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児 童 憲 章 

 

われらは、日本国憲法の精神に従い、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童

の幸福をはかるために、この憲章を定める。 

 

児童は、人として尊ばれる。 

児童は、社会の一員として重んぜられる。 

児童は、よい環境の中で育てられる。 

 

１．すべての児童は、心身ともに、健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。 

２．すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵ま

れない児童には、これにかわる環境が与えられる。 

３．すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害から守ら

れる。 

４．すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的

に果たすように、みちびかれる。 

５．すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳

的心情がつちかわれる。 

６．すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整った教育の施設を用意さ

れる。 

７．すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。 

８．すべての児童は、その労働において、心身の発達が阻害されず、教育を受ける機会

が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護され

る。 

９．すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、わるい環境から守られる。 

１０．すべての児童は、虐待、酷使、放任その他不当な取り扱いから守られる。あやまち

をおかした児童は、適切に保護指導される。 

１１．すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不十分な場合に、適切

な治療と教育と保護が与えられる。 

１２．すべての児童は、愛とまことによって結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に

貢献するように、みちびかれる。 
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全国保育士会倫理綱領 

 

すべての子どもは、豊かな愛情のなかで心身ともに健やかに育てられ、自ら伸びていく

無限の可能性を持っています。 

私たちは、子どもが現在(いま)を幸せに生活し、未来(あす)を生きる力を育てる保育の

仕事に誇りと責任をもって、自らの人間性と専門性の向上に努め、一人ひとりの子どもを

心から尊重し、次のことを行います。 

 私たちは、子どもの育ちを支えます。 

 私たちは、保護者の子育てを支えます。 

 私たちは、子どもと子育てにやさしい社会をつくります。 

（子どもの最善の利益の尊重） 

１．私たちは、一人ひとりの子どもの最善の利益を第一に考え、保育を通してその福祉を 

積極的に増進するよう努めます。 

（子どもの発達保障） 

２．私たちは、養護と教育が一体となった保育を通して、一人ひとりの子どもが心身とも

に健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境を用意し、生きる喜びと力を育むこと

を基本として、その健やかな育ちを支えます。 

（保護者との協力） 

３．私たちは、子どもと保護者のおかれた状況や意向を受けとめ、保護者とより良い協力

関係を築きながら、子どもの育ちや子育てを支えます。 

（プライバシーの保護） 

４．私たちは、一人ひとりのプライバシーを保護するため、保育を通して知り得た個人の

情報や秘密を守ります。  

（チームワークと自己評価） 

５．私たちは、職場におけるチームワークや、関係する他の専門機関との連携を大切にし

ます。また、自らの行う保育について、常に子どもの視点に立って自己評価を行い、保

育の質の向上を図ります。  

（利用者の代弁） 

６．私たちは、日々の保育や子育て支援の活動を通して子どものニーズを受けとめ、子ど

もの立場に立ってそれを代弁します。  

 また、子育てをしているすべての保護者のニーズを受けとめ、それを代弁していくこ

とも重要な役割と考え、行動します。 

（地域の子育て支援） 

７．私たちは、地域の人々や関係機関とともに子育てを支援し、そのネットワークにより、

地域で子どもを育てる環境づくりに努めます。 

（専門職としての責務） 

８．私たちは、研修や自己研鑽を通して、常に自らの人間性と専門性の向上に努め、専門

職としての責務を果たします。 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

全国保育協議会 

全国保育士会 
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は じ め に 
 

 近年、少子化、核家族化、都市化など子どもをめぐる生活環境の変化が社会問題になっ

ています。保護者は子育ての孤立化や子育てに関する理解不足などから、不安や悩みを抱

えています。子どもは遊び場の減少や生活リズムが乱れなどから育ちの弱さが指摘されて

います。 

 船橋市も例外ではなく、子どもが健やかに生まれ育つ環境を整備するため、平成１７年

に子、親、地域が共に育ち合えるまちづくりを基本理念として船橋市次世代育成支援行動

計画「ふなばし・あいプラン」が策定されました。 

 その「ふなばし・あいプラン」の基本理念に沿い、柱となる次の１０項目 

 １．命をはぐくみ、まもります！ 

 ２．子どもの心をそだてます！ 

 ３．体をつくります！ 

 ４．学びをたすけます！ 

 ５．権利をまもります！ 

 ６．安全を保障します！ 

 ７．親を支えます！ 

 ８．情報を届けます！ 

 ９．みんなの手で育てます！ 

１０．未来を託す市民を育てます！ 

を念頭に置き「子育て支援」を目指しています。 

地域に根ざす保育園の果たすべき役割は大きく、その専門性を活かして、「子、親、地域

が共に育ち合えるまちづくり」を積極的に行なっていかなくてはなりません。子どもを見

つめる目、親を見つめる目、地域を見つめる目が、船橋の子どもたちに同じように注がれ

ていかなければなりません。 

 この冊子は保育者がその「目」をしっかりとつないでいくものとして作られました。女

性が働き続けながらも安心して子育てができる、子どもたち一人ひとりが自己肯定感を持

ち、心豊かに生きていくことができる、そんな「まちづくり」の一つの分野として保育事

業を展開しています。 
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保育目標  「健康で良くあそべる子ども」 

         「思いやりのある子ども」 

   

昭和２５年保育園が開設されて以来、上記の目標を掲げて保育してきました。 

心身ともに健康で明るく安定した生活を送り、自分で遊びを見つけ色々なことに挑戦

できる子、いたわりや思いやりの心を持ち相手の気持ちに気づける子、そんな子どもに

育ってほしいと願っています。 

一日のほとんどを保育園で過ごす子どもにとって、保育園は穏やかであたたかく 

くつろげる場であってほしいものです。 

そして、「今日も一日、楽しかった」「また明日も保育園で遊びたいな」と心から思え

る保育園を目指しています。 
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１．保育理念 

 

自分を信じる力・人を信じる力 

 

幸せに生きるためには自分に対して肯定的なイメージを持つことが大切です。 

人は一人で食べることも移動することもできずに生まれてきます。子どもは自分の存在

や思いを受け止めてもらい、愛されていると感じながら大きくなっていきます。そしてそ

の安心感を土台として自ら育つ力を発揮していきます。 

ありのままの自分を受け入れてくれる人がいること、自分の考えや想いを理解してくれ

る人がいることで新しいことに挑戦する力を持つことができます。 

失敗しながらもできるようになった達成感や満足感が自信を育てます。 

 

 

命のはぐくみ 

 

 命の誕生は多くの人に感動と喜びをもたらします。保育者(＊)は命と向き合うとき、存

在そのものに感謝と畏敬の念を抱き続けたいものです。 

 人は万物から命をいただいて生きています。 

食べ物が命をつないでいます。  

他の動物や植物も同じ営みの中で命を繋いでいます。 

その意味では生きているものはすべて仲間であり友だちです。 

 生き物や植物に触れる経験をたくさんして、命に感謝し、仲間や周囲の自然を大切にす

る子どもたちを育てていきます。 

 

 

