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令和 3 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 
（但し現在コロナ禍の為、実習生は専門学校、短大、大学等の保育士実習のみ） 
＊別紙「令和２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」 
 
 
 
 
 
 
 

 



令和３年度 社会福祉法人 野の花保育園 業務実施報告 
 

自 令和３年 4 月 1 日 
   至  令和４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 
・毎週月曜日        英会話（0 歳児～４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歳児以上の希望者） 
(但し、コロナ禍の為、蔓延防止措置中スイミングは行っていません) 
・毎週水曜日       体育（0 歳児クラス～４歳児クラス） 
 
（令和３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（12） １２（12） １５（１５） １５（１５） １５（14） 
職員配置基準 ３ ３（内：障がい

児加配１） 
３ １ １ 

                   園児利用定員合計 60名（現員 68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） 
 
※新型コロナウイルスの感染予防の為、体調の確認、検温を行う。熱や呼吸器系風邪症

状等がある場合は出勤、登園自粛 
 
・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 
・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、異物混入時の救急法、熱中症対策の対応、発熱時の対応を研修 
・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） 
・冬場・・・園外保育や園庭遊びの後のお風呂・体拭き 
・通年年長クラスはフッ素洗口を行っていたが、コロナウイルス感染予防の為自粛 
 
（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）平安名駐

在所警察官、児童民生委員の方、JA 勝連支店職員、勝連小学校教職員と共に朝の交通

安全を各地点で行う。 
・月一回の火災訓練・消火訓練 
・うるま市の防災訓練に参加（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保護者と連携を密に行う（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、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、様々な命が互いにつながっている事を知る。 
・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・ゲンゴロウ、エビ等） 
・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） 
・保育園での夜まで保育 
・親子シーカヤック体験中止（通年シーカヤック・遊泳・バナナボード・親子安全確認

ライフジャケットの着用についてを行っているが、今年度は園児のみのビーチクリーン、

生き物観察、軽石の海の環境等について） 
・植物の成長記録、観察（絵・写真・大きさ等成長の様子）記録を取る 
 
（５） 地域活動 
・平敷屋漁港のもずくの日イベント中止（漁業・水産業）モズクの配布があり、感謝を

お伝えした。 
・こいのぼり掲揚式・わくわくチャイルドパーク中止⇒民生委員、児童委員の方が各保

育園に訪問となった。うるま市での地域交流は行えなかった。（勝連地区保育園、保育

所・役所、民生員、社会福祉協議会） 
・地域のお巡りさん（警察官との日々の交流、地域の売店での表彰式に参加） 
・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） 
・うるま市エイサーまつり中止（通年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） 
・海中道路ビーチクリーン 
・保育実習生受け入れ（専門・短大） 
 
（６） 保育業務実施状況 
 
１：開所日 ２９２日 



２：休園日数（祝祭日、年末年始、慰霊の日）７３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 
・保育参観は中止になったが、新入園児の入園式、卒園式（4 歳児）は保護者参加 
・おゆうぎ会（おひろめ会）シビックセンターにて保護者参加（クラス入れ替え制） 
・大根パーティー（園児のみ） 
・さくら組がんばってね会 
・新入園児親子面談 
５：保育事業 
・延長保育（１８時～１９時） 
・地域活動（毎朝ＪＡ前の十字路にて交通安全活動） 
・子育て相談等 
 
（７） 労務関係 
１：職員数 23 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）予防接種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 
 

 



