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１．保育活動・保育内容に関する事項 

Q1 保育内容について 

  「知的教育は行わない」とのことですが、設定保育などは無いのですか？ 

A：文字書きや計算、フラッシュカード、体育教室、合奏などはありませんが、毎日毎日、

絵本の世界 や子どもたちの発想が広がって「ごっこ遊び」や「表現遊び」、制作活動に

広がります。 

  子どもたちの心の中から発想としてあふれてきたものを、遊びとして形にしていく 

ことはたくさんあると思います。それが、単なる遊びとして展開するのか、「設定保育」

と捉えられるかは大人の都合だと思います。 

  文字は教えませんが、語彙力がつくように「言葉遊び」を広げていきます。「あ」から

始まる言葉を思いついたら言ってもらい、ことばを列記していきます。知らない言葉が 

出てきたらみんなで共有したり調べたり、自宅に帰って聞いて来てもらったりしながら、

語彙の数と同時にその言葉の意味や使い方を共有していくことで、会話力が高まります。 

  子どもたちが夢中にワクワクしながら遊べる毎日を提供していきます。 

  

Q2 遊びの体験学習重視とは、どのようなことですか？ 

A 子どもの遊びには段階があります。 

  0 歳時期に、口、唇で、手足やいろんなものをなめて遊ぶ時期から、水でのべちゃ   

べちゃ遊び、泥などでのヌルヌル遊び、砂などでの形遊び、そして、ままごとなどの   

ごっこ遊び、見立て遊びへと発達します。 

  そのために、順序として乳幼児への原体験～本物に触れる体験を保障したいと考えて

います。年齢に応じて、安心して身体を存分に使って遊びますし、水・どろ・砂の後は、

紙、道具を使って製作したりします。年長になると、生活に密着した清掃作業やぞうきん

縫いなど手仕事からぬいぐるみ作りなどに発展していきます。子どもたちに活動する 

自信がつくとアクティブラーニングとして、自らやりたい事を発信してくれるように 

なります。 

  

 

 

 



Q3 アクティブラーニングってどんな教育ですか？ 

A 私たちが保育園でやっていきたいことは、子どもの声に耳を傾けて、なぜだろう？  

どうして？ やってみたい！ 面白そう！という発信を形にしていきたいと考えて  

います。5 歳児の 1 年目の活動の一例ですが運動会の競技種目やチーム編成、発走順番

等を子どもたちと相談しながら決めました。発表会ではシナリオ作り、演出、キャス  

ティングすべてを子どもたちが考えました。 

  遠足の場所、持っていく物、活動内容、役割分担も子どもたち主体に話し合って決め、

責任を持たせました。 

  大人の世界では、「自治活動」と言いますが、教育活動です。 

  