 

 

＊保育者とは、保育園に働くすべての大人 

（保育士、栄養士、看護師、調理員、用務員、時間外保育職員など） 
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健康な体づくり 
 

食事や睡眠、排泄、遊びなどの生活のリズムが整えられ、一日の生活がスムーズに流れ

ることは、子どもの情緒を安定させ、体を作るエネルギーの土台となります。 

また、子どもの運動への欲求を十分に満たしていくことは、車社会であることや、外で

遊ぶ空間が狭められているという現状からもとても必要なことです。 

乳児期は発達に合った遊びを保障することで、周りに興味を持ち、手を伸ばしたり、ハ

イハイしたりして動こうとする力が体を発達させていきます。 

歩行が完成してからは、でこぼこ道や砂利道、段差や階段などを歩いたり、引っ張った

り、押したりして歩くことが楽しくてたまらなくなる中で、バランスをとることを身につ

けていきます。 

幼児期になってからは散歩などを通して長い距離を歩くことや、戸外遊び、体育などを

通して基礎的体力と、ぶつからないように周りを意識して走る力やスピードをコントロー

ルする力などの調整力が身につきます。また、さまざまな道具を使うことは身体を動かす

楽しさを高める手助けになります。 

できるようになったことや、頑張りを周囲の人に認めてもらうことは、一人ひとりの自

信につながります。そして、ますます体を動かすことが好きになっていきます。 

 

 

生活する力 

 

生まれた時から愛情を注がれ全面的に世話をしてもらうことから始まり、人への信頼が

獲得されると、今度は自分でやってみたいという気持ちを表し、少しずつ自立へと歩み始

めます。 

自立していく過程では「できないけれどやりたい」「できるけれど今はやりたくない」な

どの葛藤を経験します。その気持ちを受けとめてもらったり、認められたりしながら人と

の関係を学びます。「自分でできることに自信を持つ」「更なる一歩を踏み出す」「できない

ことを人に頼み、やってもらったことに感謝する」「自分のできることを人にしてあげる」

「人と協力し助け合える」などの態度や必要な習慣を身につけていきます。 
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友だちと育つ 
 

０才～６才までの年齢の異なる子どもが生活したり、遊んだりすることで、年下の子が

年上の子にあこがれて、色々なことに挑戦しようとしたり、年上の子が年下の子に優しく

したり、助けたりしていきます。子どもにとって、周りにいる友だちは心を通わせていく

上で欠かせない存在です。時に起こるけんかやぶつかり合いで、くやしさ、悲しさを味わ

うことでしょう。でもそのことで相手の気持ちを考えたり、折り合うことの大切さを知っ

たり、次はどうしたらいいかと考え乗り越える力をつけていきます。 

友だちと日々生活し遊ぶ中で、「順番を守るとみんなで楽しめること」や「ルールや規則

はみんなを守るためにあること」など秩序や規律を自然な形で学んでいくでしょう。 

また、「～ちゃんのようにやってみよう」とあこがれを抱いたり、あんなふうにすると嫌

だな、などお互いが影響し合うでしょう。 

自分の思いを伝えたり、相手の話を聴いたりと、いろいろなことばのやり取りを通して

考える力がついていきます。 

子どもは仲間の中にいて、いつもいい形でつながりたいと努力をしているので、一緒に

いてお互いに「楽しい」「うれしい」「認められている」という体験を重ねていくことが必

要です。 

 

 

自然の中で育つ 

 

子どもは、あそびや生活の中でたくさんの自然と出会います。そして、季節のうつり変

わりや身近な動植物と触れる中で自然に対する認識を深めていきます。 

自然体験は感性を磨き、感動する心や科学する目を身につける事に役立ちます。 

 また、保育者や友だちと一緒に自然からの発見や感動を分かち合う中で、人間関係も深

まっていくでしょう。 

四季折々の変化の中、保育者の折に触れた言葉かけで自然がより身近な存在になるでし

ょう。 
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地域で育つ 
 

保育園の子どもたちは、地域の中で育っていきます。かつては、子どもたちは地域の中

で縦のつながり・横のつながりを言葉や肌で感じ取りながら色々な事を学んで育ってきま

した。 

子どもたちは地域の人とたくさんの交流や関わりを通し、見守られる安心感・一緒に遊

んでもらった楽しさ・困ったとき助けてもらった嬉しさなど体験します。 

散歩先で挨拶を交わし会話を楽しんだり、地域のお祭りに参加するなど、乳幼児期の暖

かな交流は、その子の大切な故郷になることでしょう。 

 

 

家庭と共に 
 

子どもにとって、家庭はかけがえのない場所です。 

保護者に愛されて育つことが、何よりの幸せといえるでしょう。 

一日の大半を保育園で過ごす子どもたちにとって、保育園は第二の家庭ともいえます。 

保育園がくつろぎの場となり、保育者は保護者と同じように愛情を持って接していくこ

とが求められています。 

また働く保護者を理解し、家庭以外での保護者の姿を子どもたちに伝えることも保育者

の役割です。保護者を尊敬し協力していくことの大切さを子どもたちに知らせたいもので

す。 

家庭と保育園が連携をとり、お互いに協力し補い合っていくことが、子どもたちにとっ

ての幸せにつながっていくと考えます。 
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２．保育者の姿勢 

 

 子どもは保育園に働く大人を見て、社会や身近な大人を認識していきます。大人の言動

から、自分を信じる心も、環境を大切にする心も培っていきます。そこに関わるすべての

人が、職種のちがいや正規職員・臨時職員・非常勤職員などの雇用形態のちがいを超えて、

保育者として互いに尊重しあい、主体的に創造的な活動をしていくことが大切です。子ど

もたちが育つ場で働くことの意味と責任を、常に自らに問い続けましょう。 

 

 

 日々の生活の中で 

 

 子どもに「人々は助け合って暮らしている」・｢自分がすき｣など、社会や自分自身に対し

て肯定的なイメージを持てるように援助していくことが保育者の仕事です。保育者は、自

分のしたこと(教えた・遊んだ・さとした・伝えたなど)に関心を持つのではなく、「そのこ

とを子どもがどう受けとめたか・どのように心に留めたか」に関心を払いましょう。 

 

 

・子どもは体験から学んでいくので、失敗を責めずにそこから何を学んでいるかに関心

を示す。 

・命令的になったり指示的にならないよう、子どもに問いかけ相談してみる。 

・人と比べないで、過去と比べて成長したところを伝える。 

・結果ではなく、経過や努力したところを伝える 

・ユーモアと笑いを大切にする。 

・子どもに丁寧な美しい言葉で語りかける。 

・美しい立ち振る舞いを心がける。 

・「みんなの中の私」と、一人ひとりが繋がっていることを意識する。 

・常に複数の子どもと接しているので、子どもが公平感が持てるようにする。 
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保育者の質の向上を図る 

 

 保育者は、専門職としての自覚と誇りを持ち、意欲と向上心を持って常に自己を磨き続けていくことが

必要です。それと同時に、職種を超えて共に学びあうことが大切です。このため、研修を計画的・体系的

に実施しています。 

 

