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2021年度北嶺町保育園事業報告書 

１.はじめに 
 今年度も新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、通常保育を行うことができなかったが、前年度の反省や経験を
活かし、感染対策をしながら保育・運営に取り組むことができた。３月にはコロナウイルス感染症が流行し、登園自粛
や給食提供中止など不測の事態に対し保護者の理解、協力を得て、子どもたちの安全を第一に考えた対応を行うこと
ができた。 
今年度の職員の園内研修では「事故防止と安全管理」について学習を行った。保育中の事故を防ぐために必要な、 

危険予測・危険回避・安全管理を様々な角度から検証し、全職員の共通理解や体制作りを図り、安全指導を行った。 
目標に対する評価 
・少しのことでも担任間で共有し、話し合うことで同じ方向性で保育をすることができそのことが子どもたちの情緒
の安定や成長につながっていることがわかり、職員の連携、情報共有の必要性を改めて感じた。 

・環境の見直しを行うことでトラブルが少なくなった。 
・危険を予測して「○○しないで」ではなく、肯定的な伝え方を意識できるようになった。 
・給食の取り組みでは言葉に表したものを形にしたことでより伝わりやすくなることを改めて感じた。 
・クラスだよりでヒヤリハット掲載し、保護者に協力して欲しい点などを伝えた。 

足りなかったこと 

・保護者会、保育参加など保護者参加行事が中止になり、保育園の様子を見ていただく機会が減ってしまっている。 

さらに信頼関係を深め、協力して子どもたちの育ちを支えていくことの大切さを伝えるために、保護者への情報発

信の仕方を工夫していく必要がある。 

それらを含め、以下の事業についての概要を報告する。 

 

２.法人・園の運営に関する項目 
①「新しい生活様式」を理解し、先行き不透明な状況の中で常に安定した運営を行うために、その時々
の方針に関する職員間の情報共有を密に行います。 

 
②法人が今まで積み重ねてきた実践に基づく地域・家庭からの信頼を一層確かなものに育てるために、 
さらなる成長を目指して各園がより一層の運営向上を進めます。 

 

成
果 

・リーダー会や職員会議において、その時々の当福祉会としての運営方針について、全体で確認・周知することで安定し
た運営ができている。職員の中から不安に思う点があがった時には、臨時にＭＴを設け、共有することができた。 

・食育活動ではコロナの状況を踏まえ、自分の分は自分で作る形式の感染対策を徹底して行った。 
・子どもたちが企画から何か参加できるようにしていくと、より深く関わりがもてる行事となると思う。 
・行事はコロナの状況に合わせて子どもの安全を第一に考え、感染対策を行いながらやり方を工夫して実施できた。 
現状に合わせた柔軟な考え方ができるようになってきた。他５件 

・保護者対応も丁寧に行った。 
・園児、家族の体調に関することに対し、感染拡大防止の主旨を理解し、検査機関の受診や登園自粛など保護者の協力を 
得て運営することができた。 

・職員が感染対策を守りながら業務に当たることで、感染者を出すことなく休園せず運営を続けてくることができた。 

課
題 

・今後も引き続き、その時の状況に応じた当福祉会の運営方針を職員間で周知・共有していく。 
・今後もコロナ対策は続いていくので、正確な情報を得て、それに沿い実践していく。 
・リーダー会やＭＴでクラスに持ち帰った情報をクラス内で共有できていないことがあるので、時間を作り共有してい
く。 

・コロナ禍が長引きすぎたことで、気持ちにゆるみが出て感染対策を怠りがちになることがあるので、定期的に感染対策   
について全体で周知し、気持ちを引き締めていく必要がある。 

・無理をして食育活動を行う必要はないが、活動をどのようにしたら行うことができるか考えていくことが大切。 
・行事は、来年度もその時々の状況に合わせ、また今年度の反省を活かし、実施内容や方法を検討する。 
・要望をどの程度受け入れたら良いか、感染者数によって制限の緩和等、受け入れが難しいものがあった。 
・コロナの状況により開催できなかった時の対応をもう少し検討する必要を感じた。 
・集団保育を行っていく上での感染症の理解や防止対策、危機意識を伝え、保護者に協力をしてもらう。 

成
果 

・どのクラスも丁寧に子どもについて情報交換を行い、保護者の話に耳を傾けるなど、良好な関係を築けるように 
取り組んでいる。要望にはすぐに応えるようにし、家庭ごとに対応した件も複数ある。  

・受け渡しで細かく様子を伝えることで、保護者の方が安心して任せてくれるようになった。相談事などもしてくれる 
ことが増え、連携が密にとれた。 

・運営委員会での意見を改善していった。 
・園としてのルールも伝えたうえで、保護者と円満な関係作りをし、理解を得られるようにした。 
・コロナ禍でもできる範囲で行事を行い、子どもの成長した様子を見てもらうことができた。 
・幼児クラスは、後半の保護者会を開催することができた。少しの時間だったが、保護者と子どもの成長を喜び合うこと
ができた。 

・園内研修の内容をおたよりで伝えたり、掲示したりすることで、家庭と共通認識のもと進めることができた。 
・散歩に出掛けた際、地域の方に保育士が率先して挨拶をし、子ども達にその姿を見せるようにした。 
・園見学の受け入れは積極的に行い、疑問や育児に対する悩みなどにも対応することができた。 

課
題 

・集団保育、園としてのルールへを伝え、園運営に理解協力をしてもらえるよう、繰り返しお願いをしていく。 
・今後もしばらくの間は園行事への保護者参加の機会が限られた回数になると考えられるので、日々の保護者とのやりと
りを大切にしていく。 

・コロナ禍のため、保育参加に時間をとれない分、園での生活の様子や取り組みをわかりやすく情報発信していく。 
・現状では、地域との交流は難しい。何ができるか。感染症対策をしながら、地域とどのように寄り添っていくのかなど



③保育指針で求められた「子どもの主体性」を「育てる」ことの本質を理解し、幼児教育を行うものと

しての意識を明確に持ち、質の高い保育の充実を目指します。 

 
④2020 年度末の大森北六丁目の運営終了により、法人内で大きな職員異動が行われることをプラスに捉

え、2021 年度の運営に向けて互いの経験やスキルを認め合い、成長し合えるような運営を目指します。 
 

⑤利用者アンケートを継続的に行い、結果を運営改善に役立てます。 

 
⑥感染症拡大防止対策と地域の子育て支援活動との両立を図り、新たな地域活動の形を検討します。 

 

園全体で考えていく必要がある。（他施設の情報交換も含めて） 
・地域の方に、園での活動にご理解ご協力いただけるよう、今後も積極的に挨拶を行い、信頼関係作りに努める。 
・従来のように、人を集めて会を開くということが難しい現状で、地域開催のサークル活動も休止しているため、地域の 
民生委員や児童委員との交流も減ってしまった。今後の感染状況にもよると思うが、そこができなくなった場合、地域 
とのつながりをどのように結んでいくかが課題。 

成
果 

・子どものやりたい気持ちを尊重し、様々なことにチャレンジした。（食育・子ども興味のあるごっこ遊びなど） 
・運動会のダンスの振りや公園を選ぶなど、日々の保育の中で子どもたちの意見を取り入れて、主体性を育てていった。 
・劇ごっこでは、子どもの意見を主に進めていくことができた。担任間でも情報共有を行い、対応できた。 
・行事を通して話し合いの場を多く持ち、子どもの意見や思いを取り入れた。それにより、子どもが意欲的に参加してい
た。 