Q4 文字指導などが無くても、小学校の学習に追いついていけますか？ 

A 保護者には、一番気になるところだと思います。4 年生（10 歳）頃に明確な結果と  

して現れます。 

  保育園で文字指導はしませんが、「あ」で始まる言葉集めに始まり、「○○ん」や  

「○○る」「○ん○ん」などの言葉探しを年間通じて行いながら、様々な語彙をクラスで

共有していきます。そこで、ほとんどの文字が読めるようになり、語彙力・対話力に活か

されています。 

 1 年生になった子ども達の気持ちが 2 通りに分かれるのをみてきました。 

  ①宿題をワクワクしながらやる子：ひらがなの宿題に興味を持って取り組む子。 

やった！1 年生！お勉強が出来る！という気持ち！ 

  ②宿題をバカにしている子：「今ごろ”ひらがな”だって!? 知ってるし！！」と、小学

校での授業に興味をもって取り組めない結果、だんだんわからなくなってきて、得意

教科と苦手教科が顕著になってくるという現実がありました。「自分は出来る！」と

思っていた子が、学校が面白くなくなっていく第一歩を目の当たりにしてきました。 

   ＊集中して夢中になって遊べる子 ＝ 学び始めたら吸収力がすごいです。 

   ＊身体が育っている子は、集中力が続きます。クネクネ・ダラダラしない。 

   ＊6 歳児は 30 分の素話「読み聞かせ」が聞けるように育てたいです。 

    頭の中でストーリーに沿った映像が見えるようになると、お話好きになるし、本・

教科書をちゃんと読むようになります。  

   ＊しっかり遊んで、仲間と切磋琢磨してきた子は、よく質問します。 

「なぜ？」「どうして」「○○じゃないの？」と問う。 

    わからないことに自信をもって「わからない！」「もう一度教えて！」と言えます！ 

学校生活は、社会生活準備のほんの一部分。人として大事なことは、つまずいたりダメ

かもと行き詰った時に、逃げないで頑張り続けることや、誰かに助けを求めて乗り切る 

渡世術ではないかと思います。仲間や夫婦で協力し合い、折り合いをつけたり、説得し、

我慢し、妥協し良好な関係を上手に保ち続ける距離感と状況判断力かと思います。子ども

たちは、毎日毎日、けんかし、妥協し、我慢し、話し合い、折り合いをつけながら強く   

なっています。 



 Q5：運動面で「子どもに筋力がつくと良くない」と聞きましたが、お考えは？ 

A 基本的に小さい頃に筋肉がつくと、骨を引っ張って身体の成長を妨げやすくなります。 

  保育園では、筋力をつけるためではなく、身体を正しく支えるための強さとしなやかさ

を育てたいと思っています。ハイハイ、高バイ、両生類のハイハイなどで体幹を育てたい

と思っていますが、体操の選手を育てようとしていません。 

  トレーニング的なことで言うなら、幼児期に必要なことは筋力トレーニングではなく、

筋肉や体を柔らかく保つ柔軟トレーニング（ストレッチ）を大事にしていきます。 

   小学校の授業で、40 分間の姿勢保持が難しい子が増えています。体幹が育っていない

ため、疲れてきて、意識の中心は「きついなー、早く終わらないかなー」と、時間が気に

なってきて、学習が身に入りません。学習に集中するためには、体幹の育ちが大事です。 

  

Q6：3 歳以上の子どもたちの室内遊びは、どのような内容ですか？ 

A 1 歳くらいまでは、個別支援（1 対 1）として達成感を感じられるおもちゃやままごと、

ブロックなどで遊びますが、2 歳児クラスからは個別遊びに加えて、対面で役割がある 

ごっこ遊びが展開されていきます。（お母さんごっこ、お店屋さん、レストランなど） 

  3 歳以上は、基本的には子どもたちのやりたい遊びを広げてあげたいと思っています

が、遊び慣れていない子には、子ども同士で誘いながらごっこ遊びへ誘っていきます。 

  例：昨年度の大池の 3 歳児の室内活動（5 月～7 月） 

   １．3 歳児室の窓際をロケットの発射台と見立てて遊んでいる子をみて、窓に星を 

作って貼ろうと、皆で星の製作をする。 

   ２．星だらけの窓下で宇宙ステーションごっこに発展した後、子豚のブー、フー、  

ウーの家に発展する。 

   ３．子豚ごっこで毎日「ブイブイ」言いながら生活していたら、「せんたくかあちゃ

ん」の絵本の発展で室内に洗濯ひもを張って、洗濯した（作った）T シャツや子豚

や鬼などをつるして干して、室内が洗濯物だらけになって生活していました。 

     絵本や会話の中から広がった子どもたちのイメージを制作活動やごっこ遊びに

展開していました。 

  例：大池の 5 歳児は、今年 5 月からなわとびを三つ編みしたり、裁縫でぞうきんを  

ぬうなどの手仕事をしたり、自由遊びの時間には、トランプ、ウノ、オセロ、折り紙

など机上での遊びが流行していました。9 月以降は家庭からケーキやお惣菜の空容

器などを持参してお店屋さんごっこの商品作りなどでワクワク時間を使っています。 

  

Q7：プール活動は想定されていますか 

A 予算にはプール購入費をくんでいます。 

  園舎、園庭が完成し、設置場所を確認して購入予定です。 

  夏のプール活動での心肺機能の育ちが、冬の感染症への抵抗力になるため、コロナ禍 

でもプール活動は継続したい活動です。 

  



Q8：夏の暑い時にも外遊び活動は実施されるのですか？ 

A 3 歳以上は、出来れば毎日実施したいと思っています。目的は 

 １．外遊びで遠くを見たりキョロキョロすることで視力を上げる。 

 ２．紫外線を浴びて遊び、ブルーライトにやられない強い目に育つ。 

 ３．近視を抑えるバイオレットライトを浴びて、目が悪くなるのを防ぐ。 

 ４．広い場所で広範囲を見ながら遊ぶことで視界・視野を広げる。 

 ５．今後、運動クラブなどの外での活動は、35℃の中で行われることが想定されます。 

   レギュラー争いする時に、暑さに弱いなんて事は、負けも同然です。 

   その時に、気温を気にせず夢中になれるために、35℃への適応力を育てておきたい。 

   暑い中での水遊び～適度な時間で切り上げてのクールダウンをくり返しながら、暑

さへの適応力を上げてあげたい。冬の寒さも同じです。「暑いから涼しいところで…」

と、子どもに無理をさせないことは、子どもを弱くする「残酷な心づかい」だと   

言っています。 

  