メインテーマ 

｢共感しあう子育て｣ 

サブテーマ 

｢子どもの育ちや親への子育て支援｣ 

｢保育者の専門性を高める｣ 

安 全 保 育 自 己 研 鑽 

職種別研修 

・実践報告研修 

 

・専門職による巡回相談会 

 

・他団体研修への参加 

 

★発達支援児のことを理解し、保

育の向上に努める  

・口腔衛生指導 

 

・摂食指導 

 

・乳幼児心肺蘇生法 

 

・労働安全衛生講習会 

 

★保育に関わるすべて

の 保 育 者 が 安 全 管

理、危機管理の能力

の向上に努める 

・テーマ別研修 

（実践報告発表会） 

 

・夏季研修 

 

・他団体研修への参加 

 

・各園自主研修 

 

・各職種自主研修 

 

・他団体見学研修 

 

★常に自分を高め 、広

い視野で刺激を受け

あい保育に活かせる

ように努める 

統合保育研修 

         施設長研修 

施設長 

         時間外職員研修 

         主任研修 

主任    

         保育士研修 

          

看護職研修 

看護師   

         安全保育研修 

         栄養士研修 

栄養士 

         調理員研修 

 

★専門職としての自覚と誇りを持

ち、各職種の連携をとって、保

育内容と保育者集団の質の向

上に努める 

専門性を高める 
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発達に合わせた保育を進める 
 

保育者は、発達のみちすじを理解していないと、子どもの健全な成長発達を援助できま

せん。 

 発達について大切なことは、 

 

 ・すべての子どもに共通した順序性があること 

 ・急速に発達する時期や変化がなだらかな時期のあること 

 ・一見それぞれが別々の発達のように思われるものも関連性を持っていること 

 ・成長の過程をとばしたり、不十分なまま次の発達を促すことのないようにすること 

 ・その時期に見合った遊びなどを十分にさせること 

 

以上を知った上で、一人ひとりの子どもの発達段階を把握し、次にどのような力を獲得

することが発達上の課題かを明確にして、それが実現できるような活動を保育の中で組織

したり、子どもが発達しようとしている力を援助できるようにしていきます。 

 また、発達の停滞、後退がないかにも気を配り、停滞の時期なのか、あるいは何か問題

があるのかを見極め、問題があるときには、その原因は何かを探り、発達を進める方法に

はどんなことがあるか、工夫できることをいろいろ試しながら、子どもの発達を促せるよ

うな見通しを持った保育実践を展開していく必要があります。 

 資料編の「発達のみちすじ」などは、発達の目安として使い、決して「○歳だから○○

ができないといけない」という捉え方はせず、一人ひとりの発達が現在どこで次にどう発

達するか、発達の順序性はどうかを知るために活用してください。 

 

※【資料編】「発達のみちすじ」参照 
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遊び上手になる力をつける 
 

 よく遊べる子どもは何事にも意欲的です。意欲は安心感のなかで育っていきます。大人

の優しいまなざしや肯定的な言葉かけで好奇心や探求心も育ちます。 

 子どもが自ら遊びたくなるような、楽しくて魅力的な環境が整えられると、集中して遊

び始めます。充実した遊びには、道具が必要です。発達に合った道具を十分な数だけ整え

てあげることは、子どもの遊びを豊かにしてくれます。子どもは自ら育つ力をもち、今の

自分に必要な遊びと道具を見事なくらい選びます。 

 そして、大人が常に考えておかなければいけないのは、その道具を使って子どもが主体

となって遊ぶことです。子ども自身が遊びに向かう、その意欲を大人は育てなくてはいけ

ません。時には大人が、「こんなふうにあそんだらもっと楽しいよ」というモデルをそっと

示してあげることも大切です。子どもは柔軟にそれを吸収して、また違う段階へと発展し

ていきます。その際、モデルを示すために大人が一緒に遊んであげた時には、いかにそっ

と抜けていくかが問われます。いつまでも子ども相手にしていたのでは、子どもは常に大

人と一緒でなければ遊べなくなります。大人が抜けた後に、すぐにやめてしまうようであ

れば、それは子どもがやりたかった遊びではなく、大人と遊んでいただけのことです。こ

ういったことは、その遊びが子どもにとって難しすぎるか、簡単すぎるかのどちらかにな

っていることが多いようです。 

 遊びを通して子どもは「ヤッター！」「やれた！」「がんばった！」という達成感を得る

ことができます。子どもが感じている達成感に大人が共感することが大事です。 

 

 

保護者とのかかわり 

 

保護者にとっても保育者にとっても、子どもの成長は何よりの喜びです。 

園での様子を知って安心していただくため、子どもの成長や様子やエピソードを折に触

れて言葉や書面で伝えていきます。 

保育園からのおたよりは園を理解していただくためのものです。 

保護者向けの行事は、園を理解していただくとともに、保護者同士のつながりをふかめ

るきっかけにもなるでしょう。 

私たちは、保護者との信頼関係のもと悩みに寄り添い、子育てのパートナーとして、人

と人とのつながりを大切にしていきます。 

そして、子どもと保護者に、「保育園大好き」と言ってもらえるような保育をつくって

いきます。 
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３．適切な環境を考える 

 

保育の環境は、大きく分けて人的環境と物的環境があります。 

 

人的環境 

子どもが伸びる力を信じ、子どもの主体性を大切にしながら、適切な援助をしてくれる

保育者がいることです。 

保育者は子どもの発達段階や心理状態を把握し、基本的生活習慣の習得と自立を目指し

た援助をすることや、保育所保育指針に沿った保育内容で、教育的要素を含んだ遊びを豊

富に提供することが求められています。 

 

物的環境 

子どもがくつろいで過ごせ、生き生きと活動できる、安全で衛生的な成長発達を助長さ

せる玩具や遊具が備わっている合理的な空間が必要です。 

乳児室は、遊びの場と生活の場が分けられていて、それぞれの場所で活動している子ど

も同士が、邪魔しあうことがなく、お互いの活動が保障されていること、保育者の動線が

無駄にぶつかり合うことがなく、円滑な動きが可能であることが大切です。遊びの場を区

切る仕切りとなる家具類は、高すぎることなく、子どもの視線を妨げて遊びに集中でき、

大人からは見通しがきく位の高さが望ましいです。 

幼児室は、机上で遊べる場と、常設のコーナー遊びの場とがあり、自分で遊びを選んで

楽しめる場であること。玩具の内容によっては、出来たものを飾ったり、続きのために取

っておいたり、持続的、継続的な遊びが保障されることが必要です。 

遊びの場は時間帯により、生活（食事、休息）と共有するので、乳児同様子どもの遊び

場を邪魔せず、無駄な動きで遊びの場を横切らない配慮を考え、生活への移行のため動か

す家具は、最小限に留められることが望ましいです。 

園庭は、自然の観察が出来たり、虫が寄ってくる草地があり、身体を使って遊べる遊具

が備わり、思い切り走れる空間が必要です。 

また、豊かな自然の中で、四季の変化に触れ、五感を育て、科学の芽を育み、命の尊さ

に気付ける自然環境や、子どもたちが健全に育てられる地域と社会が必要です。 
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みんなでつくる行事 
 