・部屋の使い方や玩具の配置を工夫し、子どもたちが好きな遊びを選択しながら遊び、生活できるようにしている。 
・コロナ禍で保育内容も変更を余儀なくされてきた 2 年間だったが、できる範囲で子どもたちが色々な経験ができるよ
う保育内容を工夫することができていた。 

・コロナ禍という状況を逆に利用し、自分の分は自分で作るという形式でのクッキングを行うことで『子どもの主体性』 
 を優先することができた。 
・クラス毎に子どもたちの様子や発達に応じた活動や遊びを取り入れている。 
・グループワークなどで、クラスを越えて色々な意見を交換し、情報交換できるようにしている。 
・学びたい研修に参加することができている。職会などで報告することで全体の学びに繋がっている。 
・個々が研修で学んだ内容を、保育の中で活かすことができている。 
・個別対応が必要な子どもに関しては、リーダー会・職員会議で情報を周知し、協力体制ができている。 
・OJT を通して、各職員のスキルアップに繋がる助言を行ってきた。 

課
題 

・運営の見直しをし、（保育・環境設定・行事・書類等）主体性を育てる保育実践をしていく。 
・幼児になると行事などが多く、主体性の保育が難しいので、行事内容を見直すのはどうか。 
・学年が上になると行事への参加が増えるが、保育士がゴールを決めて導くのではなく、子どもたち自身が作り上げて 
いけるようにする。時間をかけ、遊びの 1 コーナーとして準備を進めていけるよう、保育士が常に先の見通しを持っ
て保育する必要がある。 

・職員会議等で個々へのアドバイスや意見交換を意識的に行っていく。 
・主体性の研修を職員で学べると良い。 
・ＯＪＴで挙げられたことを今後も共有し、課題点を改善していく。 
・今後も職員一人ひとりに対し、必要な助言を行っていく。 
・各自色々な研修に参加しているので、どのようなことを学んだのかお互いに知るきっかけがあると良いと感じた。 
・安全面やリスクを、前もって子どもに伝えてしまうことがある。怪我から学ぶこともあるのだろうが、見極めが難しい。 

成
果 

・北六で行ってきたことで、“これは良かった”と思ったことは声に出して伝え、北嶺の現場でも参考にし、取り入れる
ようにした。 

・異動してきた職員と、ＭＴなどで情報・意見交換をすることで、相互理解ができてきている。またそのことで、今後園
でどのようにしていくかの方向性が分かってきた。 

・北六や他園から来た職員の経験や感覚を大切にし、経験談や意見を参考にしながら行事や保育を再構していった。 

課
題 

・全職員が意見を言いやすい環境ができると良い。 
・今後もお互いの経験を伝え合い、よりよい保育を作り上げることができるように努める。 
・今年度だけで終わらせず、これからもそれまでの形にこだわらずに、みんなで意見を出し合いより良い保育を行って 
いく。 

・異動や退職がある中でスキルアップして行くための体制維持が課題。 

成
果 

・普段から保護者の意見には真摯に応えるようにしている。 
・行事や運営委員会からの意見や要望を全体で周知し、改善できるところは改善できた。 
・監査を受け、不足していた点・改善点が挙げられたので、それに対して改善した。 
・今年も保護者への試食会できなかったが、サンプル掲示やおたよりで保護者へアピールができた。 
・運営委員会が、コロナの為文章でのやり取りになったが、それで良かったように思った。 

課
題 

・曖昧な回答はせず、迅速にはっきりとした答えを今後も返答していき、真摯に対応していく。 
・コロナ禍での行事に制限を設けたことで、保護者から意見があった。少し緩めて欲しいという意見に対しては応じる 
ことができなかった。 

・園の方針や園での取り組みについて、保護者に理解・周知してもらうことができるよう、伝え方を工夫していく。 
・保護者会や全体会が書面のみになったことの影響が大きく、直接説明をし、質問を受けることの重要性を感じた。 

成
果 

・行事の縮小や地域との交流の検討など、感染防止の為に一つひとつ慎重に取り組むことができている。 
・コロナ禍で行える方法をとりながらの園見学や、電話での子育て相談なども実施できた。 
・散歩先で出会った地域の方と積極的に挨拶をし、話す機会を大切にした。それと同時に、距離を保つことも忘れないよ
うにした。 

・地域の子育て支援活動は実施できていない。 



  

⑦第二次長期計画初年度として、全職員が新たな基本方針への理解を深めます。 
 

≪改善等≫ 消毒等の環境整備  備蓄品の補充 １・5 歳児クラスのサッシ改修工事 

3.職員と組織の向上 

[職員体制] 

A．在籍職員数  

職名  園長  副園長  主任  副主任 保育士 看護師 栄養士 調理師 調理補助  保育補助  用務パート (非 )事務  嘱託医 嘱託歯科医 

人数  １  １  １  0 27 ２  １  5 1 10 １  １  １  １  

 
職名  氏名  職名  氏名  

園長  1 看護師  ２（1 名：7 月退職）  

副園長  １  栄養士  １  

主任代理  １  調理員  ５  
乳児リーダー  １  調理パート  １  

かえで（０歳児）  ５  事務  １  

こぶし（１歳児）  ５  保育パート  ９  

いちょう（２歳児）  ５  保育パート  ９  

１（5 月～）１（2 月～）  さくら（３歳児）  ２  

さくら・しらかば  １  用務パート  １  

しらかば（４歳児）  ２  産休・育休  ３  

けやき（５歳児）  ２  休職  １  

全体フリー  ２  嘱託医  １  

 嘱託歯科医  １  

 

B．採用退職 

【採用】                   【退職】  

R３，４，１  

R３．5．１  

R３．２．１  

保育士  

保育補助  

保育補助  

４名  

1名  

1名  

 

 

R３ .４ . 3０  

R３ .５ . 3１  

R３ . 7 . 3 1  

R 3． ９ ． 3 0  

R 4 .３ . 3１  

保育士  

保育士 

看護師 

保育士 

保育士  

1名  

1名  

1名  

1名  

6名  

【異動】  

R３，４，１  

R３，４，１  

R３，４，１  

保育士  

看護師  

調理師  

6名  

1名  

1名  
【異動】  

R４．３．３１  保育士  1名  

 

［平均有休取得日数及び時間外労働時間数］ 

 平均有給取得数･･･7.42 日  時間外労働時間数･･･0.19時間 

課
題 

・今後もこのような状況は続くと考えられるので、コロナ禍の子育て支援について、具体的にどのように進めていくか、 
全体で考えていく必要がある。 

・地域活動ができるようになることを想定し、活動の準備をしておく。 
・コロナ禍なので、深い関わりは難しい。 
・地域や社会の情勢を見ながら、活動の内容を検討し、可能な範囲で実施していく。 
・電話での子育て相談は、少しハードルが高いので、気軽に行える方法があると良い。 
・今後の方針も早い段階で決定できると、保護者も前もって理解できると思う。 

成
果 

・ＯＪＴなどで運営について見直す機会があり、更に子どもたちにとって安心できる環境を作れたのではないかと思う。 
・一人ひとりがＭＴや保育を通して意識できていたように思う。 
・危険意識について、職員会議で話し合う機会を設けることで、互いの考え方を知ることができ、保育に活かすことが 
できた。 

・施設として救命講習受講優良証の交付を受けた。 
・新しい生活様式を理解し、活動を計画することができた。 
・職員会議の中で、報告、全体周知を丁寧に行い基本方針に関する内容を話し合うことができた。 
・新しい生活様式の中で、できることを探し、子どもたちが楽しめることを工夫する姿勢がどんな時にでも見られるよう
になった。 

