
平成 29年度 事業報告 

認定こども園百石幼稚園の取り組み 

 

平成２９年度 事業方針 

（1）子供の健やかな育ちを第一に活動を行う 

（2）子供の育ちは親の育ち 保護者の教育力を高める活動の促進 

（3）子供は地域で育つ。地域貢献活動の促進 

（4）常に質の良い教育を行うための、職員研修の強化 

（5）保育教諭の確保に向けて、働きやすい職場環境を作る 

 

平成２９年度 事業実施内容 

（1）子供の健やかな育ちを第一に活動を行う 

  どの子も育つをテーマに、一人一人の育ちを具体的にとらえながら関わり

を持つ。 

実施日 内容 

通年 個人保育記録 「あゆみ」 スモールステップの作成 

7/10 年長組フィールドワーク 

8/19 個人面談（年長組と他希望者） 

9/25 年長組フィールドワーク 

3/5 ＳＴによる個別の言語指導 

 

（2）子供の育ちは親の育ち 保護者の教育力を高める活動の促進 

百幼大学を中心とした、保護者の学びの場の充実 

実施日 内容 参加者数 

5/1 育児 凸凹家族のママだけど前を向いたら元気になった話 19名 

5/29 食育 薬膳ライフ入門 30名 

6/15 教養 元気が出るオペラ～童謡から歌劇まで～ 17名 

7/7 食育 薬膳ライフフォロー講座 17名 

7/19 育児 はははの話 24名 

9/4 食育 玄米食堂の健康ランチ作り（百小共催） 18名 

10/11 体つくり「ジャザサイズ」（百小共催） 23名 

11/15 教養「オータムコンサート」 24名 

11/24 育児 お片付け講座 9名 

12/1 育児 アロマクリーム作り 17名 

1/24 育児 子どもの発達を促す 育脳体操ＢＢＡ 21名 

 



（3）子供は地域で育つ。地域貢献活動の促進 

   お祭りや地域イベント等への積極的参加や、園でのイベントや学びの 

企画運営 

開催日 内容 

4/22.23 あじゅまる こいのぼり展示 

5/1 恵みカフェＳＨＯＰ 紙バンドかご特別受注会 

5/20 いただきます 上映会 

5/27 百石小学校運動会参加 

6/2 恵みカフェＳＨＯＰ 布小物販売 

6/8 ほっとクラブに 育児支援「こもも」さん参加 

6/22 県議会ツアー 

7/22. 夕涼み会 

8/29～31 百石中学校職業体験 

8/31 イオン下田「すくすくラボ」参加 

9/5～7 百石高校インターン受入れ 

9/12～14 六戸高校インターン受入れ 

9/17 百石祭り参加 山車、よさこい 

10/7.8 子どもフェスタ ツリークライミング、保育を考える研修会企画、バザー 

10/21 みんなのフェスタ参加 展示、年長児演奏 

10/23 百石荘慰問 年長児 

10/30 百石小学校ハロウィン参加 

10/31 ハロウィンパーティー街歩き、百石荘グループ訪問 

11/1 イオン点灯式参加 

11/11 洋光台敬老会参加 

11/16 会社訪問にて町内企業訪問 

11/18 阿光坊の郷 慰問 年長児 

12/11 百石荘・のどか 慰問 年長児 

12/18.19 もったいない BOX開催 

2/1 アートイズ 

2/15 百石えんぶり見学 

2/8 アートイズ 

 

 

 

 



