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自  平成３０年 4 月 1 日  

        至    平成３１年 3 月 31日  

 



平成３０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３０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３０年度 社会福祉法人 野の花保育園 業務実施報告 

 

自 平成３０年 4月 1日 

至 平成３１年 3月 31日 

 

第 1週目（1日～７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 

・毎週月曜日        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４、５歳児の希望者） 

・毎週水曜日       体育（0歳児クラス～5歳児クラス） 

 

（平成３０年度 4 月 1日時） 

クラス名 すずらん組 すみれ組 ゆり組 ひまわり組 さくら組 



年齢 0歳児 1歳児 2 歳児 3歳児 4歳児 

利用定員（現

員） 
３（９） １２（１

５） 

１５（１

５） 

１５（１

５） 

１５（１

６） 

職員配置基準 ３ ３ ３ １（障がい児

加配１） 

１（障がい児

加配１） 

                   園児利用定員合計 60名（現員７０

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、５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・消火訓練 

・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、観察） 

・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） 

・生き物の飼育（鳥・亀・メダカ） 

・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） 

・保育園でのお泊りキャンプ 

・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） 



・うるま市消防出初式 

・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 ２９５日 

２：休園日数（祝祭日、年末年始、慰霊の日を含む）69日 

３：健康診断実施状況 

内科健診２回 歯科検診２回 

尿検査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） 

・オペラ鑑賞会（保育室２階） 

・大根パーティー（園内、園庭） 

・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）＊保育短時間（１６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 

・理事、監事、評議員名簿 

・地図や保育園環境の写真 

 

 

 

 

平成３０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） 

＊職員研修（心肺蘇生法・救急法の基礎知識・・・池田貞夫氏） 

 

＊製作・・・こいのぼり製作、足型取り、手足型スタンプ、顔描き、折り紙で苺作り・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、折り紙でチューリップとてんとう虫作

り・ハサミの練習（こいのぼり作り）・こいのぼり塗り絵・菜の花作り・塗り絵・廃材遊び・ 

 

＊設定保育・・・ボール遊び（ボールハウス）・園庭遊び・当番表作り・ブロック遊び・玩具

遊び・スキンシップ・作品集手形、足形・写真撮影・JA農協に苗木購入・ソフトブロック・車

の玩具・風船遊び・ソーラン節・似顔絵作成・積み木遊び・レゴブロック・人形遊び・車の玩

具・ままごと遊び・ワミー遊び・粘土遊び・絵本・エイサー・グループ決め・リズム体操・コロコロド

ッチボール・パズル・大型ブロック・サファリ遊び・ウエーブバランス・リトミック・シール遊び・図書

館・プラレール・ハンカチ、人形、洗濯バサミ遊び・知恵ボックス・新聞紙遊び・ドミノブロック・

椅子取りゲーム・マット・紐通し・プレボー・椅子取りゲーム・間違い探し・苗木の植え付け 

 

 



＊園外保育・・・ＪＡ勝連支店（苗木購入ニラ・ネギ・こいのぼり掲揚式）保育園周辺・

勝連図書館・平敷屋漁港・平安名第二公園・洲崎の広場（オヒルギの種取り） 

☆毎週の設定保育（体育・英会話・４．５歳児希望者スイミング） 

☆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 

・尿検査 

・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・・・こいのぼり製作・ひよこ塗り・５月の折り紙（金太郎）・母の日製作・折り紙

（犬）・製作遊び・塗り絵・お絵かき・製作（父の日）・製作（時の記念日）・折り紙

（アジサイ）・製作（シャボン玉）・手作りおもちゃ（ひもこん作り）・時計作り・工作（タ

ヌキの相撲）・折り紙（こいのぼり）・お泊り保育製作・ 



 