課
題 

・今後もＯＪＴなどは取り入れたい。 
・働きやすい職場環境の維持向上として、職員間のコミュニケーションを更に図り、意見交換ができる環境にしていく。 
・基本方針を理解し、しっかりとした計画を立てることができるようにする。 
・内容としては話し合いの中に出てきていたが、『基本方針への理解』という捉え方をしている職員は少ないと思うので 
 その点を周知するためには、予め話しをする必要があるのではないか。 
・保護者は以前と変わらずに行事などが行われることを望んでいることを忘れずに、これまで以上に子どもたちが 
楽しめるような行事や企画を考え、満足してもらえるようにする。 



[研修] 
A．【園内研修計画】 
１，研修テーマ：「事故防止と安全管理について」 
２，担当者：副園長・主任・副主任・各クラス担任・看護師・調理   
３，年間会議日：年間予定表参照 
４．設定理由 
  保育中の事故を防ぐために、必要な危険予測・危険回避・安全管理を様々な角度から検証し、全職員の共通理解や 

体制づくりを図り、安全指導を行う。 
５．取り組む内容 
Ａ．職員の取り組み 
 ①写真を見て考えられる危険をあげる。 
②園内で起きた事故の事例を振り返る。 
③園庭の使い方を考える。 
④危機回避能力を身に着けるためにはどうすればいいかを検討する。 
⑤健康指導と安全指導を行う。（保健） 
⑥食育活動を通して食の大切さを知らせる。（給食） 

Ｂ．保護者会・行事等で取り組み 
 ・各行事や保護者会、保育参加にて健康指導や食育活動の取り組みを知らせる。 
・掲示物やおたよりを発行し取り組みを知らせる。 

・掲示物やおたよりを発行し取り組みを知らせた。 

〔外部研修〕 
 ・職員の要望やステップアップの為の研修を企画、実施。 
【教務主任研修（園内）】 

実施日 内 容 
5月22日 リフレーミング 
８月２８日 保護者との連携 
１月２２日 幼児教育の意義 

B.外部研修 
 個人研修  ※別紙参照  
C.職員の運営改善提案 
 職員アンケートを基に行事や運営について改善を行う。 
Ｄ .健康管理  

実施日  項目  場所・業者  

5/7、10、12、24、28、6/２、4、9、21、7/19、21、8/18

9/15、2712/6、1/12、10/27 
職員健康診断 旗の台健診センター 

5/24、 26、 28、 6/2、 4、 9、 30、 7/5、 9、 14、 26、  

28、 8/2、 4、 9/6、 27、 12/８  
生活習慣病健診 旗の台健診センター 

毎月  検便  日本環境衛生研究所  

毎月  血圧測定  看護師が実施  

 

 

 年間研修予定内容 保護者への情報発信 担当の動き 

4 月 課題の確認と取り組み内容の共有  年間計画の立案 

5 月 事例の学習・実践・検討 おたより発行① おたより発行 

6 月 法人研修   

７月 事例の学習・討議・実践   

８月 事例の学習・討議・実践 各クラスの取り組み掲示  

９月 事例の学習・討議・実践  中間まとめ 

10 月 事例の学習・討議・実践 各クラスの取り組み掲示  

11 月 法人研修 おたより発行② おたより発行 

1２月 今年度の取り組みの振り返り・反省・課題の抽出  年間のまとめ 

資料・原稿作成開始 

１月 発表リハーサル  資料など修正→完成 

2 月 合同職員会にて成果報告   



4.サービス提供のプロセスについて 
[園児関係] 

A .定員  
年齢  0歳  1歳  2歳  3歳  4歳  5歳  計  
定員  12  14  22  23  23  23  117 
在籍  12  14  22  23  23  23  117 
B.月別入退園及び初日在籍  
 4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月  1月  2月  3月  計  
初日在籍 116 117 117 117 117 117 117 117 117 115 115 115 1397 

入園  21 ２  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 2 3  

退園  １  0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  0 3 

(1)サービスの情報提供・案内 
 イ 毎月各種おたよりは常に内容を検討しながら発行した。 
(2)サービス開始時の対応 
 イ 入園のしおりを全家庭に配布 
(3)標準的サービス水準の確保 
 ・「運営の手引き書」を「資料編」「マニュアル編」の内容について読み直し、内容を確認すると 

共に職員会議に置いて討議を行い、自園に即した内容に改訂した。 
・引き継いだ内容を保育計画に反映し、月案等の計画に関しても、常に内容を討議しながら作成・実施した。
期のまとめも行った。 

(4)個別対応の重視 
 ・ケース会議、苦情対応、育児相談等、規定の用紙に記入し、毎月の職員会議にて共有を図り、対応 

を協議した。 
 ・連絡ノートを活用し、保護者との連絡を密にして、個別対応を心がけた。 
(5)健康管理・衛生管理 
 日常的に園児の健康状態の把握、室内衛生管理に配慮した。また、衛生管理委員会を  
 設置し、衛生安全点検を月一回行うとともに、問題点を討議し解決にあたった。  

項目  実施日  
園児健康診断  5 / 1 8 . 6 / 1 5 . 6 / 2 2 . 9 /2 4 . 1 0 / 1 9 . 1 1 / 1 2 / 14  

ぎょう虫検査  5 / 2 8、 6 / 2 2  

歯科検診  6 / 1 7 .７ /1.1 1 / 1 1 . 1 8   

館内消毒  週1回各部屋交代で実施  
布団干し  週1回曜日を決めて実施  
布団乾燥  月１回土曜日に実施  

 

(6)安全管理 

A.事故による通院 

受診日  園児名  診断  受診先  備考  

①4/28 
 

園児１  
 

頭部打撲  佐藤外科  本児が保育室内を歩いていた際、寝転んで遊んでいた
他児の足に引っかかり転倒。外傷なし、眼の動き、  
異常なし。初診で終了。  

②5/19 
 

園児２  歯牙打撲  
（左上前歯A）  

石野医院  
小児歯科  
 

遊戯室で体操中に部屋の中央に行こうとした本児と  
テラス側に振り向いた他児が衝突、その際本児の口と
他児の額部がぶつかる。視診、打診で歯の動揺はなし
。歯列も異常なし。初診で終了。  

③5/27 園児３  左下眼瞼擦過傷  神谷眼科  保育室で片付けている際、玩具棚の前で本児が座りこ
んで遊んでいた。玩具棚に紙製の箱に入ったボードゲ
ームを片付けに来た他児が手を滑らせ落とし、本児の
目をかする。細隙灯顕微鏡検査で角膜に傷はなし。  
初診で終了。  

④6/1 園児４  左手掌裂傷  佐藤外科 
 

東調布公園のＳＬ広場で遊んでいた時に本児が木と木の茂み
から木陰には入り転倒。左手掌を切り､口元をぶつける。創部
を生理食塩水で洗浄するが、黒色の付着取れず、研磨剤で洗
浄。ゲンタマイシン軟膏塗布、処方。翌日通院、感染兆候な
し、経過良好にて通院2日で終了。 

⑤6/2 
 

園児５  歯牙打撲 
(右上前歯A) 

雪ヶ谷歯科 
 

園庭でバナナ鬼をして遊んでいる .走っている際に他の
方向から走って来た他児と衝突し、他児の頬と口がぶ
つかる。レントゲン検査にて同年1月のレントゲンと比
較して歯の根の部分が短くなっている、生え際に近い
ことから､少しの衝撃で揺れやすい状態であったこと、
この1年の間に右上Ａが抜ける可能性があるとの説明を
受ける。今回に関しては経過見となる。初診で終了。  