私たちの暮らしの中には、子どもたちに伝えていきたい年中行事があります。 

行事は、その意味を知る他に、季節の訪れを感じとること、日々の暮らしの中で様々なも

のに感謝すること、また生きる知恵を身につけることにもつながり、人としてのあり方を

学ぶ機会にもなるといえるでしょう。 

保育園でも、様々な行事が年間組み込まれています。子どもたちが心待ちにしながらひ

とつの目標に向かってみんなでつくりあげていくことの楽しさ、またやり遂げた達成感な

どを味わうでしょう。 

行事は、子どもたちが成長していく上でひとつの節となり、心の糧となるでしょう。心

豊かな人として子どもたちを育てていくために、私たち大人は、行事の持つ意味をしっか

り理解し、子どもたちに伝えていくことが大切です。 
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４．食への取り組み 

 

食…それは人間が生きていく上でもっとも大切な事柄と言えるかもしれません。 

成長過程の子どもにとってはなおさらのことでしょう。 

「食べることって楽しいね」「みんなと一緒に食べるとおいしいね」「嬉しいね」という経

験を、乳幼児期にたくさんしてほしいものです。 

 ０歳児は、母親や母親に代わる信頼できる大人の腕に抱かれ、ゆったりした時間の流れ

の中で、ミルクを飲んだり離乳食を食べたりします。 

 １・２歳児は、自分で食べられるようになります。この時期の援助は、一人ひとりの育

ちに合わせて、食材の形状や、食器などの周辺環境を整えること。そして、子どものでき

ることを見きわめ、次に何ができるかという発達の見通しを持ち、適切な援助をしていく

ことです。 

 幼児期に入るとより自立し、クラスの当番活動（配膳、下膳）や野菜栽培、自分たちで

料理して食べるクッキング保育などの活動が加わります。 

 当番活動は、生活を自分たちで作っていくという自立の心と、人の役に立つ喜び、協力

することなどの社会性を育てます。 

 野菜を栽培し食べるという経験は、流通に乗った食材を食べている私たちに食の本来の

姿を教えてくれます。子どもたちは、いつの日か、大きくなった時、動植物から命をいた

だいていること、自然環境は繋がっていることに気づいてくれるでしょう。   

また、クッキング保育で料理する楽しみや食への興味を膨らませてほしいと思います。 

 

私たちが具体的に行っていくこと 

○「おなかがすいた」と感じられる充実した遊びを設定していくこと。 

○子どもの２４時間の生活を見通し、保育園の昼食やおやつの時間を適正に設定するこ

と。 

○「いただきます」「ごちそうさまでした」「めしあがれ」などの豊かで美しい言葉を使

うこと。 

○おいしい匂いや音と共に、作り手の顔が常に子どもたちに見えるようにすること。 

○日本古来の行事食を継承し、食文化を伝えること。 

○地産地消を推奨すること。 
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５．幼・保・小の連携 
 
子どもの育ちを連続したものととらえ、地域社会全体で子どもを育てていくということ

は大切なことです。 

年長児が就学することを意識し、就学までにつけたい力を職員間で討議するだけでなく、

保護者の意見や、幼稚園、小学校など専門家の意見を聞きながら実践していくことが求め

られています。 

子どもが自ら発達していく力を伸ばすには、大人の適切な援助が不可欠です。 

時代にあった子どもの育ちと、普遍的な子どもの育ちを見極めながら、保育していかな

ければなりません。 

就学という大きな節目において、子どもに関わる各施設がお互いの良さを知り、学び合

い、相互理解を深めることが必要です。 

船橋市幼稚園教育研究協力者会議は、幼・保・小合同研究集会を主催し、関係各機関の

連携を深めています。小学校でも、地域の幼稚園・保育園と交流する授業が行われていま

す。市立保育園でも、今後研究および実践が求められます。 

 
年長児担当者研修 
年長児は、その発達の特徴として、抽象思考や客観的思考ができるようになります。 
保育は、力を合わせて分業しながら目的に向かうことや、協力して問題解決をしていく

ことなど、それまでの保育とちがう一面がでてきます。（資料編「発達のみちすじ」参照） 
 年長児担当者研修では、実技研修、実践発表、公開保育などを通して保育内容及び保育

者の質の向上を図る取り組みを実施しています。 
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６．多様な保育への対応 
 
産休明け保育 
 
 産休明け児とは、船橋市では生後５７日から６ヶ月未満の乳児のことをいいます。産休

明け保育は、昭和６２年、海神第二保育園で開始されました。平成１２年７月には、全園

で実施されるようになりました。 
 産休明け保育は、より質の高い保育環境と養護が求められます。保護者と協力し、信頼

関係を築いていくことはもちろんのこと、保育者が協力し、連携して保育を進めています。 
 
１）産休明け保育の特徴 
 家庭との連携のもとに、産休明け児の発達の特徴をよく理解し、全面的な養護を中心と

して保育をすすめていかなければなりません。愛情豊かな保育者との継続性のあるかかわ

りが、子どもの人格形成の基盤となり、情緒や言葉の発達に大きく影響することを認識し、

子どもの様々な要求を適切に満たし、子どもとの信頼関係を十分に築くように配慮しなけ

ればなりません。産休明け児は病気に対する抵抗力が弱いため、環境を整えるとともに、

健康管理に努めています。その中で、平成１５年１月よりＳＩＤＳ（乳幼児突然死症候群）

予防チェックを誕生月までの間、実施しています。 
 日々、様々な動きや表情の中に見られる小さな変化を見落とすことなく、発達に応じた

保育を丁寧に行い、個々の成長に合わせて無理なく生活リズムをつくっていくようにして

います。 
 
２）保護者との関わり 
 産休明け保育では、特に保育に関わる保育者と保護者との信頼関係を築くことが大切で

す。それぞれの専門性を生かして安全・清潔に心がけ、家庭に近い環境を配慮しながら決

まった保育者が担当し、小さい赤ちゃんを預ける不安を取り除いてあげられるようにしま

す。日中の子どもの様子を具体的に伝えたりして、保護者から信頼と安心感を寄せてもら

えるように努力しています。また、成長の姿を保護者と共に喜び合いながら、育児への援

助・家庭生活の支援を行い、親と一緒に子育てをしていけるように努めています。 
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長時間保育 
 