＊主な設定保育・・・ままごと遊び・積み木・レゴブロック・ままごと遊び・オヒルギの種スケッチ・

種植え・ボール遊び・エイサー遊び・積み木遊び・リトミック・椅子取りゲーム・エイサー練習・ソ

フトブロック・絵本・シール遊び・連休の出来事発表・ブロック遊び・動物フィギュア・園庭遊

び・積み木遊び・集合遊び・しっぽ取りゲーム・滑り台・大型ブロック・サファリ遊び・粘土・風

船遊び・ハサミの使い方練習・伝承遊び（かごめかごめ・花いちもんめ）シール貼・シャボン

玉・水遊び・絵本・プレボー・こっけい練習・リトミック・太鼓遊び・ネギに水やり・サマーパーティ

ー練習・椅子取りゲーム・貝殻拾い・プラレール遊び・ドミノ・ミニレゴ・ダンス・新聞紙遊び・ピー

マン収穫・泥んこ遊び・食育（育てたネギでヒラヤチー作り） 

 

＊園外保育・・・平安名第二公園・Jr ライフガードプログラム・あやはし館見学・浜比嘉ビー

チ・ミニミニ動物園・洲崎の広場・海中道路・勝連図書館・与那城の公園・ 

☆毎週の設定保育（体育・英会話・４．５歳児希望者スイミング） 

☆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 

・内科検診 



・夜まで保育 

・JA 農協感謝祭 

・ジュニアライフガードプログラム 

・勝連図書館お話会 

・慰霊の日全体集会 

・全体遊戯練習（サマーパーティー） 

・監事監査 

・伊計ハーリー 

 

＊製作・・・父の日製作・時計作り・アジサイ製作・お財布、お金作り・カタツムリ製作・粘土

遊び・ひよこ作り・夜まで保育の思い出を描く・織姫、彦星作り・折り紙製作（かたつむ

り）・お絵かき・笹飾り作り・短冊作り・廃材遊び・ 

 

＊主な設定保育・・・ソフトブロック・ワミー遊び・シール貼・ブロック遊び・絵本・エイサー練習・

全体遊戯・水遊び・折り紙製作・コッケイ練習・糸紐通し・食材切り（カレー）・プラレール

遊び・椅子取りゲーム・車遊び・ハサミ練習・スイカ割り・段ボール迷路遊び・ウエーブバランス・

すいすいホッケー遊び・ままごと・園庭遊び・レゴブロック遊び・全体遊戯・リトミック・新聞紙遊

び・パズル遊び・シャボン玉・泥んこ遊び・パズル・サマーパーティー練習・絵本・ゼリー作り・伝承



遊び（かごめかごめ・花いちもんめ）大型ブロック・ままごと遊び・サファリ遊び・サマーパーティー

練習・車のおもちゃ・小麦粉粘土・ 

 

＊園外保育・・・洲崎の公園・倉敷ダム・JA農協勝連支店・園周辺の散歩・与那城陸上

競技場多種目的広場 

 

☆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＞ 

 

＊主な事業 

・サマーパーティー 

・七夕集会（写真撮影） 

・さくら組親子シーカヤック体験 

・沖縄県・中部広域監査 

・ひまわり組親子参観 

・ジュニアライフガードプログラム 

＊製作・・・七夕製作・おもちゃ作り（たこ作り）・製作バッタの競争・お絵かき・カニ作り・折



り紙（ハイビスカス）・ハサミ練習・壁面製作・サマーパーティーの思い出・七夕製作・塗り絵・

アサガオ作り・サマーリース作り（保護者参観） 

 

＊主な設定保育・・・レゴブロック・ままごと・ハサミ練習・ウエーブバランス・椅子取りゲーム・短

冊飾り・絵本・シール貼・サファリ遊び・貝殻拾い・全体遊戯・積み木・エイサー練習・園庭遊

び・ボディーペインティング・ままごと遊び・ソフトブロック・水遊び・フルーツバスケット・異年齢児

交流・パズル・セミ捕り・粘土遊び・ボールプール遊び・新聞紙遊び・おゆうぎ会DVD鑑賞・ワ

ミー遊び・海遊び・粘土遊び・プラレール遊び・風船遊び・ミニレゴ・製作手形取り・読書・ 

 

＊園外保育・・・与那城陸上競技場多目的広場・新垣さんの牛小屋・平安名の海・園周

辺散歩・勝連デイサービス・若夏公園・海中道路・平安名第二公園・山内公園・ 

 