⑥6/３   
 
 

園児６ 左額部打撲 うちやま 
こどもクリニ
ック 

食後のうがいを終えて方向を変えて歩こうとした際に
バランスを崩し転倒。その際テーブルに額部をぶつけ
る。スポットビジョンスキャナー検査にて瞳孔不同な
し。診察等でも異常なし。初診で終了。  



⑦６/7 園児７  下口唇咬傷  中村歯科 太鼓橋の内側3段目から頭を外側に出し､寄りかかって
いた。頭を上げた際太鼓橋に頭をぶつけ、その衝撃で
前歯で下口唇を咬む。歯の裏側にライトを当て、充血
、濁し､ひびなし。消毒処置にて初診で終了。  

➇６ /18 
 

園児８  左下口唇咬傷・
歯牙打撲  

石野医院  
小児歯科  
 

保育室内の掃除が終わり、室内の設定をしている時に
本児が室内を走り､他児の顔面に接触する .その際口唇を
ぶつける。上下前歯ＡＡの揺れはなし。初診で終了。  

⑨６ /21 
 

園児９  右額部打撲  
 

佐藤外科  保育室でパート職員と触れあい遊びをしていた際に本
児が職員に向かって走って来る。体は受け止められた
が、勢いがあり支えきれず､床に額部をぶつける。視診
、触診等で明らかな外傷はなし。初診で終了。  

⑩6/22  園児10 左額部打撲  
 

佐藤外科  散歩に出かける際テラスで上履きを脱いでいたところ、本児
の後ろにいた他児とぶつかり、下駄箱の縁に額部をぶつける
。左額部に小さな皮下血腫があるが、1日冷やして様子見で 
大丈夫とのこと。初診で終了。 

⑪7/8 園児11 歯牙打撲 
(右上前歯A) 

雪ヶ谷歯科・ 
中村歯科 
 

保育室で玩具の設定を終えると本児がトミカの玩具で
歯茎をぶつけ､出血していた。レントゲン､口腔内写真
検査にて動揺なし。消毒処置。１週間後園医再診、  
ライトを当て充血なし。通院2日で終了。  

⑫7/9  
 
 

園児12 ＥＶＡ誤飲の疑い すずきこども
クリニック 

オムツ交換後、ズボンを穿かせていた。その際両手に
持っていたスクイーズを噛んだ時に亀裂が入り､内容物
が口周囲に付き、口腔内に入った可能性があった。  
①スクイーズを持参し受診、聴診、視診より全身状態
の確認をし、状態は良好。下痢や腹痛に注意して観察
するようにとのこと。販売元に成分を確認：ＥＶＡ発泡
体と水で作られている。食品検査クリアとのこと。ＥＶＡに
毒性はない、消化出来る物ではないため誤飲したら白色のま
ま排泄されるとのこと。受診後食欲あり、機嫌良く過ごすが
16：30頃37.6～37.8℃のため、保護者と共に受診。誤飲
と今回の発熱の因果関係はないとみて良いでしょうとのこと
通院2回で終了。 

⑬9/3 
 

園児13 左下眼瞼裂創  神谷眼科  ソフトマットの一本橋にフラフープを通し､くぐれるよ
うにしていた。通したフラフープを他児が持っていた
が､上手く持てず輪がつぶれてしまう。くぐろうとした
本児がくぐれず通れないことを訴えていたが、トラブ
ルになりそうだったため､その場から離そうと保育補助
の職員が抱き上げ用とした時に指先が当たる。  
細隙灯顕微鏡検査にて角膜に傷はなし。タリビット眼
軟膏塗布、処方。1週間後再診、細隙灯顕微鏡検査にて  
傷は治癒。通院2日で終了。  

⑭9/7 園児14 義歯床一部欠損の
疑い 

中村歯科 園庭でサッカー教室を行っていた。サッカーボールを
頭の上あたりまで投げてキャッチする動きをしていた
本児が高く投げたことでキャッチ出来ず､バウンドした
ボールが右頬に当たる .その際に義歯の一部が欠ける。  
欠損した白色状の物を持参、歯の色ではないとのこと  
保護者と共に受診、義歯の可能性とのことで義歯の角
を研磨処置。10月に昭和大学病院歯科受診があると  
伝えると園医より今すぐに受診しなくても10月で良い
でしょうとのこと。初診で終了。  

⑮9/7  
 

園児 15 左目結膜下出血
急性左眼結膜炎  
 

神谷眼科  
 

運動会の練習を保育室内で行っていた .立ち位置は決め
ず他児とぶつからないように広がって行うように伝え
遊戯の振りを踊っていた時に他児の手が本児の左目に
当たる。細隙灯顕微鏡検査､生体染色検査で角膜に傷は
なし。トスフロ点眼薬処方。10日に再受診、細隙灯顕
微鏡検査で結膜の赤みはほとんどなし。通院2日で終了  

⑯9/9 
 

園児16 歯牙打撲  
（右上前Ａ）  

南雪谷歯科  
中村歯科  

保育室内で玩具の片付けが終わり、お迎えに来ていた
保護者に本児が駆け足で移動した。その際靴下だった
ため、滑り転倒し動物マット上に口をぶつける。保育
士が口腔内を確認し上唇が軽度発赤あることを保護者
と共に確認、自宅で様子を見ていただくように伝える  
翌日右上前歯歯肉根元発赤あり、上唇小帯も発赤もあ
り受診、レントゲン検査、歯の写真を撮る。右上前歯
多少の揺れあり、破折や歯の位置は大丈夫とのこと  
1週間後園医受診、歯の裏側にライトを当て充血なし。  
右上前歯の揺れはほんの少しあり、引き続き食べ物は
小さくして食べること、今後は本児かかりつけの矯正
歯科で診てもらってくださいとのこと、通院2日で終了 

⑰9/13  園児17 歯牙打撲の疑い  久保歯科  
 

園庭で本児が砂場前にいるしらかば組の元に走って行く際に
滑って転倒。手が出ず口をぶつける。保護者と共に本児かか
りつけ歯科に受診、歯の揺れ、破折なし。初診で終了。 

⑱９/13 園児18 左側頭部打撲 佐藤外科 保育室内で椅子を並べて救急車ごっこをしていた。  
空いていた椅子に本児が座ると他児が「椅子に座らな
いで」と押した際、椅子から落ち床にぶつける。  
視診、触診にて様子見で良いでしょうとのこと。初診
で終了。  



⑲9/15 
 

園児19 歯牙打撲  
（左上前歯ＡＢ）  

中村歯科 公園で保育士が鬼になり、子ども達を追いかけていた
が、逆に子ども達が保育士を追いかけ始めた際、前に
いた他児の後頭部に口がぶつかる。歯の裏側にライト
を当て充血なし。歯肉の腫れ、発赤なし。1週間後再診
充血なし。通院2日で終了  

⑳9/15 園児 20 右目尻～右頬打撲 すずきこども
クリニック 

3歳児クラスと4歳児クラスが園庭で遊んでいた。本児
は他児と縄を持って遊び､駆け出そう踏み出した時に  
転倒。診察、両手を握る動作を確認、明日夕方まで  
外遊びはなし、室内遊びで対応とのこと。初診で終了。  

