み会(7月）、敬老会(9月)、運動会(10月）

　　　　　　　　　　　　発表会(12月)、ミュージックフェスティバル(2月）

園長1名、主任保育士1名、保育士17名、子育て支援員1名、調理員4名、用務員1名、

事務員1名、嘱託医2名



令和1年度　　事業報告書

　１　保育事業：児童の処遇

　　①　保育活動

　　②　安全衛生管理及び環境整備

　　③　衛生管理

　　④　園児健康管理

○感染症

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計
溶連菌感染症 3名 4名 6名 2名 1名 2名 18名
伝染性紅斑 ０名 ０名 ０名 1名 1名 ０名 2名

ＲＳウイルス 8名 4名 ０名 1名 ０名 ０名 13名
インフルエンザ 6名 2名 7名 7名 6名 4名 32名

流行性耳下腺炎 ０名 ０名 ０名 1名 0名 ０名 1名

○内科健診・・年2回5月・11月。（5月30日、貧血検査）

石嶺保育園

○保育課程に基づき各年齢に応じた指導計画（年間目標・月案指導計画・週・日案・指導計画）を作

成し、子ども一人ひとりの成長や発達状況を理解・把握しながら保育を行った。こども園10名、小学

校へ13名を卒園させることができた。

○小学校との円滑な連携を図り、保育の成果が小学校に繋がることを目的とし、具体的な計画（5歳

児）を基に、連携施設での連絡会への参加等、相互理解を深められるように努めた。

○特別保育事業

　・延長保育事業（月～土曜日：18：30～19：30）・障がい児保育事業・・・1歳児クラス1名。

巡回指導を行い、保護者を交えた面談により適切な支援援助を行う事が出来た。

○安全管理計画に基づいた月1回の避難訓練と合わせて、建築構造や非常口等の自主点検を行った。日頃の保育

の中では、子どもたち自身が安全に気をつける事ができるように、繰り返し生活指導を行った。また、ヒアリ

ハット報告書を徹底し、職員全体で共有する事で、事故を未然に防いだり、必要に応じて改善策を練るなど、安

全対策に努めた。地震訓練においては、保護者を巻き込んだ訓練を行う事が出来た。

〇環境整備としては、保育室や園庭の遊具などの点検を毎日行ったり、那覇市「花とみどり課」に、年に2回花

の苗を申請し、保護者と一緒に園内・園外の美化に務めた。

○けがをした場合は、保護者へ連絡し病院受診をスムーズに行いながら、その後のケアもしっかり行う。また事

故記録簿を記入し、ケガの原因を把握し、危機管理に繋げていった。

※令和1年度病院受診につながるケガ（5件）

〇健康管理計画に基づき、対処マニュアル及び点検簿を使用して、こまめに掃除や点検をした。調理室では、衛

生管理マニュアルに沿った管理（自己点検簿・整備点検等）を行っている。

○感染症拡大防止として、ソリューションウォーターを使っての噴霧消毒や保育室内の換気、子ども達や保育士

の手洗いなどを徹底し、清潔を心掛けていった。又、感染症が発生した場合には、速やかに保護者にも周知し、

注意喚起を促していった。

○定期健診・・毎月の身長・体重を基に低身長児への相談や斜視、言葉の発達の確認

○歯科健診・・年2回5月・11月。虫歯予防のため、毎日フッ化洗口を行っている



　１　食育活動

　２　対外活動

　４　職員の処遇

　5　職員研修

　6　その他

研修計画に基づき、研修参加者を募り、優先して派遣した。主な研修は、日本保育協会や日本保育チームマネジ

メント協会、初任保育士研修、キャリアップ研修（保健衛生・安全対策分野・障がい児保育分野・幼児教育分

野・マネジメント分野）、那覇市、他主催の研修に参加。研修報告書の提出・回覧、職員会議で報告をし、情報

の共有化に努めた。また、園内研修では、「主体性」を研修テーマに揚げ、職員全員で勉強会に取り組んだ。

〇職員間で情報収集を行いながら、お散歩安全マップを作成したり、園外実施チェックリストを作成

する等、子ども達の安全管理により力を入れていった。　衛生管理においては、保育士一人ひとりが

意識して行った事で、保護者の方から「以前よりも感染症が減ってきている」とお褒めの言葉を頂

き、保育士の自信に繋がった。〇園内研修では、保育士一人ひとりが得意としている分野を発表し合

う事で、お互いの良さを認め合う機会を作っていった。また、発達ごとに現れる「主体性」に注目

し、保育士の関わり方や環境構成についての研究に取り組んだ。引き続き、自園の保育環境で出来る

「主体性を引き出す保育」について、学びを継続していく。

〇食育年間計画に基づき、個々の発達段階に分けて調理を工夫し食事の環境作りや食事指導に配慮し

た。菜園活動では、人参やじゃがいもを収穫してクッキングを行う等、食に関する興味や関心を広げ

ていった。また、毎日の給食を展示したり、キッチン便りを発行する等、保護者にも関心を持たせる