令和３年度 年間の主な事業実施状況  野の花保育園  

＊令和３年度コロナ禍の為、行事は出来るだけ自粛を行っています。 

＜４月＞ 

＊主な行事 

・入園式（新入園児、保護者懇談会） 

・こいのぼり掲揚式（園庭にて） 

・貯水槽タンク清掃 

・交通安全指導集会（駐在所：内間さんより）園全体へ 

・各クラスにてお誕生会 

☆毎週の設定保育（体育・英会話） 
☆毎月の保育（発育測定・避難訓練・お弁当会・お誕生会） 
 

＊設定保育・・・エイサー・おもちゃ遊び・レゴブロック・プレイマット・車

遊び・大型ブロック・ボール遊び・知育ボックス・赤ちゃんおもちゃ遊び・積

み木遊び・リトミック・園庭遊び・ボタン通し・宝探しゲーム・ソーラン節練

習・ままごと遊び・ワミー・フルーツバスケット・コーナー遊び（動物ブロッ

ク・図形・プラレール）・音絵本・ボールプール・運動遊び（大型ブロック・マ

ット）・シャボン玉・図形遊び・紐通し・ハンカチ遊び・風船遊び・トンネル遊

び・新聞紙遊び・パズル・ぬいぐるみ遊び・マット運動・乗り物おもちゃ・粘

土遊び・ 
＊製作・・・自画像描き・お当番カード作り・折り紙製作（タンポポ）・製作（足

型）・折り紙・ひまわりの花製作・鯉のぼり制作・お絵描き・シール貼り・母の

日制作・鯉のぼり塗り絵・ 
 
＊園外保育・・・うるま市散策（ドライブ）⇒小学校の遠足で公園が使われて

いたため 
＊食育（栽培活動）・・・胡瓜・ひまわりの種まき 
 
＜５月＞ 

 

＊主な行事 

・ソーラン節おひろめ会 

・尿検査 

・害虫駆除 

☆毎週の設定保育（体育・英会話） 



☆毎月の保育（発育測定・避難訓練・お弁当会・お誕生会） 
 

＊主な設定保育・・・園庭遊び・ボールプール・大型ブロック遊び・ままごと

遊び・車のおもちゃ・ボールマット・シャボン玉遊び・小麦粉粘土遊び・ブロ

ック遊び・シャボン玉遊び・トンネル遊び・水遊び・ボール遊び・運動遊び・

洗濯バサミ遊び・ソーラン節（練習・見学）ソフトブロック・お人形遊び・プ

ラレール遊び・知育おもちゃ・風船遊び・プラレール遊び・ままごと遊び・水

遊び・ゲーム遊び（イス取りゲーム）・ミニレゴブロック・ドミノ・伝承遊び（花

いちもんめ・かごめ・）新聞紙遊び・おもちゃ・音絵本・粘土遊び・ボールプ

ール・大型ブロック・知育ボックス・リトミック・動物フィギュア・ジェンガ・

シール貼り・赤白ゲーム・図形遊び・ボディーペイント・ふれあい遊び・コッ

ケイ練習・ 
 
＊製作・・・廃材遊び・てるてる坊主作り・父の日製作・ソーラン節のお絵描

き・ひよこ製作・折り紙・塗り絵・お絵描き・ 
 
＊園外保育・・・洲崎のマングローブテラス（オヒルギ・メヒルギの種取）・県

総合運動公園へ・海中道路へ（Ｊｒプログラム） 
＊食育（栽培活動）・・・とうもろこしの種植え・ネギの球根植え・スイカ、パ

プリカ苗植え 
 
＜６月＞ 

 

＊主な行事 

・小児科健診・歯科健診⇒新型コロナウイルス緊急事態宣言の為、日程を延期 

・慰霊の日 ⇒事前、平和集会 

＊主な設定保育・・・※室内遊びを減らし、出来るだけ広がって活動できるよ

う園庭遊びを多く入れています。（また、遊具をアルコール消毒するためプラス

チック素材や木のブロック遊びが増えています。）ぬいぐるみはほとんど使うこ

とができていません）園庭遊び・大型ブロック遊び・シール貼り・プラレール

遊び・ブロック遊び・ジュニアライフガードプログラム（自然体験学習）・大型

ブロック・水遊び・ボールゲーム・リトミック・シャボン玉遊び・ままごと・ 

慰霊の日平和集会（平和について考える）・コーナー遊び・ボールプール・車遊

び・ジェンガ遊び・知育おもちゃ・自動車（バギー）・ボール遊び・運動遊び・

新聞紙遊び・音絵本・指先遊び・紐通し・粘土遊び・ウエブバランス・ボール

テント・風船遊び・シーツ遊び（マット）・ゲーム遊び・ドミノ・椅子取りゲー



ム・滑り台・鉄棒・トンネル遊び 
＊製作・・・６月制作（木の時計）・七夕制作（フィンガーペイント）・大きな

紙にお絵描き・七月に向けての製作・七夕の笹飾り・短冊作り・織姫、彦星作

り・鏡のおもちゃ・吹き絵・はじき絵（ミックスジュース・ぼく、わたし）・塗

り絵・お絵描き 
 
☆毎週の設定保育（体育・英会話） 
☆毎月の保育（発育測定・避難訓練・お弁当会・お誕生会各クラスにて） 
 
＜７月＞ 

 

