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自  平成 28 年 4 月 1 日  

        至    平成 29 年 3 月 31 日  

 



平成 28 年度の主な事業報告 

社会福祉法人歩夢福祉会 

 

 

社 会 福 祉 事 業 

 

１：第 2 種 社会福祉事業 

 

保育所 野の花保育園の設置経営 

 

２：特別保育事業 

 

・地域活動事業（世代間交流・異年齢児交流・育児講座） 

・小、中、高、専門、大学生職場体験学習受入れ 

 

＊別紙「平成 28 年度 業務実施報告書のとおり」 

 

 

公 益 事 業 

 

「該当なし」 

 

収 益 事 業 

 

「該当なし」 

 

 

 

 

 

 

 



平成 28 年度 社会福祉法人 野の花保育園 業務実施報告 

 

自 平成 28 年 4 月 1 日 

至 平成 29 年 3 月 31 日 

 

第 1 週目（1 日～8 日の間） 発育測定（身長・体重測定） 

第 2 週～4 週（月 1 回）   誕生会・弁当会 

・毎月 1 回         避難訓練 

・毎週金曜日        英会話（0 歳児～5 歳児クラス） 

・毎週火曜日       スイミング                 

（具志川スイミングスクール 3歳児以上の希望者） 

・毎週水曜日       体育（0 歳児クラス～5 歳児クラス） 

 

（平成 28 年度 4 月 1 日時） 

クラス名 

年齢 

すずらん組 

0 歳児 

すみれ組 

1 歳児 

ゆり組 

2 歳児 

ひまわり組 

3 歳児 

さくら組 

4 歳児 

利用定員（現員） ３（９） １２（１２） １５（１５） １５（１５） １５（２０） 

職員配置基準 １ ２ ３ １ １ 

                   園児利用定員合計60名（現員７１名） 

（１）健康 

・健康に過ごせる環境を整え、１日の子どもの様子を把握し、一人ひとりに細やかな配

慮を持って保育を行う 

・毎朝の健康チェック（視診・触診・保護者の様子や食事の様子を確認話し合う） 

・体の成長、発達について保護者が気軽に話せる場作り 

・電気分解水（強酸性水）でのうがい・・・朝、食後、園外保育後（２歳児クラスより

開始） 

・朝、昼、おやつ時の体温チェック 

・２歳児クラスからの歯ブラシ（４歳児フッ素洗口を行う） 

・毎月・・・園児の身体測定（身長・体重） 

・毎年２回・・・尿ぎょう虫検査 

・健康についてのお話しからみんなで成長を喜ぶ姿勢を大事にする 

・心肺蘇生法、救急法を受講（全職員）その他、異物混入時の救急法、熱中症対策の対

応、発熱時の対応 

・障がい児発達相談・配慮を必要とする子の相談 

・保育園での感染症情報を保護者へ発信 

・夏場・・・シャワー（午睡・夕方等）園庭のスプリンクラー設置（暑さ対策） 



・冬場・・・園外保育や園庭遊びの後のお風呂・体拭き 

（２） 安全の推進 

・毎朝園児を玄関にて迎える（保護者との会話） 

・保育園前であいさつをしながら地域の安心、安全を守る（地域との関わり） 

・月一回の火災訓練 

・地震・津波の避難訓練 

・保育士、園児への不審者対策の研修やお話しを行う 

 

（３） 食育 

・個々の食事の様子を調理員と共に把握し、配食を行う 

・乳幼児の日々の体調によって調理の方法を臨機応変に行う（おかゆ・消化の良い調理） 

・離乳食等の調理や食事で相談がある幼児は保護者と個別に食事や生活（起床、活動、

食事、睡眠）の相談を行う 

・離乳食の食材調理方法を担任、保護者、園長、主任保育士、厨房職員と話し合う。個

別の内容は全職員に伝え共通理解を行う（未摂取やアレルギー等） 

・食物アレルギーについてうるま市の研修を受ける（各クラスの報告を毎月行う） 

・トレーニング箸の利用により、正しいお箸の持ち方を普及 

・当番活動（さくら・ひまわり・ゆり組・すみれ組は年度後半またはクラスの成長を見

て行う）キッチンへのあいさつ・人数報告・配膳・片づけ・クラスでのあいさつ号令を

掛ける等。 

・栽培、観察、調理、食事、体の発育で必要なことを学ぶ 

・地域の行事食を取り入れる 

 