㉑９ /17 園児 21 左手第5指皮内出血 佐藤外科 午睡後、おんぶ紐でおぶられていた本児を預かり､おん
ぶ紐がついたままの状態で保育室に移動し検温する。
測定後本児が身を乗り出し四つん這いを使用としたた
め、足からおんぶ紐を外そうとしたところ、側にあっ
たパソコンに顔面を打つ。視診にて発赤はあるが、傷
等なし。初診で終了。  

㉒9/21 園児 22 額部打撲による 
皮内血腫 

佐藤外科 散歩からの帰園中、私道を走っている際転倒。手は出るが本児
がなかなか立たず後ろから来た他児が本児の上に転倒。視診/
触診で傷はなし、冷やす処置とのこと。初診で終了。 

㉓9/22 
 

園児 23 歯牙打撲・上下口唇
咬傷 

中村歯科 夕方気分転換のため、園庭でかけっこと鬼ごっこをしていた。

逃げていた際の他児と衝突し口唇が切れる。歯の裏側にライト

を当て、充血なし。上前歯ＡＡそれ程ぐらつきはなし。初診で

終了。 
㉔9/25 
 

園児 24 上口唇擦過傷・上口
唇口内炎・歯牙打撲 

中村歯科 散歩に行く際、他児と手を繋いで歩いていたところ、転倒。 
上口唇腫れ著明、歯の揺れ等なし。歯の裏側にライトを当て、
充血なし､歯肉の発赤なし。アフタゾロン軟膏、処方。1 週間
後再診、歯の充血なし。通院 2 日で終了。 

㉕10/7 園児 25 左上眼瞼裂創・左目
打撲・顔面擦過傷 

神谷眼科 
御嶽山皮膚科 

砂場の玩具を出すため､子どもたちに砂場内で待ってもらって
いた。倉庫から玩具カゴを出した際に、本児が砂場から出て背
後に走って来ていることに気づかずカゴにぶつかる。 
眼科…細隙灯顕微鏡検査にて角膜に傷なし。タリビット眼軟膏
途方。皮膚科…眼科で処方された眼軟膏塗布で良い。初診で終
了。 

㉖10/8 園児 26 歯牙打撲打撲・口唇
炎・下顎部擦過傷 

中村歯科 かにくぼ公園で円になっている花壇の周りを走っている際に 

転倒、顎と口唇をぶつける。歯の裏側にライトを当て、充血な

し。歯の動揺なし。アフタゾロン軟膏塗布。1 週間後再診、 

ライトを当て充血なし。破折もなし。通院 2 日で終了。 
㉗10/11 
 

園児 27 右手第 5 指捻挫 武本整形外科 おやつ後に食器の下膳を行う際、立ち上がろうとしてバランス
を崩し､右手に茶碗を持ったまま転倒し、床と皿に挟まるよう
に右手第 5 指を打つ。視診、触診、レントゲン検査にて骨折な
し。ギブスシーネ固定処置。3 日後再受診、異常なし。通院 2
日で終了。 

㉘10/14 園児 28 歯牙打撲（右上前歯
Ａ一部欠損） 

雪ヶ谷歯科 園舎を出てガードレールの中を歩いていた際に本児と手を繋
いでいた他児がよろめいた反動で本児が転倒。手はつくが支え
きれず､口をぶつける。歯間、舌裏側の写真、レントゲン検査に
て左上前Ａに線があるが、明らかに割れた感じはない。11 日
後再受診、レントゲン検査にて上前歯Ａに入っていた線は今回
はなし。通院 2 日で終了。（3 ヶ月後にかかりつけ歯科で診て
もらうことについて伝える。） 

㉙10/15 園児 29 右肘内障 武本整形外科 市ヶ谷公園から帰園しようとした際、本児を含めた 4 人と手
を繋ぎ、少し進んでいると本児が座りこもうとする。その場所
にプラスチックの破片が落ちていることに気が付き､咄嗟に繋
いでいる手を持ち上げると「痛い」と泣き出す。整復処置。 
初診で終了。 

㉚10/18 園児 30 歯牙打撲 中村歯科 園庭で本児が使っていた机を保育士と一緒に片付けていたが、
その後違う片付けを保育士が手伝っている時に､机と椅子の隙
間を通過しようとして転倒、木の椅子に口をぶつける。歯の裏
側にライトを当て充血なし。初診で終了。 

㉛11/5 園児 31 右眼角膜擦過傷 佐野眼科 保育室で他児と一緒に図鑑を見ていた。ページをめくる度に
「これが良い」と指差しながら見ていたところ、他児の指が右
眼に当たる。視力検査、細隙灯顕微鏡検査にて角膜に浅い傷が
あり、ヒアルロン酸Ｎａ点眼薬処方。5 日後再受診、眼底検査
にて異常なし。通院 2 日で終了。 

㉜11/10 園児 32 口腔内噛傷・歯牙
打撲の疑い 

中村歯科 砂場用玩具を片付けしに玩具倉庫に入った際、倉庫の段差に引
っかかり転倒。その際に顎をぶつけ、右頬内側を噛む。歯の裏
側にライトを当て、充血なし。アフタゾロン軟膏塗布、処方。
初診で終了。 

㉝11/27 
 
 

園児 33 上唇打撲・上
唇小帯裂傷 

中村歯科 園庭で異年齢児 9 名で遊ぶ.（土曜保育）本児は木製のペダル
なしの三輪車に乗って遊んでいた。その際動物ベンチ前を通過
しようとした際、車輪が砂に埋まり転倒。歯の裏側にライトを
当て、揺れや変色なし。アフタゾロン軟膏塗布。10 日後再受
診、上前歯充血なし。通院 2 日で終了。 

㉞12/24 
 

園児 34 左手第 5 指打撲 
（凍瘡による血行
不良も含まれる） 

武本整形外科 園庭でかくれんぼをしていた。本児が木の後ろに隠れ見つかり
出てきた際に紫陽花の枝に小指が当たる。その際外傷､腫れも
なく様子を見ていたが､午睡前に腫れが出現。レントゲン検査



にて骨に異常なし。初診で終了。 
㉟12/24 園児 35 歯牙打撲 

（左下ＡＡ）・ 
下口唇内側噛傷 

中村歯科 保育室で本児が机の前で玩具を持ってジャンプをした際、転
倒。その際机に顎をぶつける。歯の裏側にライトを当て、充血、
破折なし。アフタゾロン軟膏塗布。1 週間後再診、ライトを 
当て充血なし。歯肉も異常なし。通院 2 日で終了。 

㊱1/21 園児 36 右側頭部打撲 佐藤外科 散歩時に他児と手繋ぎで歩いていた.他児が急いで前のペアを
抜かそうとした際、転倒。視､触診で血腫なし。初診で終了。 

㊲2/2 
 

園児 37 
 

左額部打撲 佐藤外科 2 階テラスの門扉から入ろうとしたところ、門扉に気が付かず
額部をぶつける。視/触診で額部の血腫もひどくない。瞳孔、眼
の動き異常なし。初診で終了。 

㊳2/3 園児 38 上口唇打撲による
擦過傷・歯牙打撲の
疑い 

中村歯科 夕方ホールで他児と走っていて、カーテンの後ろに隠れようと
する。その際窓の縁に上唇をぶつける。歯の裏側にライトを当
て、充血なし。左上前Ａに破折線あるが､歯肉の発赤、炎症な
し。アフタゾロン軟膏塗布。1 週間後再診、ライトを当て充血
なし。腫れや炎症もなく､経過見となり通院 2 日で終了。 

㊴2/9 
 
 
 
 