（4）常に質の良い教育を行うための、職員研修の強化 

   園内研修に力を入れ、身近な保育の問題に目を向け学び合う 

開催日 内容 

4月 園内研修 4/1「玄米食」 

4/15リーダー研修 

5月 園内研修 5/20「運動能力を高める遊び」 

5/2.3「ＲＭＴレベル 1」5/19食育映画鑑賞 5/26自閉症セミナー  

6月 園内研修 6/17「リトミック」 

6/6 新教育要領説明会 6/9～12 ＢＧ101公式講座 6/30自閉症セミナー 

6/11 マーチング技能検定 6/24 心理検査の活用研修会  

7月 園内研修 7/15「制作技法」 

7/25上北小教研図工科部会  

8月 園内研修 8/18「遠城寺とＷＩＳＣの解釈」  

8/9 八戸地区私立幼稚園教員研修会 8/18青森県幼稚園教育課程説明会 

8/27 保育の学校 

9月 園内研修 9/16「保育と絵本」  

9/9 新採用研修会  

10月 園内研修 10/7 保育を語る 、保育と絵本 

10/26.27 歯の研修大会 

11月 園内研修 11/4「制作技法」 

11/1学校と地域の共同実践セミナー 11/24自閉症セミナー 

12月 12/16 第四回認定こども園協会勉強会 

12/26 上北図工教育ゼミナール 

1月 園内研修 1/6「リトミック」   

1/21 ＢＢＡ公式講座 

2月 園内研修 2/17「遠城寺とＷＩＳＣの解釈」 

2/13～16、2/19.2/21 子育て支援員勉強会 2/24キャリアアップ研修会 

3月 園内研修 3/3「支援と BBA」 

3/5 ＳＴによる言葉の発達の勉強会 

 

 

 

 

 

 

 



（5）保育教諭の確保に向けて、働きやすい職場環境を作る 

  就業規則の見直しや有休休暇の積極的な取得の促し、キャリアパス支援 

開催日 内容 

通年 職員への労務情報レター発行 「ハッピーメーカー」 

7/5 就業規則勉強会 

7/27 社労士相談会参加 

11/16 就業規則勉強会 

2/24 地域に根付く保育者育成と採用を考えるシンポジウム 

3/6 合同企業説明会 

 

 創造の森でフィールドワーク 

                 育脳体操ＢＢＡ講座 

  

アートイズ              勤労感謝訪問 

 

 

 

 

 

 

 



認定こども園百石幼稚園 平成 29年度施設関係者評価 結果 

 

評価機関 平成 30年度 3月 8日~3月 16日 

評 価 者 3名 （関係保育施設園長、関係老人施設事務長、近隣小学校校長） 

評価方法 回答用紙に記入し、郵送・FAX等で返信 

 

評価内容 

１、園の活動について 

 今年度の百石幼稚園の取り組みについて、別紙をご覧いただきご興味のあっ

たことや、取り組み内容について、ご意見・ご評価をご記入ください。 

 

回答  

・職員向けの働きやすい職場環境づくり等、参考になりました。具体的にどの

ような内容なのか、後程教えていただければと思いました。 

 また、保護者の講座への参加率も高く、内容が充実されているのだと感じま

した。 

 

・（1）について 

   スモールステップのキーワードの元、個の実態に応じた着実な取り組み

をされていると感じました。 

 （２）について 

   質、量ともに大変充実した取り組みをされていると感じました。特に幼

児期に必要な心と体の健康を重視していることに、共感しました。 

 （３）について 

   （２）と同様、質、量ともに大変充実していると感じました。地域そし

て人とのかかわりを重視していることに、共感しました。 

 （４）について 

   多忙な毎日の中での研修、大変お疲れ様です。「教育は人なり」と言われ

るように、質の高い教師を目指していることに敬服致します。 

 （５）について 

   働き方改革が社会問題となっている今、率先してその取り組みをされて

いることは、とても素晴らしいと感じました。 

 

・多領域にわたり充実した活動内容で、感銘いたしました。子どもはもちろん

の事、保護者・地域全体で楽しむことができる環境のお手伝いが少しでもでき

たらと願いながら、あじゅまる事務局も努力していきます。 



２、今年度、関係施設との活動取り組みの中で、気づいた点やご意見等を 

ご記入ください。 

 

回答 

・園児たちが訪れてくれると、利用者様も笑顔が増えてきますので、今後もお

ねがいします。 

 

・幼保小連携の取り組みにより、互いに教育の相乗効果を生んでいると思いま

す。今後も創意工夫をしながら連携していきたいと考えておりますので、な

にとぞよろしくお願いいたします。 

 

・活動を一緒に展開することで、内容も充実し地域の方々への発信の幅が広が

り有り難く感謝いたします。 

 小さい子の作品や空間に触れる機会のない方にはほっこりとした健康長寿の

オーラを感じているように思います。 

 今後ともご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