（４） 環境学習 

・ジュニアライフガードプログラム（海中道路での海の体験学習） 

・生き物観察（カニ、クラゲ、ヤドカリ、魚、ナマコ、貝、海藻、海鳥） 

・気象や安全、海の満ち干について（天気の良いときの活動・・・水分補給や衣類の調

整、日焼け防止、園外保育ができるかどうか体調管理確認、風があるときの活動・・・

海の様子、うねりの有無（見るだけでは分からない為、保育士が必ず海に入り確認する。

天気が良くてもうねりがある場合はＪｒプログラムを変更する。無理と過信をしない。） 

海の満ち干の時間を確認する。また地形や危険物の有無の確認。職員数対、園児数、技

術の状況に合わせたプログラムを行う。安全第一。） 

・オヒルギ、メヒルギの栽培と植樹（地球環境学習）植物の役割、人は恩恵を受けて生

きることができる。呼吸について、酸素、二酸化炭素について子どもたちにわかりやす

く説明する。肺の膨らみ方を見、自分の体の動きを感じる。呼吸を止めて呼吸できるこ

とへ感謝し気づく。吐く息を袋に入れて確認。呼吸内の水分について、目でみて感じる。



呼吸は生き物にとって大事なことであると知る。植物やサンゴ、海藻が酸素を作ってい

ることへ気づき、命がつながっている事に気づく。 

・洲崎の広場にて（身近な生き物探し、ザリガニ釣りと観察、飼育） 

・倉敷ダム（ダムの仕組み、水の大切さを学ぶ、環境学習、生き物観察） 

・火力発電所（電気の発電について学ぶ・発電について年齢に合わせた学習を行う） 

・生き物の飼育（鳥・亀） 

・園庭の植物遊び（草花を利用してのままごと・葉の観察・木登り・土遊び・水遊び） 

・保育園でのキャンプ（夜の環境学習→平安座島へナイトハイキング・夜空の星の観察

（星の光、夜の暗さ、流れ星、月、人工衛星の動き等）ヤドカリの生態 

・親子シーカヤック体験（ビーチクリーン・シーカヤック・遊泳・バナナボード・生き

物観察、親子安全確認ライフジャケットの着用について） 

・植物の成長記録、観察（絵・写真・大きさ）の記録を取る 

 

（５） 地域活動 

・平敷屋漁港にて「もずくの日」参加（漁業・水産業） 

・ＪＡ農協勝連支店まつり参加（農業・畜産業） 

・こいのぼり掲揚式・わくわくチャイルドパーク・うるま市地域交流（勝連地区保育園、

保育所・役所、民生員、社会福祉協議会、駐在所） 

・がじゅまるの会交流会 

・勤労感謝お礼まわり（地域の施設、近隣のおじいちゃん、おばあちゃん） 

・うるま市警察署出発式（いかのおすし・・・ちゅらさん運動普及） 

・うるま市エイサーまつり（うるま市の伝統芸能伝承活動 平安名区コッケイ、エイサ

ー、地域交流） 

・ＪＡありがとう感謝祭（地域の皆さん・勝連幼稚園との交流） 

・海中道路ビーチクリーン 

・保育実習生受け入れ（小中高校・専門・短大・大学） 

 

（６） 保育業務実施状況 

 

１：開所日 ２９７日 

２：休園日数４６日  祝祭日１６日（慰霊の日含む）  年末年始６日  

３：健康診断実施状況 

内科健診２回 歯科検診２回 

尿、ぎょう虫検査２回 

４：保育参観 

・保育参観（全クラス） 



・親子シーカヤック体験 

・海の保育活動体験 

・作品展・おゆうぎ会（きむたかホールにて） 

・劇団バク公演（保育室２階） 

・大根パーティー 

・さくら組がんばってね会 

・入園説明会 

５：保育事業 

・延長保育（１８時～１９時） 

・地域活動 

・子育て相談等 

 

（７） 労務関係 

１：職員数 25 名   

２：産休、育児休暇実績あり 

３：高齢者雇用促進（用務・厨房） 

４：健康診断実施状況 

・内科健診（年間１回） 

・検便月１回・・・（０歳児・１歳児・フリー保育士・主任保育士・厨房） 

 

（８） 情報発信 

 

＊ホームページ 

・保育方針（各クラスの紹介・保育内容） 

・行事予定（年間・毎月の行事予定・お知らせ） 

・子どもたちの様子（写真・ブログ等） 

・決算報告 

・業務報告 

・苦情解決報告 

・地図や保育園環境の写真 

 