 船橋市では、昭和４３年より長時間保育（朝７時～９時、夕方５時～７時）が実施され

ています。 

 保護者の就労形態が多様化し、長時間保育の利用者は増加の一途をたどっています。 

 集団の中で過ごす子どもにとって、長時間保育は心身の負担になることを想定し、一日

の保育の流れを安心してゆったりと過ごせるよう配慮しています。 

 保育者は、一人ひとりの子どもの状況を良く把握し、家庭的な雰囲気の中で過ごせるよ

うな生活空間の工夫や、子どもへの静かな語りかけ、遊びにじっくり取り組める環境を念

頭に置き保育を進めています。 

 保育が長時間にわたる為、一日のうち何人もの保育者が保育に関わっていきますが、引

き継ぎをしっかり行い、保育が途切れることのないようにしています。 

保護者には、朝夕の慌ただしい時間の中にもその日の体調や連絡事項、エピソード等を

伝え合い、互いの温かい関係を築きあげるよう心がけています。 
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統合保育 
 

人は、生まれながらにして全て平等で、だれもが幸福に生きる権利を有しています。一

人ひとりは、みな違うさまざまな個性を持って生まれてきます。社会の中でごく自然に、

また当然のこととして育ち合い、共に生きようというのがノーマライゼーションの考えで

す。 

船橋では、発達に支援が必要な子が健常児の中で一緒に過ごす発達支援保育を実施して

います。昭和４８年度に障害児保育としてスタートし、昭和５９年には「障害児保育実施

要綱」が制定され、医師会の協力を得て「障害児保育審議会」が設けられました。平成１

７年度には、クラスの対応人数及び乳児の受け入れ等が一部改正され、名称についても「発

達支援保育」「発達支援児」「発達支援保育審査会」と改められました。 

一人ひとりのありのままを受け入れ、認め合い、もっている能力を十分に発揮できるよ

う、今後も適切な対応を学びながら、保育を進めていきます。 

 

①個性を大切にする 

個性によっては、保育園での生活に、難しさを感じる場面もありますが、自ら持って

いる発達する力を生かし、自分らしく生きていくために、その子どもの生育暦、環境、

発達の理解や、集団の中での適切な対応が必要です。医療機関への同行訪問、市の職員

（理学療法士，作業療法士，心理士）による巡回相談などで連携を図りながら、発達の

みちすじや、発達の特徴、援助の仕方などを学び、職員全体で、共通理解をすることが

大切です。 

 

②友だちと共に育つ 

子どもは、生活や遊びのなかで常に自分の目標を持っています。その目標が達成でき

た時、大きな喜びとなるでしょう。そして自分の周りの人も一緒に喜んでくれたら自信

につながっていくでしょう。子どもたちは、発達支援児をありのままの姿で受け入れ、

あたりまえに一緒に過ごし、たくさんの関わりや、経験の中から自分を大切にし、他者

をも大切にすることを学びます。保育の中でお互いを認め合う豊かな心を育てていきま

す。 

 

③保護者の気持ちに寄り添って 

子どもと共に生きていく保護者が、我が子の発達を受け入れ、成長を喜べるようにな

るまでには、たくさんの葛藤があることを保育者は十分理解して、その気持ちに寄り添

い、支援していくことが大切です。保育者は、いつも子どもを中心におき、豊かな心で

保護者との信頼関係を築き、小さな成長を見逃さず、喜びを共有していくことが大切で

す。 
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子育て支援 
 

子どもが心身ともに健康に育ち、社会の中で豊かに育つことは皆の願いです。しかし、

子どもをめぐる社会は、核家族化や地域とのつながりが希薄になる等さまざまに変化し、

そのことが子育てを孤立化させました。そして、子どもの育ちの弱さ（体力、自己コント

ロール、子ども同士のつながり、あそびの伝承）として問題視されるようになってきまし

た。私たち保育者は、これからの時代を担う子どもたちの健全な育成のために、子育てを

する家庭や地域に積極的に援助を行っていくことが求められています。また、地域の利用

者へ情報を提供するだけでなく、地域の人たちとともに助け合うネットワークづくりがい

ま求められています。 

 

子育て支援センター 

 ＊平成１２年１０月 南本町子育て支援センター開設 

 ＊平成１４年１１月 高根台子育て支援センター開設 

   両センターと保育園職員とが連携し、子育て支援に保育園の持つ専門性を生かして

きました。 

 

地域との交流 

① 園庭開放・地域交流事業 

地域にある保育園の施設を開放し、地域の方に遊びに来てもらえるようにしたこと 

で、遊びの場を求めていた親子が来園するようになりました。地域交流事業を行うこ

とは、「あそべる場」「気軽に相談できる場」「子育てを学べる場」を提供することに役

立っています。 

② おでかけ保育 

保育園まで来られない親子のために保育園から地域の公園等に出かけ、一緒に紙芝

居や絵本を見たり遊びを紹介したり相談を受けたりしています。しかし、保育園が出

かけられる時間帯と地域の方が公園で遊んでいる時間帯に時差があり、交流の難しさ

があります。 

③ 世代間交流 

核家族が増え、世代間の伝え、支え合いといった地域の社会機能が衰退したことか 

ら、色々な年齢の方々との交流を図っていくことは、子どもたちにとって心やあそび

の幅を広げることに役立ちます。 

④ 情報誌 

育児誌「すくすくだより」を平成１２年１０月より月１回程度発行しています。遊

びの紹介、保健・栄養面からのアドバイス、育児アドバイス、子育て支援センターの

案内などのわかりやすい内容で、地域交流時などに広く利用されています。 
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⑤ ボランティアの受け入れ 

中学生の職場体験や高校生のボランティア活動の受け入れをしています。保育園の 

実情や子どもの状態に十分配慮しながら受け入れています。 

⑥ 育児講座 

保育園の中で地域の方を対象に、子育てのアドバイスや遊びの紹介、離乳食や食事 

の相談などの講座を開催し、子育てに生かしてもらっています。 

 

子育て支援ネットワークづくり 

子育て支援センターとの連携事業の取り組みの中で、保育園ならではの情報の提供に 

より、子育て家庭への支援がより具体的に展開されてきています。地域全体で「子育ち・

親育ちを」の視点から公民館、児童ホーム、地区社会福祉協議会などへの協力体制も実

現し、地域の子育て支援にかかわる事業への積極的な関わりが求められています。 

 

その他（平成２０年１月現在） 

一時保育実施園  （市立）湊町保育園（湊町１－１６－２３） 

          （私立）弥生保育園（本中山３－４－１８） 

              ひばり保育園（松ヶ丘１－３３－４） 

              三山つくし園（三山９－３１－７） 

              まこと保育園（神保町２７５－１） 

              あすなろ保育園（金杉５－１２－１） 

              アンデルセン第二保育園（習志野台５－４３－３） 

              西船みどり保育園（西船１－２１－５０） 

              アリスなかよし保育園（西船２－２９－２８） 

              田喜野井旭保育園（田喜野井４－３０－１２） 

              前原ひまわり保育園（前原西４－１８－１９） 

 

病後児保育        山本医院 新高根キッズハウス（新高根４－７－７）  

 

休日保育実施園  （私立）アンデルセン第二保育園（習志野台５－４３－３） 

             西船みどり保育園（西船１－２１－５０） 

 

ファミリーサポートセンター （本町２－７－８財団法人船橋市福祉サービス公社内） 

 