☆毎週の設定保育（体育・英会話・４．５歳児希望者スイミング） 

☆毎月の保育（発育測定・避難訓練・お弁当会・お誕生会） 

 

＜８月＞ 

 

＊主な事業 

・親子シーカヤック体験 

・おゆうぎ会リハーサル 



・ 

＊製作・・・折り紙・花火の作品・折り紙（月見うさぎ）・シーカヤック体験・にじみ絵・ 

 

＊主な設定保育・・・サファリ遊び・ソフトブロック・プラレール遊び・恩物 

積み木・ままごと遊び・お話会参加・オペレッタ練習・レゴブロック・自転車・園庭遊び・洗濯

バサミ遊び・遊戯練習・ブロック遊び・スイカ割り・小麦粉粘土・パズル・ウエーブバランス・ボー

ル遊び・ままごと遊び・ワミー・ミニレゴ・園庭遊び・シール遊び・ミニカー遊び・赤白ゲーム・宮城

島ドライブ・男の子踊り練習・楽器遊び・キャップ遊び（紐通し）モルファンブロック・大型ブ

ロック・衣装合わせ・ボール遊び・おゆうぎ会リハーサル・しっぽ取り・H２O・泥んこ遊び・縫

物・エイサー練習見学・一剣衣装合わせ・ 

 

＊園外保育・・・図書館・海中道路・若夏公園・江洲公園・宮城島・シビックセンター・きむ

たかホール・ 

 

☆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 



・おゆうぎ会（作品展示） 

・うるま市エイサーまつり 

・がじゅまるの会交流会 

・平安名区十五夜あしび（さくら組、ひまわり組参加） 

 

＊製作・・・おゆうぎ会の絵を描く・折り紙（ウサギ、コスモス）・廃材遊び・ 

敬老の日製作プレゼント作り・（写真、シール貼）壁面製作・きのこ製作 

 

＊主な設定保育・・・ソフトブロック・サファリ遊び・おゆうぎ会のお話し・ままごと遊び・園庭遊

び・シール遊び・椅子取りゲーム・エイサー練習・絵本・大型ブロック・水遊び・泥んこ遊び・コッ

ケイ練習・粘土遊び・エイサー見学・ 

レゴブロック・ままごと遊び・お休みで楽しかったこと発表・モルファンブロック・ウエーブバランス・

太鼓遊び・シャボン玉・水遊び・泥んこ遊び・しっぽ取りゲーム・鼓笛練習・数遊び・絵本・ハ

サミ練習・組体操練習・小麦粉粘土・鼓笛練習・ソフトブロック・魚釣りゲーム・リズム遊び・

鼓笛リズム打ち・粘土遊び・積み木遊び・運動会 DVD鑑賞・かけっこ・食育（チョコパイ）

カード遊び・バルーン練習・車のおもちゃ遊び・ 

 

＊園外保育・・・きむたかホール・伊波公園・栄野比公園・与那城陸上競技場・ミニミニ動

物園・平安名公民館・桃原公園・勝連図書館・平安名第二公園・マンタ公園・上平良川



公園 

 

☆毎週の設定保育（体育・英会話・４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 

・与那城社会福祉協議会の敬老会に参加（さくら組） 

・ハローウィンパーティー 

 

＊製作・・・七五三飴袋製作・ハローウィン製作・折り紙・廃材遊び・お菓子バック作り・魔女

とお化けの折り紙製作・ 

 

＊主な設定保育・・・ソフトブロック・車のおもちゃ・積み木遊び・プラレール遊び・鼓笛リズム

打ち・カードゲーム・ボール遊び・全体集会・かけっこ練習・しっぽ取りゲーム・塗り絵・鼓笛オーデ

ィション・ままごと遊び・言葉遊び・レゴブロック・ウエーブバランス・チラシ遊び・全体遊戯・ハサミ

練習・バルーン練習・カード遊び・１分間スピーチ・リトミック・鼓笛練習・椅子取りゲーム・園

庭遊び・行進練習・大根の種購入・バルーン練習・ハンカチ遊び・恐竜のフィギュア遊び・エイ



サー練習・マット、ボール大型ブロック・絵本・鼓笛 DVD鑑賞・全体遊戯練習・大根種蒔

き・ソフトブロック・かけっこ・ 

ままごと遊び・鼓笛バルーン練習・粘土遊び・リレーバトンパス練習・ほうれん草、人参・ジャガ

イモの種を買う（JA）・魚釣りゲーム・図形遊び・ 

 