 

 

 

 



平成２８年度 年間の主な事業実施状況  野の花保育園  

 

＜４月＞ 

 

＊主な行事 

・入園式（保護者懇談会） 

・こいのぼり掲揚式 

・もずくの日（平敷屋漁港にて出演さくら・ひまわり組） 

・貯水槽タンク清掃 

・わくわくチャイルドパーク参加（旧勝連町舎前広場） 

・うるま市巡回相談（配慮を要する子） 

＊製作・・・こいのぼり製作、足型取り、手足型スタンプ、顔描き、廃材遊び、

キャップのコマ、母の日製作（プレゼント作り）・もずくの日思い出の絵を描く、

折り紙貼り、 

 

＊設定保育・・・玩具遊び・ソフトブロック・おままごと・ウエーブバランス・

プラレール・モルファンブロック・体育・ボール遊び・レゴブロック・ソーラ

ン節練習・ドミノ積み木・オヒルギ、メヒルギの観察種取、環境教育（地球、

空気について）・マット・指先遊び・大型ブロック・車遊び・ボールあそび・サ

ファリ遊び、ハンカチ遊び、洗濯ばさみ遊び、椅子取りゲーム・オヒルギ、メ

ヒルギのお絵かき・絵本・パズル遊び、シール貼り、園庭遊び、縫物、ミニレ

ゴブロック、雑巾縫い、自由遊び（おもちゃ・ボール）・魚釣りゲーム、鬼ごっ

こ、男女に分かれて並びっこ練習・ベランダにてしっぽ取りゲーム、農協へ野

菜の種を買う、種植え、避難訓練（火の話、写真、お・か・しの約束、ベルの

音確認、各部屋から避難）・サファリ・ボタン通し、紐通し、勝連地区わくわく

チャイルドパーク参加（さくら組）・平均台、ＪＡ農協勝連支店こいのぼり掲揚

参加・ワミー遊び、 

 

＊園外保育・・・洲崎（マングローブテラス）・平敷屋漁港（もずくの日地域行

事参加）・ＪＡ勝連支店、シビックセンター前広場、上平川公園、 

☆毎週の設定保育（体育・英会話・3 歳児以上希望者スイミング） 

☆毎月の保育（発育測定・避難訓練・お弁当会・お誕生会） 

 

＜５月＞ 



 

＊主な行事 

・内科検診 

・尿、ぎょう虫検査 

・Ｊｒライフガードプログラム 

・害虫駆除 

・勝連図書館へお話会参加 

・園内の全体集会（全体遊戯等） 

 

＊製作・・・はじき絵（シャボン玉）・お絵かき（ゴールデンウイークの思い出）・

時計作り・母の日プレゼント作り・カタツムリ製作・ 

 

＊主な設定保育・・・ソフトブロック・粘土遊び・ままごと遊び・・積み木遊

び・お話会（ゴールデンウイークの思い出）・新聞紙遊び・サファリ遊び・園庭

遊び・ボール遊び・こっけいの歌練習・モルファンブロック遊び・指先遊び（ボ

タン）・エイサー練習・ブロック遊び・しっぽ取りゲーム・絵本・シール貼り、

マット、ブロック遊び、全体遊戯、トマト狩り、ハサミ練習・エイサー見学（披

露）・楽器遊び、ドミノ積み木、園庭あそび（木登り、サッカー、砂遊び、まま

ごと、虫探し他）こっけい練習・鬼ごっこ、水あそび・父の日のプレゼント記

念撮影・野菜収穫・廃材遊び・動物フィギア遊び・椅子取りゲーム・プラレー

ル遊び、大型ブロック、ウエーブバランス平均台、マット遊び・パズル遊び・

シャボン玉遊び、ボディーペイント、かけっこ、ボール遊び・ 

 

＊園外保育・・・勝連図書館、嘉陽さんの畑、内間の新垣さんの牛小屋、海中

道路の海 

 

☆毎週の設定保育（体育・英会話・3 歳児以上希望者スイミング） 

☆毎月の保育（発育測定・避難訓練・お弁当会・お誕生会） 

 

＜６月＞ 

 