園児 39 上口唇打撲による
擦過傷・歯牙打撲の
疑い 

中村歯科 他児と手を繋ぎ公園まで歩いている時に本児がつまずき転ぶ。 
他児との手繋ぎの手はすぐに離していたが､地面に手を着け

ず口をぶつける。歯の裏側にライトを当て、充血や破折なし。
歯肉の発赤もなし。アフタゾロン軟膏塗布、処方。1 週間後再
診、ライトを当て充血、歯肉の腫れなし。通院 2 日で終了。 

㊵2/17 
 
 

園児 40 左眼瞼打撲 神谷眼科 本児が睡眠中、左眼瞼にあざが出来ていることに保育士が気づ
く。細隙灯顕微鏡検査にて角膜に傷はなし。内出血は数日で 
消失するでしょうとのこと。初診で終了。 

㊶2/24 園児 41 額部打撲 堀越医院 かにくぼ公園で砂場遊びをしていたが、他児や保育士が追いか
けっこをするところを見て､砂場道具も持ったまま走る。前を
走っていた他児が転倒、本児は他児の足に引っかかり転倒。 
砂場道具を持っていたため､重心が前にいき花壇にぶつかる。 
視/触診で異常なし。初診で終了。 

㊷3/4 園児 42 前額部挫傷 佐藤外科 市ヶ谷公園で鬼ごっこをしていた。本児は逃げるため網がかか
っている砂場の上を走り､足が網に引っかかり転倒。砂場の縁
に顔を打つ。頭部、眼の動き、手を握る等の反応確認し、異常
なし。デュオアクティブ貼付処置。初診で終了。 

㊸3/7 
 
 

園児 43 右頬打撲による 
皮内出血 

今井医院 園庭で本児と他児が別方向へ駆け出した時に､前方不注意をな
り他児の頭と本児の頬がぶつかる。視/触診で異常なし。初診
で終了。 

 
園児への保健指導実施日 

実施日・内容 
4/21  
爪について 
（ケガの手当て含む） 

５/18  
ぎょう虫ってなに？ 
・ピンテープについて 

6/21 
手洗い 
（ブラックライトを使用） 

7/8  
熱中症について 
 

9/17 姿勢について  
 

9/28 骨について 
（人体絵本使用）  

12/8 手洗い 
（ばいきん バイバイの紙芝居。ヨード反応を見る）  

 
B .避難訓練・安全点検 

4/2８  5/２９  6/2８  7/２９  8/2６  9/１  10/30 11/３０  12/2７  1/3１  2/１６  3/3０  

 
その他災害時関連の訓練実施内容  
実施日  訓練  内容  参加  

9/１  

 

 

引き取り訓練  

 

 

大きな地震が発生したことを想定し、保護者へ園児を確実に引き渡す訓練

を実施した。地震が収まった後に、玩具などが使用できない場合の過ごし

方を想定し遊びの工夫が必要という事を全体に周知することができた。災

害が発生した時は、クラス内だけで避難を完結させようと頑張るのではな

く、他の職員や他のクラスに遠慮なく応援を求め、園全体で子どもたちを

守っていくという気持ちで避難を行う事を周知する。  

全世帯  

全園児  

 

２/２２  

 

不審者訓練  園周辺に不審者が発生したとの警戒情報が入り、その姿を確認した際の  

避難方法を確認する。放送器具の調子が悪く大きな雑音が入ってしまった

ため、子どもたちの不安を煽ってしまったが全体的にはとてもスムーズに

避難体制をとる事ができた。  

全園児 

全職員 

 

 

C.災害対策・設備点検 
 リスクマネジメント委員会、環境整備委員会ともに園内外の危険箇所への対応を常に検討 
 

点検箇所  実施日  
消防設備点検  8/11  2/3 

建築設備定期検査  ７/９   ※建物劣化度調査  １/１８  

学校110番設置(非常/火災通報装置保守点検 )  ４/７  ７/５  １０/６  １/１９  



ダムウェーダー点検  ４ /２６  ６/１６  ８/２４  １０/１３  １２/８  ２/８  

保健所立ち入り検査  なし  

消防署立ち入り検査通知  なし  

化学物質測定検査  なし  

電気設備安全点検  2021.9/8 

 
(7 )要望・苦情トラブルへの適切な対応  
 ・近隣より駐車、騒音について→声かけ、掲示、おたより配布で呼びかける  
  
(8 )地域との交流・連携  
育児相談  0人  育児体験  １２世帯  
子育てサークル支援  ０回  子育て支援講座  ０回  
緊急一時保育  0日  小中校生育児体験  10日  
体験保育  20世帯  実習生受け入れ  2人  
出前保育  ０回  職場体験受け入れ  0日  
認証保育園との交流  ０回   小学校との交流  松仙小学校2回   
子育て情報誌発行  １２回   雪谷小学校１回  
家庭的事業との交流  １回  雪谷高校との交流  ０日DVD鑑賞  
   

 
５.サービスの実施 
(1)子どもの発達を促す支援 
 ・保育室環境の整備等に取り組み、保護者からも好意的な反応を得た 
 ・身体内部からの危険回避のためにもなり、体育指導を取り入れ、集団での参加のあり方の指導もでき、 

保護者からも好評を得た 
 ・定期的に他施設や小学校と交流を持つことで、スムーズな就学への支援となり、親からも支持を得ている 
 
(2 )給食指導  

項目  実施日  
 
クッキング 
食   育  

 
 

 
 
 
 

１歳児 4/22,5/11,6/14,7/14,8/24,9/14,10/14,11/17,12/7,12/21,1/6,1/7, 

1/25,2/4,3月実施なし  

２歳児 4/22,5/11,6/14,7/14,8/24,9/14,10/14,11/17,12/13,12/21,1/6,1/7, 

1/25,2/4,3月実施なし  

３歳児  
 

4/27,5/25,6/2,6/17,7/21,7/27,8/18,8/27,8/24,8/27, 9/14, 

10/20,11/2,12/21,1/7,1/25, 2月実施なし ,3月実施なし  

４歳児  
 

4/27,5/25,6/8,6/11,6/14,6/16,6/30,7/6,7/20,7/21,7/27,8/18,9/16, 

10/12,10/15,11/12,11/30,12/21,1/7,1/25,2月実施なし ,3月実施なし  

５歳児  
 

4/27,5/25,6/9,7月実施なし ,8/4,8/19,8/20,9月実施なし ,10/26,10/27, 

11/9,11/10,11/24,12/21,1/7,1/25, 2月実施なし ,3月実施なし  

給食試食会  実施なし  
おやつ試食  実施なし  

(3)快適な園内生活 
【行事】  

実施日 行事名  備考  実施日 行事名  備考  
4/1 離乳食講習会  0歳児保護者  11月  保育参観・面談  2・3歳児  
4/24 

(中止 )  

保護者会  全園児  11/16 秋の収穫祭  全園児  

4/28 こどもの日集会  幼児  11/11 歯科検診  全園児  
5/18 春の健康診断  全園児  12/2 保護者会  ５歳児  
5/19 ヴァイオリンコンサート  4・5歳児  12/10 保護者会  ４歳児  
6月  保育参観・面談  5歳児  12/21 年末お楽しみ会  全園児  
6/14  プール開き  幼児  12/23 もちつき大会  全園児  
6/17 歯科検診  全園児  1/6 お正月集会  幼児  
７月  保育参観・面談  4歳児  1/20 保護者会  ３歳児  
7/7 七夕集会  幼児  1/25 お店屋さんごっこ  全園児  

7/27 夏まつり  幼児  1/26 

(中止 )  