Q9：園外活動はどのように考えてありますか？ 

A 照葉は、中央公園はじめ、緑地帯が多く配置されていて公園も多いため、園外保育と  

して散歩や公園散策、園外活動等に積極的に出向きたいと考えています。 

  

Q10：リズム遊びを取り入れていくと聞きましたが、どの程度の研修やレベルですか？ 

A さくらんぼリズムを活用していきますが、保育士募集にも「さくらんぼリズムを行い 

ます」と明記していません。特定の団体の研修会に定期参加することも想定していません。 

  「○○保育園のように…」と比べて、高みを目指すことなく、目の前の子どもたちに  

無理なく、心地よく、リズム遊びが「遊び心」いっぱいの「楽しい遊び」の時間になれる

ようにすすめてまいります。 

  

Q11：子どもたちに、あいさつなどはどのように指導されますか？ 

A 「おはよう」「さようなら」「ありがとう」「ごめんなさい」などは、大人が自然に行う 

中で学んで（まねて）もらうようにしていきます。（強制はしません）また、「いただき  

ます」や「ごめんなさい」は、心を込めて「言霊（ことだま）」として、気持ちが込め    

られないのであれば、言わされる「ごあいさつ」になるため、「命をいただきます」の   

意味が理解できる２～３歳までは「いただきます」を強要しません。「ごめんなさい」も

自分で折り合いがつけられて納得して言えるまでは強要しません。 

  子どもたち一人ひとりの心の成長と言葉の理解に見合った生活をすすめてまいります。 

  小学校に向けて、集団行動や規律、あいさつ指導については、5 歳児クラスの 2 月～

3 月に行います。集中して話を聞けるようになった 6 歳児は、１～２カ月できちんと  

学べます。種をまく時期を間違わないように、注意して育てようと思っています。 

  

 



２．給食・食育に関する事項 

Q12：給食・おやつは手作りなのですか？ 

A 施設内に給食室を完備します。スタッフも直接雇用の職員が担当します。 

  玄米を炊けるように大きな圧力釜を用意しますし、食育に力を入れたいと思って  

います。 

     給食・おやつ・延長保育のおやつ・延長保育の夕食等、行事等での影響がない限り極力、

手作りの食事・おやつを提供していきたいと考えています。 

  

Q13：子どもの食べ物の「好き・嫌い」には、どのように対応されますか？ 

A 高齢者への食事サービスと同じように、保育園でもお子様本人との信頼関係を重視し、

強要はいたしません。嫌いなものは、まずは「外してあげる」ように対応し、本人の身体

と食の成長をみながら、「一口食べてみない？」と誘っていきたいと思います。 

  一口でも食べようと思うようになるのに、1 週間なのか 1 か月なのか、3 カ月なのか

…「信じて待つ力」が保育士に試されます。 

  当然「ねがい」としては、6 歳になる時には「出されたものは全て、時間内においしく

楽しく食べてしまえる」子どもに育てていきます。食べる力＝生きる力が育ってくれます。 

  

Q14：アレルギー食への対応は、どのように考えてありますか？ 

A 栄養士も勤務します。医師の診断に従って、出来る限りの代替食（除去食）を用意させ

ていただき、本人が引け目を感じないように出来るだけ配慮してあげたいと思って  

います。 

  

Q15 玄米食は幼児に大丈夫なのですか？ 農薬は大丈夫なのですか？ 

A １年目なので、全員一斉に毎日…とは思っていません。 

  年齢、そしゃく力、日ごろの食事状態を把握しながら、徐々に進めています。そのため

に、調理場には７升炊きの圧力釜と別に、３升炊きのガス炊飯器を準備します。 

  玄米なので、確かに農薬も気になるところです。そこで、無農薬米を購入します。黒米・

赤米も一緒に仕入れます。(大池は久留米の契約農家から仕入れています) 

  

３．園生活に関する事項 

 Q16 延長保育時間の料金は？ 

A 延長保育料金は次の通りです。 

・標準時間保育の場合       単発：30 分単位 300 円 

     18 時～19 時（軽食付き） 月額 4,000 円 

     18 時～20 時（夕食付き） 月額 7,000 円 

・保育短時間の場合        単発のみ 30 分単位 300 円 

 

 