 子どもやその親、家庭そして家庭を取り巻く地域社会の状況を認識し、そこから生じる

様々なニーズに応じながら、よりよい子育て支援につなげていくように心がけていきます。 
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７．安全 

 

 保育園で生活する子どもたちが安心して過ごせるよう、温かく、家庭的な雰囲気の中で、

安全な環境を私たち職員は提供していかなければなりません。そのために、家庭や地域と

連携し、子どもたちの発達に応じた様々な角度から安全面への配慮を行っています。 

 職員が安全に対する意識を高め、子どもたち一人ひとりの健やかな育ちを保障していき

たいと努めています。 

 安全保育をすすめていく大切なポイントとして、下記の点を全職員で共通理解し、実施

しながら保育を進めています。 

①健康管理・・・・・健康診断・身体測定・日々の健康観察・感染症や事故の予防 

②安全な環境・・・・施設や設備、用具などの衛生・安全管理 

③安全教育・・・・・子ども一人ひとりが発達に応じていろいろなことを体験することに

より、自ら危険を回避する力や生きる力を身につける 

④非常時の対応・・・地震や火災、不審者侵入に対する訓練を行い、非常時の対応の仕方

を知らせる 

⑤アレルギー児の対応・・・医師の助言を仰ぎ、その指示に基づき実施。食物除去にあた

っては、子どもの健全な発育のため慎重に対処して行う 

また、事故発生時には、事故報告書や、ヒヤリハット報告書を利用することにより、事

故の分析を行い、事故防止に努めています。 

 

※下記は、船橋市立保育園が安全に子どもを育てるために、作成し活用しているマニュア

ルです【別冊】 

 ・緊急時の対応マニュアル 

 ・避難訓練計画（平成１８年作成） 

 ・虐待対応マニュアル（平成１８年見直し） 

 ・配膳マニュアル 

 ・乳児マニュアル 

 ・アレルギー対応マニュアル 
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８．虐待への対応 

 

① 児童虐待について 

乳幼児期は身近な大人との暖かな心の交流により心身が成長する基盤が作られ、人と

関わる力を発達させる大事な時期です。親（大人）に全面依存するしかない乳幼児期の

虐待の傷は子どもの内面に深く残り、その後の生活に大きく影響を与えます。精神ダメ

ージは表面には見えにくくそれだけ深刻です。 

虐待は、身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待の四種類に類型化されてい

ます。虐待は子どもの権利を侵害するだけではなく、時には生命を奪うことになること

もあります。 

 

② 保育園の役割 

虐待のほとんどは家庭内で行われ発見されにくい現実があります。保育園は日々の生

活の中で継続的に親子関係や子どものおかれている状況を観察し、把握しやすい立場に

あります。そのため保育者には虐待を受けたと思われる子を関係機関へ通告しなければ

ならないという義務が課せられています。「被虐待児童の早期発見と通告義務」（「児童虐

待の防止等に関する法律」第５条、第６条及び「児童福祉法」第２５条） 

虐待が発生する家庭はさまざまな問題を抱えている場合が少なくないので、多様なア

プローチ、多職種からの働きかけを必要としています。船橋市児童家庭課、市川児童相

談所など関係機関へ連絡し、役割を分担する中で虐待の再発への対応をし、少しでも子

どもが安心できる環境づくりをする必要があります。 

なにより問題を個人で抱えたり判断したりすることのないよう、異なる分野・機関・

専門職が連携し情報を共有する中ですすめていくことが大切です。 

 

③ 保育者の役割と姿勢 

現代の子どもたちを取り巻く環境の著しい変化とそれに伴うさまざまな問題に対し、

私たち保育者は、常に子どもたちの最善の利益は何なのかを考え保育にあたっていかな

ければなりません。 

子どもたちの生命・人権を守るため児童虐待の防止・早期発見に努める中、「いま私

たちに出来ること・・・」を真摯に考え、どの子に対しても明るく、優しく、公平な保

育者でありたいものです。社会福祉に従事する者として自身の言動を常に検証していき

ましょう。個々の家庭の躾や生活態度にまで踏み込めませんが、普段よりコミュニケー

ションを密にとり、保護者を一方的に批判することなく保護者の心情や背景をくみとり、

子育ての良い協力者・援助者となりましょう。 

子どもたちがより良い環境の中で生活出来るよう、関係機関と連携を図りながら適切

な援助をしていきましょう。 
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９．課内評価 

 

 平成１３年、厚生労働省より『福祉サービスの第三者評価基準（保育所）』が示され、船

橋市でも福祉サービスの向上に向けて自己チェックリストを作成し、各園で取り組みまし

た。 

その後、平成１７年度に「課内評価」プロジェクトを立ち上げ、課内評価を実施してい

ます。 

 

目 的 

 ① 保育の質の向上を目指します。 

② 利用者（保護者）、地域住民のニーズを把握したサービスを提供します。 

 

方 法 

  全園で実施 

① 施設長は、保育の「アピールポイント及び課題」「進捗状況と課題、考察」

を明確にします。 

② 職員は、「自己評価表」に基づき自己点検を行い、自分自身の保育の見直し

をします。 

③ 「問題改善シート」を活用し、職員全体で自園の保育を見直します。 

 

訪問評価 ～１７年度より６園ずつ実施～ 

    ・評価担当者（保育課職員・園長・主任・看護師・栄養士）が訪問します。 

① 見学により環境（物的、人的）の評価をします。 

② 「聞き取り表」をもとに、基本姿勢を明確にします。 

③ 実施後、「総合評価」「良いと思われるところ・改善が望まれるところ」をま

とめて実施園に返します。 

④ 結果を受け、職員全員で「改善点」を話し合います。 

（より良い保育のために、子どもたちの笑顔のために、新たな一歩を踏み出

せるよう職員全体で研修をします。） 

 

 

＊ 今後、利点を生かし問題点を出し合いながら課内評価を充実させ、保育の質の向上

を目指し、利用者の最善の利益が図れるように努力していきます。 
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                                         《乳児デイリープログラム》  
 
 子どもの一日  保育士の配慮  ポイント  保育士の動き   
７：００  
順次登園  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あそび  
 
 
 

おやつ  
 
 
 
 
 
（授乳）  

 
 
 
おむつ替え  
適宜  

 
 
 

排 泄  
適宜  

・保育士は明るく温かい雰囲気を作り、登園してくる子ど  
 もたちを笑顔と快い挨拶で迎える。  
・玩具の種類、設定など子どもが安心して遊び、生活でき  
 る環境を整える。  
・保育士は子どもの家庭での過ごし方を把握し、心地良く  
 無理のない生活リズムを心がける。  
 
 
 
 
 
 
 
・遊びの場面では子どもの要求を見極め、一人ひとりの遊  
 びを大切にしながら、全員に目と心を配り、温かく見守  
 り、機嫌良く過ごせるよう配慮する。  
 
・落ちついた雰囲気の中で水分補給を促す。  
 
 
 
 
 