＊主な行事 

・ジュニアライフガードプログラム 

・慰霊の日全体集会 

・歯科検診 

・全体遊戯練習（サマーパーティー） 



・サマーパーティー現地リハーサル 

・監事監査 

・地域の消防団の方と交流（紙芝居読み聞かせ） 

・キリスト教短期大学より実習生受入れ 

・ケンケン体操研修 

・ 

＊製作・・・時計作り・かたつむり・クレヨン・シール遊び・うちわ製作・父

の日のプレゼント作り・ビーズ通し・ハンカチ（アジサイの折り紙）・折り紙カ

エル作り・ 

 

＊主な設定保育・・・Ｊｒライフガードプログラム・ブロック遊び・絵本・こ

っけい並び練習・花いちもんめ・エイサー練習・リズム遊び（リトミック）・絵

本・ソフトブロック・指先遊び（紐通し）こっけい練習・ままごと遊び・全体

遊戯・モルファンブロック・お父さんへのプレゼント作り・運動遊び（マット

滑り台）・園庭遊び・ゴーヤー、ナスの収穫、観察、人形、ソフトブロック遊び・

ドミノ遊び・ひも通し・洗濯バサミ遊び・大型ブロック・ワミー遊び・ストッ

プゲーム・サファリ遊び・椅子取りゲーム・粘土・パズル・人形遊び・実習生

による手遊び（おたまじゃくし体操、クイズ、絵本、折り紙）ペープサート・

プラレール遊び・運動遊び・サッカー・おもちゃ遊び・豆収穫・ボール、ボー

ルハウス・ 

休日の出来事発表・慰霊の日全体集会・ミニレゴブロック（ジェンカ）・トング

キャップ遊び・ボタン、キャップ、紐通し・魔法のじゅうたん（ゲーム）・ブロ

ック、ミニカー遊び・フルーツバスケット・調理（ゴーヤー、ナスの料理）モ

ルファン遊び・伝言ゲーム・七夕製作・サマーパーティー練習・図書館で絵本

を借りる・知恵ボックス・ 

 

＊園外保育・・・海中道路の海、うるま市勝連図書館 

☆毎週の設定保育（体育・英会話・3 歳児以上希望者スイミング） 

☆毎月の保育（発育測定・避難訓練・お弁当会・お誕生会） 

 

＜７月＞ 

 

＊主な行事 

・親子オカガニ観察会 

・さくら組親子シーカヤック体験 

・がじゅまるの会交流会 



・七夕集会（写真撮影） 

・沖縄中央学園より実習生受入れ 

・保護者参観日（魚釣りゲーム・水遊び） 

・サマーパーティー 

・ジュニアライフガードプログラム 

・お泊り保育 

 

＊製作・・・マーブリング・サマーパーティーのお絵かき・七夕笹飾り製作・ 

花火の製作・折り紙・お絵かき・実習生（飛び込みカエルさん）・風鈴作り・ス

ノードーム作り・手形製作・ 

 

 

＊主な設定保育・・・レゴブロック・魚釣り遊び・サマーパーティーリハーサ

ル・ままごと遊び・シール貼り・ハンカチ、人形遊び・ぬいぐるみ遊び・モル

ファンブロック・おもちゃ・ボール・サファリ遊び・積み木遊び・ドミノ遊び・

パズル・園庭遊び・サッカー・水遊び・Ｊｒライフガードプログラム・エイサ

ー練習・魚釣りゲーム・粘土・ウェーブバランス平均台・大型ブロック・シャ

ボン玉遊び・ひらやちー作り・セミ取り・リトミック遊戯・ブロック、ミニカ

ー遊び・泥んこ遊び・ワークシート・ソフトブロック・滑り台、車、マット遊

び・カレー作り 

 

＊園外保育・・・うるま市与那城多種目広場・海中道路の海・宮城島のデーン

浜・与那城公園・園周辺の散歩・ワンダーミュージーアム・ 

☆毎週の設定保育（体育・英会話・3 歳児以上希望者スイミング） 

☆毎月の保育（発育測定・避難訓練・お弁当会・お誕生会） 

 

＜８月＞ 

 

＊主な行事 

 

・沖縄女子短期大学より実習生 

・うるま市教育委員会より 10年研修（教員） 

・シビックセンターにておゆうぎ会練習 

 

＊製作・・・お泊り保育の思い出のお絵かき、おゆうぎ会のお土産作品作り・

ひっかき絵（花火）・敬老の日のプレゼント作り・おゆうぎ会展示の作品・実習



生（けん玉作り）・お絵かき 

 