保護者会  2歳児  

8/25 観劇会  幼児  2/3 節分集会  全園児  
8/20 キャンプごっこ  ５歳児  2/4 

(中止 )  

保護者会  1歳児  

9月  保育参観・面談  0歳児  2/18 

(中止 )  

保護者会  ０歳児  



9/1 引き取り避難訓練  全園・保護者  2/19 新入園児健診・面接  新入園児  

9/16 敬老集会  幼児  3/3 ひなまつり集会  幼児  
10月  保育参観・面談  1歳児  3/15 新入園児二次健診・面接  新入園児  
10/9 運動会  幼児・保護者  3/23 お別れ会  幼児  
10/27 芋掘りバス遠足  ４，５歳児  3/26 就学祝い会  ５歳児・保護者  

 
☆講師による体育指導（３・４・５歳児クラス）→毎週金曜日に実施  
☆サッカー教室（５歳児クラス）→月 1 回実施  
☆ゆうゆうくらぶとの世代間交流→中止  
☆児童館見学→中止  
 
☆べん先生による造形遊び「べんせんせいと遊ぼう」 
テーマ～ごっこあそび～ （３・４・５歳児クラス） 

実施日  
５月26日  ６月23日  ７月21日  ８月24日  
10月28日  11月25日  12月9日  １月27日 (中止 ) 

2月24日 (中止 )  
 
☆平野先生によるお話会（５歳児クラス）  

実施日  
４月23日 (中止 ) ５月28日 (中止 ) ６月25日 (中止 ) ７月30日 (中止 ) 
８月27日 (中止 ) ９月24日 (中止 ) 10月22日 (中止 ) 11月26日 (中止 ) 
12月24日 (中止 ) １月28日 (中止 ) ２月25日 (中止 ) ３月16日 (中止 ) 

 
☆俵山先生によるリトミック指導（４・５歳児クラス）  

実施日  
４月15日  ５月20日  ６月24日  ７月15日  8月5日 (中止 ) 
10月14日  11月4日  12月16日  1月20日  2月17日 (中止 ) 

 

2021 年度 職員研修一覧表 

 研修テーマ・資格など 参加した研修 取得資格 自己目標 

職員１ ・人事管理関連 

・情勢学習 

・保護者支援 

・予算管理 

6/19 法人研修 

9/11 法人研修 

1/30 保育事業者セミナー 

3/6 大田区強化実践研修 

 

・上級救命士 

・ベビーリンパマッサージ 

インストラクター 

・防火管理者 

・食育指導士 

・業務内容の整理 

・OJTを効果的に行う 

・運営の手引書の学習 

・情報発信 

職員２ ・安全管理 

 

6/19 法人研修 

8/21 上級救命再講習 

11/13 合同研修 

・上級救命士 

・マクロビオティック 

セラピスト 

・防火管理者 

・業務内容の把握 

・行事等の記録 

・園内研修の計画、推進、評価 

職員３ ・リトミック 

 

4/28.6/9 運動指導リーダー保育者養成

研修初級編 

6/19 法人研修 

9/11 法人研修 

11/13 法人合同研修 

1/29 法人リトミック 

2/24 キャリアアップ研修 

・上級救命士 

・・ベビーリンパマッサージ 

インストラクター  

・主任の職務内容の理解と実行 

・保育所運営の手引書の学習 

・安全管理の計画と実行 

 

職員４ ・キャリアアップ 6/19 法人研修 

9/11 法人研修 

11/13 法人研修 

11/27 法人リトミック 

12/７、10、22、1/11 

保護者対応・子育て支援キャリアアップ研修 

12/25 法人リトミック 

・上級救命士 ・乳幼児保億について 

・保育の問題点に気が付き、主体的に報告・指導 

（OJT）を行う。 

・人材育成に向けた研修内容を計画推進する。 

職員５ ・職員指導 6/19 法人研修 

10/6 乳児保育キャリアアップ研修 

10/21、26、11/15 

障害児保育キャリアアップ研修 

11/16,17 食育キャリアアップ研修 

・上級救命士 

・調理士 

・運営についての提案と改善 

・OJTを行う 

・安全管理 

職員６  ・手作り玩具 6/19 法人研修 

7/31 法人リトミック 

8/21 上級救命再講習 

11/13 法人研修 

11/27 法人リトミック 

12/24、1/13、20 

キャリアアップ研修 

・上級救命士 ・安全管理と環境設定 

・職員指導 

・掲示写真の工夫 



 職員７ ・発達の学習 

 

5/19.6/9.6/23.7/7.8/25  

子どもの文化学校 

5/29 法人研修 

6/19 法人研修 

7/31 法人リトミック 

11/13 法人研修 

2/8 大田区私立保育園研修会 

・上級救命士 ・職員指導 

・環境構成 

・制作 

 

 職員８ ・発達の学習 

・保護者対応 

・遊びについて 

5/10.5/24.6/14.6/28.7/12.8/30.9/

27.10/25.11/15.12/6 子どもの文化

学校 

6/19 法人研修 

6/26 リトミック研修 

9/11 法人研修 

11/13 法人研修 

1/29 法人リトミック 

・上級救命士 ・就業規則、保育所運営の手引書の理解 

・安全管理と環境構成 

・発達の理解と保護者対応 

 職員９ ・発達の学習 

・保護者対応 

5/6.6/10.7/8.9/2.10/14.11/14.11/

25.12/16 子どもの文化学校 

5/29 法人リトミック研修 

6/19 法人研修 

11/13 法人研修 

・上級救命士 ・運営の理解と自信の役割の理解 

・スケッチブックシアター、手袋シアターの 

作成 

・安全管理の学習 

 職員10 ・発達の学習 

・保護者対応 

5/18.6/8.6/29.7/20.8/31.9/21.10/

12.11/2.11/30.12/21 子どもの文化

学校 

6/19 法人研修 

11/13 法人研修 

11/19,24 わかばの家発達支援後援会 

・上級救命士 ・自己評価を適切に行う 

・安全管理と環境設定 

・わらべうた 

 職員11 ・リトミック 

・キャリアアップ研修 

・発達の学習 

5/12.6/2.6/30.7/14.9/1.9/22.10/6.

10/27.11/24.12/8 子どもの文化学校 

5/29 法人リトミック研修 

6/19 法人研修 

6/26 法人リトミック 

9/11 法人研修 

9/23.26.10/6  

乳児保育キャリアアップ研修 

11/13 法人合同研修 

・上級救命士 ・クラス運営 

・環境設定 

・リトミック 

・制作 

・発達の学習 

・安全管理 

 職員12 ・リトミック 5/29 法人リトミック研修 

6/19 法人研修 

・上級救命士 ・制作 

・安全管理 

・リトミック 

職員13 ・発達の学習 5/25.6/15.7/6子どもの文化学校 

7/31 法人リトミック 

11/13 法人研修 

1/29 法人リトミック 

・上級救命士 ・新任指導 

・安全管理 

・掲示写真 

 

 職員14 ・発達の学習 

・わらべうた 

・リトミック 

5/15 上級救命講習 

6/19 法人研修 

11/13 法人研修 

2/8 大田区私立保育園研修会 

・上級救命士 ・発達の学習 

・わらべうた・手遊び 

・安全管理 

 職員15 ・児童発達支援士 

・発達の学習 

6/19 法人研修 

9/7.9/28.10/19.11/9.12/14  

子どもの文化学校 

7/31 法人リトミック 

8/4 人権研修 

10/11.20、11/9 

食育キャリアアップ研修 

11/6、18、12/13 

保健衛生・安全対策キャリアアップ研修 

11/8、12/6 保育プラザ研修 

11/13 法人研修 

11/27 法人リトミック 

・上級救命士 ・発達の学習 

・リトミック 

・安全管理 

 職員16 ・発達の学習 

 