＊園外保育・・・美東公園・JA農協勝連支店・勝連図書館・桃原公園・与那城社会福

祉協議会・B&G センター・与那城公園隣の広場・園周辺の散歩・ 

☆毎週の設定保育（体育・英会話・４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 

・総合避難訓練 

・小児科検診 

・運動会リハーサル 

・運動会 

・消防ふれあいフェスタ 

・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・向かいの吉浜さん・新垣さんの牛

小屋） 

・さくら組お泊り保育（東南植物楽園） 

・さくら組観劇 

＊製作・・・七五三のあめ袋作り・折り紙・（狐、夏季の折り紙製作）・運動会の絵を描

く・みのむし製作・ふくろう製作・廃材遊び・クリスマス飾りつけ・お泊り保育の絵を描く・折り

紙（サンタクロース・クリスマスリース）サンタクロースに願い事を書く・ 

 

＊主な設定保育・・・運動会練習・ブロック遊び・人参の種植え・かけっこ練習・図形遊び・

エイサー、コッケイ練習・おゆうぎ会練習・図形遊び・レゴブロック遊び・リレー練習・全体遊

戯・園庭遊び・ソフトブロック、サファリ遊び・大型ブロック・風船遊び・ウエーブバランス・プラレー

ル遊び・椅子取りゲーム・読書（絵本）・ボール遊び・七五三の写真撮影・リズム遊び・ゲー

ム遊び・紐通し・指先遊び・ゼリー作り・レゴブロック・チラシ遊び・粘土遊び・ハンカチ遊び・人

形遊び・ 

 

＊園外保育・・・B&G センター・与那城陸上競技場・具志川ドーム・ミニミニ動物園・平安

名第二公園・桃原公園・美東公園・沖縄市民会館・ 

 

☆毎週の設定保育（体育・英会話・４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 

・歯科検診（フッ素塗布） 

・JA 勝連支店感謝祭参加 

・保護者参観 

・記念撮影 

・クリスマス会 

・劇団バク観劇会 

・オペラ鑑賞会（糸数ファミリーコンサート） 

・大掃除大会 

・年末年始休み２９日～Ｈ３１年 1月 3日 

 

＊製作・・・・クリスマスブーツ作り・手作りケーキ・壁面製作・門松作り・お絵かき・年賀状作

り・親子で絵馬作り・しめ縄作り・獅子舞い作り・階段の壁面作り・ 

 

＊主な設定保育・・・園庭遊び・ホットケーキ作り・プラレール遊び・絵本（読書）・シール遊

び・紐通し・図形遊び・粘土・製作遊び・ままごと遊び・滑り台・ブロック遊び・プラレール遊び・



ドミノ・積み木・ままごと・年賀状作り・恩物・大型ブロック・ウエーブバランス・カラーボール遊び・

エイサー練習・椅子取りゲーム・ボール遊び・風船遊び・チラシ遊び・クリスマス会の練習（遊

戯）・リトミック・魚釣りゲーム・じゃんけん遊び・新聞紙遊び・シール貼遊び・ワークシート・ボー

ル遊び・年賀状投函・動物フィギュア・宝探しゲーム・補助箸練習・ホットケーキ作り・ワミー・

大掃除・廃材遊び・ 

 

＊園外保育・・・なかきす児童館・勝連郵便局・県総合運動公園・ 

☆毎週の設定保育（体育・英会話・４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３１年１月＞ 

＊主な行事 

・新年の集い 

・ムーチー作り 

・うるま市消防出初式参加（さくら組） 

 