＊主な設定保育・・・ボール遊び・ブロック遊び・園庭遊び・プラレール遊び、

ソフトブロック・水遊び・水風船遊び・シール貼り・おゆうぎ会練習・恩物・

小麦粉粘土・積み木、洗濯バサミ遊び・知恵ボックス・ボディーペイント・フ

ィギア遊び・読み聞かせ（広島のピカ）・遊戯・ひまわりの種植え・ボール積み

木遊び・レゴブロック・洗濯バサミ遊び・パズル遊び・大型ブロック・パズル

遊び・運動遊び・ワミー・モルファンブロック・女の子のおゆうぎ練習・男の

子の和太鼓練習・お話会参加（勝連図書館）・遊戯「ワンツーパンツ」・滑り台・

両足ジャンプ・プレボー遊び・エイサー遊び・プラレール遊び・おゆうぎ会練

習・ボタン通し・オペレッタ練習・ままごと・リズム遊び（タンバリン・すず）・

水、泥んこ遊び・ドミノ・積み木・おゆうぎ・スイミーの絵本読み聞かせ（劇

への取り組み）ボール遊び・ミニオペレッタ・レゴブロック・ワミー・シャボ

ン玉・スイカ割り・ままごと遊び・ボール遊び・劇遊び・劇の録音・おゆうぎ

会の練習・ 

 

＊園外保育・・・倉敷ダム・勝連図書館・シビックセンター・第 2 公園・ 

☆毎週の設定保育（体育・英会話・3 歳児以上希望者スイミング） 

☆毎月の保育（発育測定・避難訓練・お弁当会・お誕生会） 

 

 

＜９月＞ 

＊主な行事 

・うるま市エイサーまつり（文化伝承「平安名区コッケイ」「エイサー」） 

・おゆうぎ会（作品展示） 

 

 

＊製作・・・魚作り・敬老の日のプレゼント作り・おゆうぎ会の思い出の絵・ 

イチゴ製作・敬老の日のプレゼント作り・ハローウィン製作・ 

 

＊主な設定保育・・・レゴブロック遊び・ワミー遊び・ままごと・エイサー祭

り立ち位置確認・エイサー・平安名コッケイ練習・オペレッタ練習・知恵ボッ

クス・ブロック・ロディー・ソフトブロック・エイサー・モルファンブロック・

園庭遊び・水遊び・絵本・散歩・実習生（魚作り・魚釣り）・廃材遊び・パズル

遊び・かけっこ・パズル・シール貼り・絵本・人形・鼓笛練習・ウエーブバラ

ンス・トンネルくぐり（かけっこ）・運動会練習・おもちゃ遊び・ミニレゴブロ



ック・ザリガニ釣り・紐通し・だるま落とし・ドミノ倒し・運動会入場行進練

習・動物観察（子どもの国）・ジェンカ・絵本・ままごと・的あて・輪投げゲー

ム・リトミック・ボール遊び・全体遊戯・積み木と紐通し、 

 

 

＊園外保育・・・シビックセンター・与那城陸上競技場・きむたかホール・内

間公園・勝連図書館・幸和ガーデン・洲崎の公園・沖縄こどもの国・      

☆毎週の設定保育（体育・英会話・3 歳児以上希望者スイミング） 

☆毎月の保育（発育測定・避難訓練・お弁当会・お誕生会） 

 

＜１０月＞ 

 

＊主な行事 

・与勝第二中学校より職場体験学習 

・平敷屋小学校よりグッジョブ体験 

・全体遊戯練習 

・尿ぎょう虫検査 

・内科検診 

・ハローウィンパーティー 

・運動会の練習 

・害虫駆除 

 

＊製作・・・ハロウィン製作・ 

 

＊主な設定保育・・・ボタン通し、バトン練習・椅子取りゲーム・鼓笛練習・

ドミノ倒し・だるま落とし・運動会入場行進練習・ジェンカ・スイートポテト

作り・ボタン通し・椅子取りゲーム・ドミノ、ミニレゴブロック・粘土遊び・

運動会練習・かけっこ・ボール遊び・ハロウィンお菓子作り・恩物・レゴブロ

ック・リレー・紐通し・積み木遊び・ままごと・絵本・ワミー・遊戯・園庭遊

び・運動会オープニング練習・砂場遊び・ 

 

＊園外保育・・・ＪＡ農協勝連支店・与那城の公園・新垣さんの牛小屋・幸和

ガーデン・保育園周辺・内間公園・ 

 