・授乳は一対一の関係をもち、抱いて温もりを伝えながら  
 行う。  
・保育士は子どもと目を見合わせ、心も満たされるように  
 心がける。  
・不快感を取り除き、「さっぱりしたね、気持ちいいね」  
 と語りかけながら丁寧に手早くおむつを替え、気持ちの  
 良い時間となるようにする。  
・肌と肌を触れ合わせて遊んだり、おむつ替えによる心と  
 体の開放感を大切にする。  
・排泄は個人差が大きいので、一人ひとりの排泄リズムを  
 大切にする。  

・室内外の環境の確認  
  安全、室温、湿度、換気  
・生活用具、玩具の確認  
  安全、清潔  
・視診  
  機嫌、顔色、顔つき、傷、  
  湿疹、全身状態、体温  
・時間外保育者より連絡事項  
 を受ける  
 
 
・連絡ノートの確認  
 
・あそびの提供、援助  
  一人ひとりが玩具・遊具  
  に興味・関心をもち、あ  
  そびに集中する  
・摂取状況の把握  
 
 
 
 
 
・摂食状況の把握  
  授乳時の表情、排気の確  
  認、授乳量の把握  
 
・健康状態の把握  
  排泄物の色、状態、回数、  
  皮膚の状況  
・清潔  

・保育士の手洗い  
・室内外の整頓、消毒  
・玩具の準備、消毒  
 
・視診をする  
 
 
・時間外保育より引き  
 継ぐ。出席簿にて人  
 数確認、人数表を記  
 入する  
・連絡ノートより子ど  
 もの状態を把握  
・一緒に遊ぶ  
 
 
 
・保育士の身支度、手  
 洗い  
・おやつ準備（おしぼ  
 り、机、椅子）  
・おやつ援助  
・後片付け  
・ミルクの用意、授乳  
・哺乳量記入、片付け  
 
 
・おむつを替える  
・おむつの始末  
・保育士の手洗い  
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睡眠 
０歳児  

 
 
 

（目覚め）  
 

あそび  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１０：３０  
離乳食  

 
 
 
 
 
 
 

食事  

・排泄機能の発達を見極め、促しながら、子ども自らがトイ
レで排泄しようとする気持ちを育てる。  

・子どもの体調を把握し、必要に応じて一人ひとりの状態  
 に合わせ、睡眠へと誘う。  
・優しい子守歌を歌ったりしながら、快い眠りへと促す。  
・保育士は一人ひとりの状態を常に観察し、適切な対応を  
 速やかに行うようにする  
・月齢及びその日の体調に応じて睡眠時間の調節を考 え 
 る。目覚めた子がまどろんでいる状態も大切にする。  
・一人ひとりの発達を大切にし、豊かな遊びが十分展開で  
 きるよう働きかける。  
・子どもの欲求・要求を見逃さず、温かく受け入れ、子ど  
 もの位置、目の高さ、心に合わせて対応する。  
・遊びの感動や喜びを子ども同士や保育士と共感しあい、  
 伝え合いながら豊かな感情や意欲を育てていく。  
・天気の良い日は戸外で十分体を動かす。  
・子どもと一緒に自然を感じるような触れ合いを多く す 
 る。  
 
 
 
 
 
・遊びから食事へと移る時はゆとりを持ち、落ちついた雰  
 囲気で食事に入れるようにする。  
・特定の保育士と関わりながら、食べることが喜びとなる  
 よう静かで落ちついた環境づくりをする。  
・一人ひとりの好き嫌い、食べ方のくせや食事時間を把握  
 した上で、心地良い語りかけと援助をする。  
・「おいしね」と温かく語りかけ、子どもの“自分で食べ  
 る”という意欲の育ちを大事に伸ばしていく。  
・調理担当者と連絡を密にして、一人ひとりの発達にあっ  
 た調理形態にしていくことで、子どもにとって無理のな  
 い離乳を進める。  
・一人ひとりの食べる姿（摂食状況、摂食量、好き嫌い）  
 を把握する。  
・子どもたちの意欲の芽を大切にしながら、椅子の座り方、 

 

・十分な休息への配慮 
 環境条件  

室温、湿度、通風、衣類  
 体調確認  
  疲労度、寝汗、咳、  
  寝る姿勢、前日の睡眠  
 
・週案、月間指導計画に基づ  
 く  
・戸外での安全確認、あそび  
 の提供  
  機嫌、顔色、体温、  
  紫外線対策  
・安全確保、保育士間の連携  
・散歩  
  天候、気温、ねらいに則  
  した場所、所要時間、個  
  々 の体調、クラスの状態、  
  人数確認、安全確保  
 
 
・清潔  
  顔、手、足、衣服の汚れ、  
  衣服の調節  
・体調確認  
  食欲、食べ方、摂食量、  
  咀嚼、眠気  
・調理状態  
  温度、味付け、刻み方、  
  食べる時間、  
 
 
・清潔  
  手洗い  

 

・室内環境を整える  
・眠りに誘う  
・入眠時間記入  
・呼吸、顔色の観察  
・ＳＩＤＳチェックと  
 記録 
 
・入室時の準備（足洗  
 い、手洗い、着替え）  
・あそびの援助、提供、  
 刺激  
・子ども相互のかかわ  
 りを深める  
・トラブルを防止する  
・子どもの近くで声を  
 かける  
・あそびをこわさない  
 ような振る舞いをす  
 る。  
・散歩に必要な携帯品  
 の準備  
・保育士の身支度、手  
 洗い  
・食事準備（おしぼり、  
 エプロン、机、椅子  
 等）  
・配膳  
・食事介助  
・後片付け、掃除  
・室内環境を整える  

 

   スプーンの使い方やこぼしにも気づき意識できるような    
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着替え 
適宜  

 
 
 

休息  
 
 
 
 
 

目覚め  
 
 
 
 
３：００  
おやつ  

 
 
 

あそび  
 
 
 
順次降園  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
７：００  

言葉をかけ、気持ちよく食事が進められるようにする。 
・いつも同じ方法、手順で着脱の援助をする。  
・子どもの心の状態（甘えたい、やってほしい）を把握し  
 援助しながら自分でしようとする気持ちを大切にする。  
・自分でできた時の喜びや満足感を十分受けとめ、自信に  
 つなげ、意欲を引き出すようにする。  
・子どもの体調を把握し、一人ひとりの状態に合わせて睡  
 眠へと誘う。  
・子守歌や優しい温もりの中で安心して気持ちよく入眠で  
 きるようにする。  
・保育士は個々の眠りの状態を常に観察し、適切な対応を  
 速やかに行うようにする。  
・明るく気持ち良い声かけで目覚めを誘う。  
・布団の中でのまどろみも大事にしながら、気分よく目覚  
 めさせ、排泄に誘う。  
・汗をかいたり汚れたときは衣服を取り替え、清潔にする  
 心地よさを感じ、快適な生活が送れるようにする  
・午前のおやつに準じた配慮を行う。  
 
 
 