＊製作・・・だるま作り・羽子板作り・くるくる風車・塗り絵・豆入れ（節分）箱のお絵かき・

鬼のお面作り・製作（カップケーキ・ハートの編み込み）ウグイス・梅の花・お絵かき・窓の製



作（鬼）・さくら組さんのプレゼント作り・ 

 

＊主な設定保育・・・お正月の由来について・園庭遊び・かけっこ・小麦粉粘土・レゴブロッ

ク・図形遊び・お幼月の思い出発表・シール遊び・ままごと・伝承遊び・花いちもんめ・かごめか

ごめ・しっぽ取りゲーム・エイサー練習・ソフトブロック・出初式リハーサル・動物ブロック・魚釣りゲ

ーム・ソーラン節練習・ホウレン草収穫・縄跳び・ホウレン草クッキー作り・凧作り・コーナー遊び・

粘土・ブロック・ソーラン節練習・休日の出来事発表・プラレール遊び・大型ブロック・ボールゲ

ーム・シャボン玉・文字カルタ・サファリ遊び・絵本・卒園式の贈る言葉練習・紐通し・風船遊

び・図形遊び・椅子取りゲーム・自動車のおもちゃ遊び・ 

 

＊園外保育・・・なかきす公園・桃原公園・うるま市芸術劇場・平安名第二公園・内間公

園・新垣さんの牛小屋・八重島公園・ 

☆毎週の設定保育（体育・英会話・４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） 

・JA 農協まつり（さくら組ひまわり組ゆり組参加） 



・職員研修（エディケーショナルプログラム） 

・大根パーティー 

・卒園式のリハーサル（練習） 

・さくら組さん頑張ってね会 

 

＊製作・・・ひな祭り製作・工作遊び・ソーラン節の思い出を描く・さくら組さんのプレゼント作

り・お絵かき・魔法の糸・ 

＊主な設定保育・・・園庭遊び・廃材遊び・図形遊び・ソーラン節練習・カード遊び（ひらが

な）・卒園式練習（卒園証書授与練習）・園庭遊び・ウエーブバランス・大型ブロック・洗

濯バサミ遊び・粘土遊び・コーナー遊び（プラレール・粘土・塗り絵・図形遊び）・じゃがいも

収穫・大根収穫・卒園式の練習・ソフトブロック・椅子取りゲーム・大根パーティーの準備（材

料切り）・ジャガイモ、大根の葉を切る・ミニカー・お手玉遊び・伝承遊び（かごめかごめ）・

新聞紙遊び・がんばってね会練習・伝承遊び（かごめかごめ）・廃材遊び・ゆうぎ・ 

 

＊園外保育・・・美東公園・保育園周辺・散歩・ミニミニ動物園・伊計島・美里公園・ 

☆毎週の設定保育（体育・英会話・４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 

・新入園児面接 

 

＊製作・・・手足型取り・ドミノ積み木・ソフトブロック・作品集作り・お絵かき・ 

＊主な設定保育・・・ひな祭り製作・園庭遊び・粘土・図形遊び・卒園式の練習・しっぽ取

りゲーム・かけっこ・大型ブロック（運動遊び）・写真撮影・花いちもんめ・だるまさんがころん

だ・指先遊び・カード遊び・椅子取りゲーム・プラレール遊び・ままごと遊び・卒園式の練習・小

麦粉粘土・風船遊び・ままごと遊び・休日の出来事を発表・パズル・レゴブロック・プレボー・お

絵かき 

コーナー遊び・ほうれん草収穫・ハンカチ遊び・カードめくりゲーム・ボールゲーム・恩物・絵本・洗

濯バサミ遊び・新聞紙遊び・人参収穫・伝承遊び・ 

人参ホットケーキ作り・ボールハウス・人形遊び・ 

 

＊園外保育・・・・桃原公園・勝連図書館・沖縄こどもの国・ケンケン体操教室・上平川公



園・浜比嘉島・うるま農場・園周辺・かるた・県総合運動公園・ 

金武町タームランド・宜野座村道の駅・ 

 

☆毎週の設定保育（体育・英会話・４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） 

 