☆毎週の設定保育（体育・英会話・3 歳児以上希望者スイミング） 

☆毎月の保育（発育測定・避難訓練・お弁当会・お誕生会） 



 

 

＜11月＞ 

 

＊主な行事 

・運動会全体の練習 

・シェイクアウト訓練（地震・津波避難訓練） 

・七五三記念撮影 

・勤労感謝お礼回り（内間公民館・勝連郵便局・勝連地区公民館・図書館・平

安名公民館・与勝消防・Ｂ＆Ｇセンター・与那城陸上競技場・） 

・親子遠足（沖縄こどもの国） 

 

＊製作・・・七五三飴袋作り・運動会のお絵かき・折り紙でサンタさんケーキ

作り・クリスマス製作・勤労感謝のプレゼント作り・リスのどんぐり拾い・色

塗り・ 

 

＊主な設定保育・・・全体遊戯・かけっこ・遊戯・絵本・運動会の練習・ボー

ル遊び・園庭遊び・組体操練習・リレー・親子競技練習・衣装合わせ・コッケ

イ練習・ウエーブバランス・大型ブロック・ジャガイモの種を購入植え・車ブ

ロック遊び・七五三記念撮影・プラレール遊び・新聞紙遊び・ちぎり絵・ブロ

ック遊び・積み木・サファリ遊び・恩物・ゼリー作り・椅子取りゲーム・まま

ごと・勤労感謝のお礼回り・風船遊び・メヒルギ、オヒルギ植樹・ウエーブバ

ランス平均台・車のおもちゃ遊び・ワミー・ワークシート・モルファンブロッ

ク・コーナー遊び・サファリ遊び・ドミノ積み木・ミニレゴブロック・運動遊

び・ 

 

 

＊園外保育・・・Ｂ＆Ｇセンター体育館・与那城陸上競技場・ＪＡ勝連農協・

平安名第二公園・伊波公園・新垣さんの牛小屋・洲崎の海・洲崎公園・ 

 

☆毎週の設定保育（体育・英会話・3 歳児以上希望者スイミング） 

☆毎月の保育（発育測定・避難訓練・お弁当会・お誕生会） 

 

＜12月＞ 

＊主な行事 

・記念撮影 



・すずらん組すみれ組参観日 

・劇団バク（親子観劇） 

・うるま市障がい児巡回相談 

・うるま市気になる子巡回相談 

・ＪＡ農協勝連支店感謝祭出演（すずらん組・すみれ組） 

・クリスマス会 

・大そうじ大会 

・年末年始休み 28日～Ｈ29年 1月 3日 

・新入園児（2歳児、0歳児） 

・新入職員（看護師） 

・観劇 

・保育参観（クリスマスケーキ作り） 

 

＊製作・・・くるくる風車・雪だるま・廃材遊び・塗り絵・サンタさんへのお

手紙・サンタ、ツリー作り・だるま作り・親子（ケーキ・キャンドル作り）・年

賀状作り・しめ縄作り・クリスマスの思い出・門松作り・ 

 

＊主な設定保育・・・園庭遊び・レゴブロック遊び・ままごと遊び・粘土遊び・

大根の種購入・サファリ遊び・ソフトブロック・風船遊び・大根の種植え・ブ

ロック、ボール遊び・モルファンブロック・シール貼り・大根観察・運動遊び・

しっぽ取りゲーム・プラレール遊び・お話会参加・エイサー遊び・年賀状作り・

風船遊び・ブロックサファリ遊び・プレボー遊び・コーナー遊び・平安名区コ

ッケイ踊り・リトミック・粘土遊び・マット、大型ブロック、ソフトブロック

遊び・ワークシート・年賀状投函・ホットケーキ作り・椅子取りゲーム・まま

ごと遊び・車遊び・大掃除・ 

 

＊園外保育・・・ＪＡ農協勝連支店・園周辺散歩・沖縄市民会館・平安名区第

二公園・勝連図書館・絵本・沖縄県総合運動公園・クリスマス遊戯・平安名郵

便局・ 

 

☆毎週の設定保育（体育・英会話・3 歳児以上希望者スイミング） 

☆毎月の保育（発育測定・避難訓練・お弁当会・お誕生会） 

 

＜平成 29年１月＞ 

＊主な行事 

・新年の集い（羽根つき大会） 



・ムーチー作り 

・凧揚げ 

 