 
・午前の遊びに準じた配慮を行う。  
・一日生活した満足感とともに身体的疲労度も高くなって  
 いるので、怪我その他に十分注意し、家庭的な雰囲気の  
 中で落ちついて過ごせるようにする。  
・生活のリズムを大切にし、園生活がそのまま家庭へとつ  
 ながるように、一日の生活の様子を伝える。  
・時間外保育と日中の保育がスムーズにつながるように連  
 絡を十分に取り合う。  
 子どもの一日を振り返り、「いっぱい遊んで楽しかった  
 ね」「また明日遊ぼうね」という気持ちでさよならをす  
 る。  

 
・全身状況の把握 
 
 
 
 
・十分な休息への配慮  
 環境条件  
  室温、湿度、通風、衣類  
 くせ  
  寝ぐずり、指しゃぶり等  
 体調確認  
  疲労度、発汗、咳、寝る  
  姿勢、前日の睡眠状況  
・目覚めの観察  
  機嫌、顔色、動き、体温  
 
 
 
 
 
 
 
・視診  
  顔色、顔つき、全身状態、  
  機嫌、傷、湿疹  
 
・一日の様子を伝える  
・送迎者の確認  
・安全点検  
  玩具、室内環境整備  

 
 
 
 
 

・睡眠準備  
・眠りに誘う  
・睡眠中の状態の観察  
 と対応  
・日誌、連絡ノート記  
 入  
・目覚めを誘う  
・布団の片付け  
・着替え援助  
・体温を計り健康状態  
 の把握  
・保育士の身支度、手  
 洗い、おやつ準備参  
 照  
・おやつの介助、後片  
 付け、掃除  
 
 
 
 
・一緒に遊びながら迎  
 えの人に一日の様子  
 を伝える  
・出席簿にて人数確認  
・時間外保育に引き継  
 ぐ（引継ぎ事項確認）  
・玩具の確認、室内外  
 の掃除  
・ガス、電気、施錠の  
 確認  
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子どもの一日 保育士の動き

７：００
順次登園

・ 保育士は明るく温かい雰囲気を作り、登園してくる子どもたちを笑顔
と快い挨拶で迎える。

　 ・保育士の手洗い、室内外の整頓清
掃

・ 保育士は子どもの家庭での過ごし方を把握し、心地よく無理のない生
活リズムを心がける。

・室内外の環境の確認
　安全、室温、湿度、換気

・遊具点検

・健康観察
　機嫌・顔色・顔つき・傷・湿
　疹・全身状態

・子どもの様子を視診する。

身支度 ・ 生活に必要な自分の持ち物を所定の場所に用意するように見守る。 ・時間外保育者より連絡事項を受け
る。

・
・
時間外保育より引き継ぐ
出席簿にて人数確認・人数表を記
入する

・ ひとりひとりが自らあそびが見つけられるように援助する。 ・
・
連絡ノートの確認
遊びの援助、見守り

・家庭での状態を把握

　 ・ 活動の見通しを伝える。

１０：００
活動

・ その日のねらいに沿った保育をする。
* 健康・人間関係・環境・言語・表現　これらをバランスよく取り入
れ、豊かな経験を心がける。

・週案、月間指導計画に基づく ・活動の設定危険を予測する力、見
極める眼を持つ。

・ 室内・戸外での保育のバランスを考え、一日の保育の組み立てをす
る。

・戸外の安全確認・水分補給・紫外
線対策・保育士の連携

・活動に合わせた環境を整える

・ ひとりひとりの子どもが安定し、自らがあそびを見つけられるよう見
守る。

・散歩：天候、気温、ひとりひとり
の体調、クラスの状態、所要時
間、行き先の配慮、人数確認

・散歩に必要な携帯品を用意する

・ 友だちとのかかわりの中で、集団ならではの経験を大切にする。 ・ひとりひとりの欲求、要求に気づ
き適切な対応をする。

・ 異年齢児とのかかわりを深め、年下の子への思いやりの心の育ちを見
守る。

・
・
遊びの援助や提供、刺激をする。
全体の様子を把握する。

・ 使った玩具や道具を片付け、身のまわりをととのえるようにする。 ・一緒に片付け

清潔 ・ 汚れた手、足をきれいに洗い汚れた衣服を着替えるなど清潔にする気
持ちよさを知らせその行為が習慣になるように働きかける。
うがいをする。

・手洗い,足洗い、うがい
衣服の着替え・調節

・入室準備
保育士の手洗い

保育士の配慮 ポイント

≪幼児デイリープログラム≫
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排泄
（適宜）

・ 自分からトイレへ行き排泄し、後始末をするように知らせ確認する。 ・
・
トイレの使い方の習慣
排泄の自立を助ける

・排泄の仕方、紙の使い方を知らせ
る

食事準備 ・ 手洗いを済ませ、すすんで食事の準備ができるように見守る。 　

１１：４５
食事

・ 落ち着いた雰囲気の中で友だちと楽しく食事できるように環境を整え
る。

・清潔、食事のマナー ・食事準備
身支度、配膳

・ マナーや箸の持ち方に留意し、必要に応じて正しい方法を知らせる。 　

・ 食物と身体との関係に関心をもてるようにし、バランスよく食事する
ことの大切さを知らせる。

・片付け、清掃

歯磨き ・ 正しい歯磨きの仕方を知らせ,すすんで歯磨きできるようにする。 ・歯ブラシの清潔 ・歯磨きの指導、確認

休息 ・ 休息の意味を知らせ、自ら身体を休めるよう働きかける。 ・室温・通風・湿度の確認 ・休息の準備　保育室には、必ず保
育士が在室　日誌・ノート等の記
録

目覚め ・ 換気して目覚めに誘う。 ・換気 ・目覚めを誘う　布団の片付け

排泄
（適宜）

・ 自分からトイレへ行き排泄し、後始末をするように知らせ確認する。 　

おやつ準備 ・ 手洗いを済ませ、すすんでおやつの準備ができるように見守る。 ・おやつ準備

１５：００
おやつ

・ 友だちと楽しく食べるように見守る。 ・片付け、清掃

あそび ・ クラスのみんなで一日を振り返りながら、楽しかったことを話し明日
への期待に繋げる。

　

順次降園 ・ 園での様子を保護者に伝える。 ・視診
　機嫌・顔色・顔つき・傷・湿
　疹・全身状態

・一緒に遊びながら迎えの人に一日
の様子を伝える。

・ 時間外保育と日中の保育がスムーズにつながるように、連絡を十分に
取り合う。

・送迎者の確認 ・
・
出席簿にて人数確認
時間外へ引き継ぐ（引き継ぎ事項
確認）

・ 子どもの一日を振り返り、「いっぱいあそんで楽しかったね」「また
遊ぼうね」という気持ちでさよならをする。

・安全点検・遊具、室内外整備 ・遊具の点検、室内外清掃

　 ・ガス、電気、施錠の確認

１９：００
子どもが主体的に生活したり活動していけるように次の点に考慮し、途切れることなく継続的なデイリープログラムをたてる。
　①その年齢に合った時間配分をする。
　②生活や活動の手順を整える。
　③保育士の仕事、連携の取れた役割を明確にする。
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