Q17 延長保育のお願いは、その日でも大丈夫なのですか。 

A 毎日、定例でお仕事が遅い場合の延長保育は、月極での申込みをすすめます。 

  予定がわかっている延長保育は連絡帳に記載いただけると大丈夫です。 

 突発的な残業や迎え時間に間に合わない場合は、お電話いただければ大丈夫です。 

  お仕事される保護者を応援するのが、保育園の仕事です。何なりとご相談ください。 

  

 Q18 延長保育時の保育は？ おやつは？ 

A 延長保育時間：18 時になったら、すぐにおやつ提供時間ですので、机についてみんな

でおやつです。 

  保護者の勤務状況や延長保育希望者の年齢・人数によって合同での保育になる時間が

変わってくると思いますが、出来れば 18 時には 1 つの部屋に集まって保育をするよう

に考えています。 

  おやつ内容は、19 時までの延長保育は、おにぎりやクッキー。19 時を過ぎる延長  

保育希望者には、夕食（主食＋汁ものなど）を提供するように考えています。いずれも、

極力手作りのものを提供したいと考えています。 

  おやつ・夕食後は、コーナーごとにままごとやブロック、絵本などで時間を過ごします。

歩行前の 0 歳児がいる場合は、ミルクや離乳食、過ごす場所等を相談しながら対応  

します。 

  

Q19「布おむつをすすめる」とのことですが、持ち帰りはあるのですか？ 

A 布おむつは「レンタル」です。おむつは、業者が回収して洗濯します。 

 専門業者が回収・洗浄・殺菌・消毒・高熱乾燥～搬送してくれます。 

 病院・老人ホーム等にも納入している 50 年以上実績のある会社です。 

 保育園に登園したら布おむつに交換。 帰りは紙おむつに替えて OK です。 

 レンタル月額は年齢、頻度により異なりますが、参考として 

  ０歳：約 5,000 円  1 歳：約 4,000 円  2 歳：約 3,000 円  

 ・おむつカバーは個人で用意していただき、持ち帰りをお願いしています。 

 ・現在（R3 年度）の大池けいあい保育園の２歳児クラスは、6 月から全員布パンツで  

生活しています。1 歳児クラスの時から布おむつで生活したから、排泄の自立が早かっ

たのだと実証されました。 

  

Q20 3～5 歳児でもおむつのままだったり、漏らしたりすることがあると思います。 

どのように対応されますか。 

A 本人が恥ずかしくない範囲で、オムツが外れるための生活支援は出来ると思います。 

  3～5 歳のトイレ奥にシャワー室があります。失敗したらこっそり対応し、本人の  

プライドが傷つかないように対応できるようにしています。 

  

 



Q21 お薬を飲ませたり塗り薬の塗布などを対応していただけるのですか？ 

A 基本的にお薬は、医師から保護者へ処方され、保護者の責任で与薬されるものです。 

  保護者以外の保育士等が与薬することはできません。 

一日３回と処方されたお薬は、「朝、帰宅後、寝る前」に与薬していいか医師に相談して

いただくようにお願いすると思います。塗り薬も同様です。 

  また、医師の処方以外の市販のお薬は、一切受け付けられません。 

緊急・特別なお薬が処方された場合は、医師からの文書を確認させていただいたうえで

対応させていただきます。 

なお、アレルギー等の確認・対応は、定期的に面談しながら丁寧にすすめさせていただ

きたいと思っています。 

  職員も保護者の皆様とともに、勉強させていただきたいと思います。 

  

Q22 お昼寝は何歳まで？  年長のお昼寝は？ 

A 基本的に０～５歳までお昼寝を想定しています。 

  「睡眠と脳科学」を参照すると、脳神経の 8 割を視神経がしめていて、目を閉じて   

静かに休めることで、脳がとても休まります。情緒が安定して、午後の活動が落ち着き 

ます。 

  寝なくても、１０～２０分静かに目を閉じて、休憩するだけで効果は大きなものです。 

 大池では、1 年目の 5 歳児は 10 月までお昼寝をしていました。2 年目はお昼寝では

なく、休憩時間としています。布団に寝るのではなく、ゴザの上にバスタオルをかけて、

ごろ寝で 20 分ほど目を閉じることにしています。 

 照葉でも、入園説明会までに具体的な実施方法を整理していきます。 

  

Q23 どこかに、No メディア、No キャラクターと書いてありましたが、持ち物などに

キャラクターは禁止ですか？ 

A 願いとしては、持参品や服などもキャラクターがついてないものにして欲しいと思って

います。しかし、おばあちゃんからプレゼントされたシャツを自慢げに着てきた子に「No」

というのは酷なことです。自慢したい気持ちを満足させてあげて、「汚れたらかわいそう

だから、お家で着よう」などと大事なものだから大事に！と切り替えをしながら、保護者

とのやり取りをしていきます。  

  