＊製作・・・書初め・壁面創り（凧揚げ）・廃材遊び・鬼の面作り・凧作り・魚

釣り用の海・似顔絵・フォトフレーム作り・紐通し・獅子舞作り・かるた作り・

写し絵・こま作り・豆入れ作り・折り紙帽子作り・自画像を描く・ 

 

＊主な設定保育・・・ウエーブバランス・園庭遊び・運動遊び・パズル・大根

間引き・ドミノ・ミニレゴ・ボール遊び・だるま落とし・ままごと遊び・大型

ブロック・モルファンブロック・ブロックと車遊び・カード遊び・バナナ収穫・

シール遊び・絵本・ムーチー作り・小麦粉粘土・ワミー遊び・ソフトブロック・

ボールテント遊び・メガブロック・プラレール・お話会参加・凧揚げ・積み木・

ソーラン節練習・コマ、かるた遊び・粘土遊び・ワークシート・廃材遊び・大

根のスケッチ（観察）・しっぽ取り競争・風船遊び・風船羽根つき・恩物・レゴ

ブロック・ 

 

＊園外保育・・・勝連図書館・園周辺・平安名第二公園・与那城公園・ 

☆毎週の設定保育（体育・英会話・3 歳児以上希望者スイミング） 

☆毎月の保育（発育測定・避難訓練・お弁当会・お誕生会） 

 

＜２月＞ 

＊主な行事 

・節分（豆まき） 

・ひまわり組参観日 

・総合避難訓練 

・大根パーティー 

・ＪＡ勝連農協祭り 

・さくら組さん頑張ってね会 

・ 

 

＊製作・・・鬼のお面・キャンドル作り・手袋作り・ひな祭り製作（ひな人形）・

さくら組プレゼント作り・自画像お絵かき・ 

 

＊主な設定保育・・・園庭遊び・椅子取りゲーム・スライドショー・ビーズ通

し・ままごと・シール貼り・ソーラン節練習・レゴブロック・大型ブロック・

恩物・ウエーブバランス・ネイチャーゲーム・プラレール遊び・ボタン通し・



紐通し（キャップ積み）・モルファンブロック・裁縫・卒園式練習・サファリ遊

び・マットカバー入れ練習・ソフトブロック・チョコレート作り・八重島公園・

リトミック・ソーラン節練習・ダンス・煙体験・風船遊び・ジャガイモ収穫・

大根収穫・鬼ごっこ・ジャガイモの皮むき・大根パーティー準備（野菜切り）

ツリーハウス・トマト狩り・さくら組さん頑張ってね会出し物練習・廃材遊び・ 

運動遊び・クッキー作り・新聞紙遊び・運動遊び・パズル指先遊び・ドミノ・ 

 

＊園外保育・・保育園周辺・新垣さんの牛小屋・ミニミニ動物園・ 

☆毎週の設定保育（体育・英会話・3 歳児以上希望者スイミング） 

☆毎月の保育（発育測定・避難訓練・お弁当会・お誕生会） 

 

＜３月＞ 

 

＊主な行事 

・ひな祭り集会 

・卒園式 

・修了式 

・平成 29年度入園説明会 

・新入園児面接 

・各クラス進級準備 

 

＊製作・・・手紙作り・プレゼント作り・園庭遊び・塗り絵・作品集仕上げ・

靴飾りつけ・お絵かき・廃材遊び・キーホルダー作り・ 

 

＊主な設定保育・・・ブロック遊び・車のおもちゃ遊び・レゴブロック・大型

ブロック・粘土遊び・お話会参加・積み木・卒園式リハーサル・絵本・ソフト

ブロック・サファリ遊び・チラシ遊び・プラレール遊び・歌、挨拶の練習・粘

土・指先遊び（糸通し・洗濯バサミ）ワミー・花集め・シール貼り・ボール遊

び・レゴブロック・ままごと遊び・ウエーブバランス・風船遊び・散歩・進級

準備（お部屋の説明）くのみ先生頑張ってね会・ネイチャーゲーム・ドミノ・

読書・チラシ遊び・ミニレゴブロック・ツリーハウス・畑の収穫・ 

 

＊園外保育・・・勝連図書館・平安名第二公園・上平川公園・昆布公園・沖縄

こどもの国・内間公園・洲崎の公園・ 

 

☆毎週の設定保育（体育・英会話・3 歳児以上希望者スイミング） 



☆毎月の保育（発育測定・避難訓練・お弁当会・お誕生会） 

 