＊主な事業 

 

・七夕集会（テラスにて） 

 

＊製作・・・けん玉作り・製作遊び・折り紙ヨット・短冊作り・お絵描き・シ

ール貼り・お化けマーブリング・ハサミ練習・廃材遊び・ 
＊食育・・・ブロッコリースプラウト種まき・ 
＊主な設定保育・・・ボールプール・プラレール遊び・ままごと遊び・リトミ

ック・ソフトブロック・車遊び・図形遊び・園庭遊び・シャボン玉・運動遊び・

積み木遊び・七夕飾りつけ・新聞紙遊び・どろんこ遊び・ボディーペイント・

プラレール遊び・大型ブロック遊び・ボール遊び・コーナー遊び・おもちゃ遊

び・チラシ遊び・ソフトブロック・コーナー遊び・マット運動・音絵本・粘土

遊び・ゲーム遊び・ビーズ通し・蝉取り・エイサー・赤白ゲーム・ 
 
☆毎週の設定保育（体育・英会話） 
☆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 
☆感染予防の為、園庭遊び等外の環境での設定保育・遊びを多く取り入れてい

ます。 
 
＊主な設定保育・・・ボールハウス・レゴブロック・パズル遊び・粘土遊び・

イス取りゲーム・積木・ままごと遊び・ブロック遊び・スイカ割・新聞紙遊び・

知育遊び・ゲーム遊び・図鑑鑑賞・サファリ遊び・洗濯バサミ遊び・リトミッ



ク・蝉観察・園庭遊び・ボール遊び・コーナー遊び（図形・ブロック）水遊び・

プラレール遊び・魚釣りゲーム・風船・大型ブロック遊び・動物フィギュア・

エイサー（リズム遊び）・トンネル、ボール遊び・指先遊び・知育遊び・ソフト

ブロック・車のおもちゃ 
 
 
＊製作・・・ひまわり製作・ぬり絵 
☆毎週の設定保育（体育・英会話） 
☆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 

・総合避難訓練 

 

＊主な設定保育・・・☆感染予防の為、園庭遊び等外の環境での設定保育・遊

びを多く取り入れています。 
大型ブロック遊び・新聞紙遊び・小麦粉粘土ゲーム遊び・水遊び・ままごと遊

び・知育おもちゃ・図形遊び・車のおもちゃ・ソフトブロック遊び・フィンガ

ーペイント・ボールハウス・水遊び・新聞紙遊び・積み木遊び・塗り絵・写真

撮影・粘土遊び・積み木・ブロック・マット遊び・じゃんけんゲーム・宝探し

ゲーム・コーナー遊び・（大型ブロック・ままごと）シール遊び・プラレール遊

び・イス取りゲーム・廃材遊び・楽器遊び・サファリ遊び・ビーズ通し・コー

ナー遊び・（レゴブロック・図鑑・塗り絵・カード）風船遊び・ 

 

＊製作・・・敬老の日製作・ちぎり絵（リンゴ・青虫）・たぬきの十五夜月見・

折り紙・折り紙（きのこ作り） 
☆毎週の設定保育（体育・英会話） 
☆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 

・小児科健診 

・歯科健診 

・鼓笛のオーディション（さくら組） 

・ハローウィンパーティー 



＊主な設定保育・・・☆感染予防の為、園庭遊び等外の環境での設定保育・遊

びを多く取り入れています。 
ソフトブロック・お絵描き・鼓笛のリズム打ち・ゲーム遊び・ブロック遊び・

ボールブロック遊び・紐通し・積み木・鼓笛の練習・大型ブロック遊び・どろ

んこ遊び・運動会ＤＶＤ鑑賞・車遊び・バルーン・ボール遊び・水遊び・かけ

っこ練習・魚釣りゲーム・ままごと遊び・指先遊び（ボタン・紐通し・シール

貼り・ボール）ビーズ通し・イス取りゲーム・運動会練習・風船遊び・ソフト

ブロック・知育遊び・ハサミ練習・プラレール遊び・鼓笛の衣装合わせ・マッ

ト、トンネル遊び・鼓笛練習・小麦粉粘土・遊戯練習・ワミー・ドミノ遊び・

ボールテント・運動遊び（ウエーブバランス・平均台・マット・大型ブロック

ボール）鼓笛見学・リレー練習 
＊園外保育・・・運動会練習（勝連Ｂ＆Ｇセンター） 
＊製作・・・お絵描き・デコルコマニー・折り紙製作（お化け）・ハローウィン

色塗り・製作（かぼちゃ）丸シール貼り・ハローウィン鞄作り・七五三飴袋・ 
＊食育・・・トマト収穫・ゼリー作り 
☆毎週の設定保育（体育・英会話） 
☆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 
・うるま市地震津波避難訓練 
・運動会 
・七五三記念撮影 
・夜まで保育 
 