ことで、家庭での食への関心や理解を深めてもらった。

〇世代間交流…9月・12月にはディサービスへ出かけ、歌やダンスを披露し、交流を行った。10月に

はハロウィンパレードを行い、地域の方との触れ合いも行った。

〇地域活動事業…子育て応援Ｄayを実施した。また、近隣中学校生の職場体験の受入れを行った。公

共施設や商業施設からの依頼があれば、絵画等の作品の提出等も行った。

〇保育園行事【事業（行事）計画に基づき、1年間を通して様々な行事を行った】

夕涼み会（8月）、運動会（10月）、おゆうぎ会（12月）等※別紙1参照

　３　職員構成（令和1年度）

〇正職22名　【園長1名・主任保育士1名・保育士19名（産休2名）・用務員1名】

〇非常勤8名 【パート保育士3名・調理員3名・事務員1名・用務員1名】

〇嘱託医【2名】

※3月31日現在

○年1回の定期検診を義務付け、その費用を施設で一部負担し健康維持に心がけている。

（蟯虫検査年1回・調理員、0歳児職員検便検査毎月1回）



令和元年度　　事業報告書

　１　保育事業：児童の処遇

　　①　保育活動

　②　安全衛生管理及び環境整備

　③　衛生管理

　④　園児健康管理

銘苅こども園

　教育・保育計画に基づき各年齢に応じた指導計画(年間目標、月案指導計画、週・日案指導計

画)を作成し、子ども一人ひとりの成長や発達状況を理解・把握し、家庭との連携をとりながら

教育・保育を行った。夢扉組24名、絆結組22名、計46名の5歳児が教育・保育課程を修了した。

保護者支援及び地域の子育て家庭の支援の為、以下の事業も併せ行った。

・延長保育事業（月～土曜日：18:30～19:30）…通常保育時間外

・一時預かり事業（幼稚園型:14:00～18:30）…1号認定児

・特別支援事業…特別支援児：4歳児2名　5歳児2名

　学校安全計画に基づき、危機管理・安全管理に万全を尽くし、日常の保育の中で、子どもたち

に安全指導を行った。

　毎月の火災訓練とは別に地震訓練や不審者侵入対策訓練も行い、子どもたち自身が安全に気を

つける事ができるように日頃の教育・保育に取り入れた。次年度は不審者侵入を最悪の状況で想

定し、訓練を行う予定をしている。

　地震訓練では津波を想定して小学校と連携し、小学校の運動場へ集合、新都心公園まで避難を

する予定だったが、雨天の為実施できなかった。

　環境整備として、園舎前広場にアスレチック遊具を設置し、子ども達が楽しんで体を動かせる

ようにした。

　子どもたちの健康や安全面を第一に考え、健康管理年間計画に基づき、対処マニュアル及び諸

点検簿等を使用して衛生管理を行った。

　ソリューションウォーターを使用し、感染症の予防や清潔を心掛けるようにした。

　子どもたちの健康管理は、学校保健計画に基づき、定期健康診断（6月までに1回目を行う）・

歯科検診を年2回、蟯虫を年1回、尿検査は年2回行っている。

　感染症（インフルエンザ等）が発生した場合、掲示等で発生を知らせると共に予防方法等を伝

え、感染が広がる事の無いように心がけた。



　２　対外活動

　３　令和元年度　 銘苅 こども園職員構成

　４　職員の処遇

　5　職員研修

　6　その他

園長1名、主幹保育教諭1名、副主幹保育教諭1名、保育教諭8名、子育て支援員4名、保育補助1

名、事務員1名、看護師1人、嘱託医2名　学校薬剤師1名

年1回の健康診断（7月）

　研修計画や法人研修に基づき、研修参加希望者を募り、希望者を優先に研修に派遣。主な研修

は、認定こども園合同研修、特別支援教育研修、キャリアアップ研修、那覇市や日本保育協会等

の主催研修会等

　3歳児20名、4歳児30名、5歳児45名、計95名でスタート。集団生活が初めての園児もおり、園

の生活に慣れる事から始めると共に、特に3歳児はトイレトレーニング等基本的生活習慣から始

めた。全職員で園児の情報を共有し、子ども一人ひとりの成長発達を考え、目的をもって教育・

保育(行事含む)を行った。日々の教育・保育や行事を一つひとつ終えるごとに、子どもたち自身

が自信に満ち溢れている姿を見る事ができた。また、小学校就学に向けて、「しっかり話が聞け

るように」「自分の意見を言えるように」「諦めずに最後までやり遂げる」を重点に置いて教

育・保育を心掛けた。

世代間交流…ハロウィンパーティー(10月)にて老人施設訪問等を行った。

地域活動事業…銘苅はごろも祭りや安岡中学校区の青少協まつりなど、地域の行事に参加。近隣

中学生の職場体験、保育体験を行い、ハロウィンパーティーでは、銘苅地域のデイケアやお店・

交番等、協力のもと、グループを作り回った。

行事…事業（行事）計画に基づき、一年間を通して様々な行事を行った。

　　　　　　　　　主な行事として交通安全指導（5月）夕涼み会(6月)　運動会(11月・銘苅