 Q24 保育園時代を自由に生活してしまうと小学校での集団生活に適応できないなどの

心配はないのですか？ 

A 自由な生活の中にもアクティブラーニングとして子どもたちが自ら発言し、責任もって

役割などを果たす活動をしていくと、自ら考え、その行動の意味を納得して行動するよう

になります。 

 5 歳児クラスでは、問題やトラブル、けんか等が発生した時に、自分たちで話し合い 

ながら解決する自治活動をすすめています。 



  逆に、指示されて行動することは、自ら考え自分の責任で行動するよりも簡単だと思い

ます。 

  これまでに、すすめてきた保育の子が集団生活で困ったという話は聞いていませんし、

むしろリードしながら、集団をまとめたり、遅れている子をサポートしている話はよく 

聞いてきました。 

  

Q25 子どもたちのクラスは、年齢ごとですか？ 

A 基本的に０歳～５歳児クラスまで、年齢ごとに生活します。 

生活の基本は年齢ごとですが、活動としては、朝のリズム遊びを３～５歳児の合同で  

行ったり、ホールや園庭で異年齢での交流活動をしたり、年度途中から３～５歳児が  

縦割りの混合で生活する日を設けたりなど、時期や行事によって臨機応変な活動を計画

していくと思います。 

  

Q26：レンタルのお布団は、どのタイミングで洗浄や交換されるのですか？ 

A 毎年一回、業者さんが入替え交換します。 

  お漏らしや汚れた場合は、日常的に保育園で水洗い・乾燥（乾燥機での熱処理）します。 

  シーツが汚れた時には、保護者に持ち帰っていただき洗浄をお願いしています。 

  

４．その他の事項 

 Q27 送迎用駐車場はあるのですか？  

A 保育園横に駐車場があります。職員を含めて 36 台駐車可能です。 

  

Q28：玄関のセキュリティーはどのようになっていますか？ 

A 保育園を囲むフェンスは高さ１２０ｃｍ以上になると思います。 

  玄関の施錠等の細かい仕様はこれからの打合せで決めますが、たぶん電子錠になるの

ではないかと思います。玄関で呼び鈴を鳴らしていただき事務所から解除する仕様に 

なると思います。 

 

 Q29：駐車場や玄関、園庭などに防犯のためのカメラ設置等は考えてありますか？ 

A グループ園の大池、愛宕、けいあい保育園には、カメラを設置しています。照葉でも  

設置させていただくために設計に入っています。 

   

Q30 保護者会等はどのようにお考えですか？ 

A グループ園の大池も愛宕も、保護者会は未設置です。 

  照葉では、必要性も含めて、開園後に検討してまいります。 

  保護者の皆さんに、保育園の事業運営に積極的に関わっていただきたい思いはあり 

ますが、余分な負担をかけない工夫も必要ですので、話し合いながらすすめてまいります。 

   



 Q31:すぐ南側に 40 階建ての「照葉ザタワー」が出来ますが、保育園が日陰になったり

しないのですか？ 

A 建物がちょうど真南にあるため日陰になる時間は、11 時過ぎから 14 時頃までです。

ちょうど午睡（昼寝）の時間に重なるため、過ごしやすくていいかもしれません。 

  

Q32 2 人の兄弟を預けた場合に、どちらか 1 人が発熱した時は 2 人ともに帰宅となり

ますか？ 

A 保護者の仕事により、そのまま病児保育に預けられる場合や迎えに来た後のかかりつけ

医への通院の時間など、その時々で保護者との確認をしながら対応すると思います。 

「2 人とも一緒に連れてお帰り下さい」という答えだけでは無いと思います。 

  

Q33 新設園ということで、保育士さんへの保育方法の統一や職員教育は、どのように 

考えてありますか？ 

A 照葉の園長と主任保育士等３名が、大池けいあい保育園で研修を兼ねて仕事をして  

います。保育内容を大池、愛宕と交流しながら一つずつ確認していきたいと思います。 

保育士募集にも「おどさない、せかさない、比べない、叱らない人」と記載していますが、

職員もアクティブラーニングしながら、子どもの気持ちに寄り添い、どのように子どもの

満足を提供できるか、毎日みんなで悩みながらすすめていくことと思います。教育です 

ので、急いではいけません。信じて待ちながら育ててまいります。 

  