5/19 子どもの文化学校 

5/23.5/30 発達障害基礎講座 

5/29 法人リトミック 

・上級救命士 ・リトミック 

・発達の学習 

・安全管理 

 職員17 ・キャリアアップ研修 

・安全管理 

幼児教育キャリアアップ研修 ・上級救命士 ・リトミック 

・業務理解と遂行 

・安全管理と環境設定 

・保育の理解 

・掲示写真 

 職員18 ・発達の学習 5/29 法人リトミック研修 

6/1.6/22.7/13.8/24.9/14.10/5.10/

26.11/16.12/7 子どもの文化学校 

6/19 法人研修 

6/27 発達障がいの基礎講座 

6/29 法人リトミック 

7/31 法人リトミック 

11/13 法人研修 

・上級救命士 ・制作 

・掲示写真 

・安全管理 

 



 職員19 ・リトミック 

・制作 

6/19 法人研修 

11/27 法人リトミック 

3/3 キャリアアップ研修 

・上級救命士 

 

・安全管理 

・リトミック 

・掲示写真 

 

 職員20 ・リトミック 

・キャリアアップ研修 

 

5/29 法人リトミック 

6/19 法人研修 

6/26 法人リトミック 

6/29 年齢別分野別学習会 

8/7.21.28 キャリアアップ研修 

9/11 法人研修 

10/18,19,26,11/15 

障害児保育キャリアアップ研修 

11/13 法人研修 

11/17,22、25、12/13 

保健衛生・安全対策キャリアアップ研修 

・上級救命士 ・絵画指導 

・安全管理 

・クラス運営 

 

 職員21 ・発達の学習 

・リトミック 

5/13.5/27.6/10.7/1.7/15.9/9.9/30.

10/28.11/11.12/2 子どもの文化学校 

6/19 法人研修 

11/8 保育プラザ研修 

11/27 法人リトミック研修 

・上級救命士 

 

・安全管理 

・制作指導 

・環境設定 

 職員22 ・発達の学習 5/15 上級救命講習 

5/29 法人リトミック 

6/19 法人研修 

6/26 法人リトミック 

7/14 幼稚園教諭・保育士合同研修会 

11/13 法人研修 

・上級救命士 ・安全管理 

・運営の手引書の学習 

・保育士の専門性と業務内容の理解 

 職員23 ・キャリアアップ研修 

・リトミック 

・職員指導 

6/8 保育実践を進める上で大切な保育者

の役割 

6/19 法人研修 

6/26 法人リトミック 

7/31 法人リトミック 

9/11 法人研修 

11/13 法人研修 

12/15、22、23、28、1/11 

保護者支援キャリアアップ研修 

12/16,17 食育キャリアアップ研修 

1/29 法人リトミック 

・上級救命士 

・上級絵画インストラク

ター 

・OJT指導 

・クラス運営 

・安全管理 

 職員24 ・リトミック 

・モンテッソーリ研修 

 

5/29 法人リトミック 

7/31 法人リトミック 

11/13 法人研修 

11/18 幼保合同研修 

11/28 保育プラザ研修 

・上級救命士 ・リトミック 

・安全管理 

・季節の歌や行事 

 職員25 ・キャリアアップ研修 5/29 法人リトミック 

6/19 法人研修 

8/26.27  

保健衛生・安全対策キャリアアップ研修 

9/11 法人研修 

11/1,2,5,15,16  

幼児保育キャリアアップ研修 

11/13法人研修 

1/11,.13.17.18.2/10 

乳児保育キャリアアップ研修 

1/29 法人リトミック 

・上級救命士 ・リトミック 

・クラス運営と計画 

・保護者対応 

・写真掲示・ 

職員26 ・リトミック 5/29 法人リトミック 

6/19 法人研修 

11/13 法人研修 

1/29 法人リトミック研修 

・上級救命士 ・クラス運営と計画 

・リトミック 

・安全管理 

職員27 ・リトミック 

・ベビーマッサージ 

・心理学 

・発達の学習 

5/15 上級救命講習 

6/19 法人研修 

6/26 法人リトミック 

9/20 発達障害児研修 

11/13 法人研修 

11/27 法人リトミック 

12/25 法人リトミック 

・上級救命士 ・リトミック 

・安全管理 

・実践記録 

・保育に関する知識の向上 

職員28  8/21 上級救命再講習   

職員29  6/19 法人研修   

職員30 ・調理技能士 

・キャリアアップ研修 

6/19 法人研修 

9/11 法人研修 

11/13 法人研修 

 

・食育衛生管理者 

・調理師 

・マクロビオティック 

セラピスト 

・食育指導士 

・上級救命士 

・安全管理 

・子育て支援 

・栄養指導・食育指導. 

 



職員31 ・調理師免許取得 

・栄養管理、食品衛生研修 

・アレルギー 

6/19 法人研修 ・栄養士 ・離乳食の学習 

・安全管理 

・子育て支援活動 

・食育活動 

職員32 ・給食部会 

 

6/19 法人研修 

11/13 法人研修 

・調理師 

・食育実践プランナー 

・野菜スペシャリスト 

・園児への食育指導 

・安全管理 

・壁面作成 

・保護者向け食育講習会を行う 

職員33 ・アレルギー関連 

・食育 

・衛生管理 

6/19 法人研修 

11/13 法人研修 

・調理師 

・保育士資格 

・安全管理 

・食育指導 

・アレルギー 

職員34 ・食育指導  ・調理師 ・安全管理 

・写真掲示 

・離乳食の学習 

 職員35 ・食育について 6/19 法人研修 

11/13 法人研修 

・調理師 ・業務内容の理解 

・安全管理 

・食育活動 

 職員36 ・保育保健 

・子どもの発達について 

・アレルギー 

 

6/19 法人研修 

8/21 上級救命再講習 

9/13 保健連絡会 

11/13 法人研修 

12/10 アレルギー対応体制強化, 

リーダー養成研修 

・子ども安全管理士 

・女性の健康推進委員 

・上級救命士 

・園児への健康指導 

・リスクマネジメントや職員に対して安全、 

衛生指導を行う。 

・安全管理 

 職員3７ ・メンタルヘルス 

・０，１歳児の発達の学習 

・感染症・予防接種関連 

・健康管理 

6/19 法人研修  ・健康管理について 

・運営手引書の学習 

・健康管理 

・安全管理 

 

 

202１年度 固定資産登録 

購入日又は 

支払日 
科目 固定資産名 数量 単価   金額 設置場所 購入業者 番号 

4/1 器具及び備品 電子ピアノ １ 165,140  165,140 3 歳児室 北六より移管 固 21-01 

4/1 器具及び備品 園庭組立式プール一式 １ 1,365,900 1,365,900 園庭 北六より移管 固 21-02 

4/1 器具及び備品 クリーンホープ １ 300,000 300,000 １階 北六より移管 固 21-03 

8/31 建物 1 階防火引き戸サッシ 1 1,463,000 1,463,000 ５歳児室 株）プレジャー 固 21-04 

8/31 建物 ２階防火引き戸サッシ 1 1,463,000 1,463,000 １歳児室 株）プレジャー 固 21-05 

12/29 器具及び備品 クリーンホープ 1 280,000 280,000 給食室 株）チャイルド 固 21-06 

 