＊主な設定保育・・・☆感染予防の為、園庭遊び等外の環境での設定保育・遊

びを多く取り入れています。 
大型ブロック・図形遊び・遊戯・色塗り・ブロック遊び・かけっこ・園庭遊び・

鼓笛フォーメーション確認・粘土遊び・運動会練習・しっぽとり・プラレール

遊び・レゴブロック・風船遊び・ソフトブロック・動物フィギュア・ままごと

遊び・宝探しゲーム・シール貼り・跳び箱・フープ・鉄棒・フラフープ・積み

木・パズル・新聞紙遊び・太鼓遊び・コーナー遊び・運動会応援・ままごと・

イス取りゲーム・大縄跳び・恐竜遊び・ワミー・楽器遊び・パズル・ボタン掛

け・廃材遊び・リトミック・コッケイ練習・伝承遊び・小麦粉粘土・だるまさ

んがころんだ・運動遊び・コーナー遊び（パズル・ままごと・ビーズ）宝探し・

フルーツバスケット・車遊び・ボールプール 



＊食育・・・小松菜の種まき・ゼリー作り・大根の種まき・カレー作り 
＊園外保育・・・運動会練習（勝連Ｂ＆Ｇセンター）・海中道路（自然学習、海

中道路の軽石について）・東南植物楽園・海中道路にて地球学習・ 
＊製作・・・折り紙・七五三飴袋作り・運動会の思い出お絵描き・ドングリ製

作・ふくろう製作・キャンドル作り・夜まで保育の思い出お絵描き・折り紙（ツ

リー） 
☆毎週の設定保育（体育・英会話・） 
☆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 

・運動会撮影 

・記念撮影 

・大そうじ大会 

・年末年始休み 28日～令和２年 1月 3日 

 
＊主な設定保育・・・☆感染予防の為、園庭遊び等外の環境での設定保育・遊

びを多く取り入れています。 
風船遊び・集合遊び・コッケイ練習・エイサー練習・ままごと・ブロック遊び・ 
絵本・シール貼り遊び・小麦粉粘土・イス取りゲーム・レゴブロック・パズル・ 
ゲーム遊び（赤白ゲーム・フルーツバスケット）粘土遊び・ボールを使ったゲ

ーム遊び・楽器遊び・ボール探しゲーム・ワミー・塗り絵・図形遊び・運動遊

び・サファリ遊び・ミニレゴ・ドミノ・製作遊び・ままごと・魚釣りゲーム・

指先遊び・前年度のおゆうぎ会ＤＶＤ鑑賞・コーナー遊び・新聞紙遊び・車遊

び・ダンボール遊び・クリスマスのゲームパーティー・リトミック・ボール遊

び・ビーズ・マット遊び・ブロッコリースプラウト収穫・ 
 
＊製作・・・・ツリーブーツ製作・指スタンプ・シール貼り・糸通し・くまの

着せ替え・年賀状ししまい作り・雪だるま製作・クリスマスの塗り絵・塗り絵・

年賀状製作・しめ縄作り・ 
＊食育・・・ブロッコリースプラウトの種まき・クリスマスのケーキ作り・パ

フェ作り・ホットケーキ作り・ 
＊園外保育・・・喜屋武マーブ公園・洲崎の海（オヒルギの植樹） 
☆毎週の設定保育（体育・英会話） 
☆毎月の保育（発育測定・避難訓練・お弁当会・お誕生会） 
 



＜令和４年１月＞ 

 

＊主な行事 

 