　　　　　　　　　小学校と合同)　　発表会(12月)　ミュージックフェスティバル(2月）等



令和元年度　　事業報告書 さくらんぼ 保育園

　１　保育事業：児童の処遇

　　①　保育活動

　②　安全衛生管理及び環境整備

　③　衛生管理

　④　園児健康管理

　保育過程に基づき各年齢に応じた指導計画（年間目標、月案指導計画、週・日案指導計画）を作成

し、子ども一人ひとりの成長や発達状況を理解・把握しながら保育を行うと共に、未満児リトミックに

力を入れ音を楽しむ保育を行った。　５歳児を１９名卒園させることができた。

・危機管理マニュアルを見直し、様々な場面を想定しての訓練を行った。

・不審者訓練ではさすまたを使った訓練を行い対策を強化した。

・怪我をした場合は保護者への連絡、病院受診を行いながらその後のケアを行う。

・環境整備として、日々の点検を行いながら遊具・建物点検簿を使用し、修繕個所を見つけた

ら速やかに対処するよう心掛けた。

・子ども達にも友達との関わり方・遊び方等を伝え安全に配慮した。

・衛生管理マニュアルに基づき、調理室・調理員の日々の衛生管理を自主点検棒で管理してい

る。

・園児健康管理計画に基づき、年２回の内科検診では、低身長児、言語相談、発達確認で事後指導。

・虫歯予防では、4.5歳児から毎日フッ化洗口を行っている。　虫歯のある園児には結果を報告し

歯科受診を勧めている。

・食育年間計画に基づき、０歳児～5歳児まで一貫した食育活動を行っている。また、アレルギー児に対

しては除去食で対応し使用できる食材・調味料を工夫し美味しい給食を心がけた。

・食育Dayを設けて、食に関する絵本や歌で食材の名前を覚え興味が持てるようし、毎日の給食を展示

し、保護者にも関心を持たせることで親子で食への関心を理解を深めてもらった。

◇野菜畑ー　ゴーヤー・ピーマン・オクラ・ブロッコリー・じゃがいも・人参等。

・特別保育事業

延長保育事業：（月～金 18:15～19:15）

・障がい児保育：令和元年度 ３名

年６回の巡回指導を行い臨床心理士、保育士、保護者との三者面談を行い適切な

支援援助を行うことができた。

・令和元年度病院受診：１件 （通院なし）

・治療等で３０日以上の負傷や疾病なし。（市町村報告なし）



　２　対外活動

　３　令和元年度　 保育園職員構成

　４　職員の処遇

　5　職員研修

　6　その他

・年に１回の定期健診を行い、検診費用を施設で一部負担し職員の健康維持を行っている。

・調理員は毎月検便検査を行った。

・研修計画に基づき希望者を募り研修に派遣。

・保育士が学びたい事を園内研修のテーマに取り上げ全体のスキルアップを目指した。

　（主体的保育・和太鼓・運動あそび・サマースクール・絵本からの遊び等）

・「音を楽しむ」保育を心がけリトミックの基礎を大切に保育してきた事が、マーチングや器

楽合奏、和太鼓に活かすことが出来、子ども達もリトミックに取り組む姿勢が変わってきた一

年だった。

・地域活動事業・・・町社協こいのぼり掲揚式

・保育園行事・・・・行事計画に基づき、一年間を通して様々な行事を行った。

・園長１名　　　　　・主任保育士１名　・保育士10名　　　・非常勤保育８名

・保育補助３名　　　・調理員4名　　　・非常勤講師１名　・事務員１名

・嘱託医２名

・運動会（１１月） ・発表会（１２月） ※別紙１参照



令和元年度　　事業報告書 さくらんぼ 学童園

　１　学童事業：児童の処遇

　　①　学童保育活動・主な取り組み

　②　カリキュラム・その他

◇事業計画を作成し、「社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立」を基に児童の健全育成を

図り、気になる子へはサポートプランを作成し個々にあった支援を行った。

◇スイミングを通して、自身の得意を深め目標達成することが出来た。

◇交通安全指導をはじめ、防災訓練等月一度の避難訓練を通し安全に身を守る方法を身につけ

させている。

◇救急法「アレルギー・熱中症」応急処置や救護を身に付けることが出来た。

◇６月に平和学習を行い慰霊の日に寄せて、図書、パネル展、映写会を開催し平和について考

える事が出来た。

・製作活動ー（母の日・父の日・敬老の日）感謝の気持ちを込めて作った。

紅型体験「干支子」郷土の文化を体験、来年の干支の図柄で型染した。

・クッキング―（流しそうめん、恵方巻、スイーツ作り等）

季節や伝統を感じながら楽しくいただくことが出来た。

・異年齢児交流―（ドッヂボール大会・もちつき大会・学童まつり）

交流を通して町内の学童クラブの親睦を深め楽しめた。

・施設訪問体験―（おきなわワールド・近隣の児童館等施設）

・体験型学習 ―（サイクリング・シーサーづくり・ボウリング大会）

普段感じることが出来ない体験をすることが出来た。