・新年の集い 

・書初め大会 

 
＊主な設定保育・・・☆感染予防の為、園庭遊び等外の環境での設定保育・遊

びを多く取り入れています。 
正月遊び（羽付き大会）・レゴブロック・車遊び・シール貼り・コッケイ練習・

おゆうぎ会練習・ブロック・車遊び・ブロック・積み木・エイサー練習・まま

ごと・恐竜フィギュア・知育おもちゃ遊び・正月遊び（コマ回し、福笑い）積

み木・紐通し・新聞紙遊び・コーナー遊び（釣り・プラレール遊び）・ボールプ

ール遊び・コーナー遊び（車・ブロック・恐竜・動物フィギュア）運動遊び・

コーナー遊び（積み木・パズル・ままごと）風船・プレボー・プラレール遊び・

図形遊び・塗り絵・お絵描き・イス取りゲーム・魚釣りゲーム・大型ブロック

遊び・ビーズ通し・テント建て体験・アスレチック・指先遊び（紐通し・シー

ル貼り・図形） 
 
＊製作・・・凧作り・福笑い・節分製作（豆入れの箱・鬼の面）鬼のお面作り

（色塗り・型の形成） 
＊園外保育・・・保育園周辺・勝連グランド 
＊食育・・・園で育てた野菜を使って天ぷら作り試食体験） 
☆毎週の設定保育（体育・英会話） 
☆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 

・総合避難訓練 

 

※すずらん組コロナ陽性者 1 名 2 月 2 日～2 月 7 日迄クラス閉鎖その他のクラ

スは通常保育（職員、ＰＣＲ検査受検・保育園全体に周知⇒心配な方は他のク

ラスの園児もＰＣＲを受検しています） 
※ゆり組コロナ陽性 1 名出席停止 
＊主な設定保育・・・☆感染予防の為、園庭遊び等外の環境での設定保育・遊



びを多く取り入れています。ボール遊び・色塗り・小麦粉粘土・ブロック・節

分のお話・羽付き・廃材遊び・レゴブロック・イス取りゲーム・コーナー遊び

（図形・お絵描き・コマ回し）ビーズ通し・パズル・リトミック・卒園式練習・

カルタ遊び・粘土遊び・シール貼り遊び・お絵描き・知育遊び・フルーツバス

ケット・おもちゃ遊び・イス取りゲーム・プラレール遊び・おゆうぎ会 DVD 鑑

賞・チラシ遊び・運動遊び・メガブロック遊び・赤白ゲーム・風船遊び・ボー

ル遊び・魚釣りゲーム・お正月遊び・大型ブロック遊び・図形遊び・ドミノ倒

し・新聞紙遊び 
＊製作・・・鬼のお面製作・折り紙（ひな祭り）・足型取り・手袋製作・塗り絵・

パズル作り 
＊園外保育・・・与那城公園へ凧あげ 
＊食育・・・大根の収穫・大根切り体験 
☆毎週の設定保育（体育・英会話） 
☆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 

・ひなまつり（各クラス） 

・卒園式（卒園児及び、保護者 2名のみ参加）＊3歳児の参加は無し。 

・おひろめ会（例年のおゆうぎ会を短縮してお披露目しています。）庭にてエイ

サー・コッケイ 

・さくら組頑張ってね会 

・修了式 

＊主な設定保育・・・☆感染予防の為、園庭遊び等外の環境での設定保育・遊

びを多く取り入れています。 
ワミー・ドミノ・サファリ遊び・集合遊び・卒園式練習・ひな祭り・リトミッ

ク・新聞紙遊び・ままごと・プラレール遊び・卒園式の練習見学・小麦粉粘土・

レゴブロック・パズル・ミニレゴ・積み木・図形遊び・シール貼り・劇の役オ

ーディション・オペレッタ練習・コッケイ練習・劇の練習・エイサー・紐通し・

指先遊び・椅子取りゲーム・赤白ゲーム・ボール遊び・動物ブロック・上履き

洗い・ウエーブバランス・運動遊び・新聞紙遊び・宝探しゲーム・ボール遊び 
レゴブロック・リトミック・車のおもちゃ・新聞紙遊び・モルファン・コーナ

ー遊び・ボールプール・ソフトブロック・ままごと遊び・かごめかごめ・花い

ちもんめ・ミニカー遊び 
＊製作・・・自由工作・ひな祭り製作・折り紙（紙飛行機）・塗り絵・ワークシ

ートプラバン作り 



＊園外保育・・・・保育園周辺を散歩・シビックセンター（おひろめ会リハー

サル・本番） 
☆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） 
 


