
平成 30年度 事業報告 

認定こども園百石幼稚園の取り組み 

 

平成 30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 30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 

あゆみの記入方法を、育ちが見えるような形式に変更(2学期～) 

7/9 年長組フィールドワーク 

8/25 個人面談（年長組と他希望者） 

10/23 年長組フィールドワーク 

 

（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 

6/5 教養 季節を彩るフラワーアレンジメント 15名 

7/15 育児 みんなが作るみんなの学校 4名 

8/30 教養 元気が出るオペラ～童謡から歌劇まで～ 24名 

9/4 食育 身近に始める薬膳クッキング（百小共催） 11名 

10/10 体作り「ジャザサイズ」（百小共催） 13名 

10/27 育児 行列の出来る STの絶対聞きたいお口の話 18名 

11/14 教養「オータムコンサート」 24名 

11/29 教養 社会をのぞこう議会ツアー 2名 

12/12 育児 冬に活躍 アロマクリーム作り 18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 

4/21.22 あじゅまる こいのぼり展示 

5/2 副園長出前講座 あゆみ児童クラブ 「母の日のプレゼント作り」 

5/21 地域交流花植え会（年中） 

5/26 百石小学校運動会参加 

6/3 副園長出前講座 認知症カフェ アロマ講座 

6/24 いちょうマラソン 応援幕 

7/4 観劇会共同開催 アフタフバーバン 

7/9～13 もったいない BOX開催 

7/21 夕涼み会 

7/22 百石荘夏祭り 年長参加 

9/4～6 百石中学校職業体験 

9/16 百石祭り参加 山車、よさこい 

9/29 おいらせ町だし合同夜間運行オープニング参加（年長） 

10/4 阿光坊の郷 敬老会参加 

10/6.7 子どもフェスタ 保育を考える研修会企画、バザー 

10/6 恵みカフェ SHOP まめキッチン 

10/7 副園長出前講座 はっち おめめとおてて展 

10/20 みんなのフェスタ参加 展示、年長児演奏 

10/26 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 

11/7 イオン点灯式参加 

11/10 洋光台敬老会参加 

11/19 会社訪問にて町内企業訪問 

11/30 恵みカフェ SHOP ハッピードロップ 

12/10 百石荘・のどか 慰問 年長児 

12/10 保護者三沢ベース訪問 

1/16～18 もったいない BOX開催 

1/19 子育て広場 アピオ青森発表参加 

2/4～8 光星高校インターン受入れ 

2/15 百石えんぶり見学 

2/27 百石小学校 学習発表会参加 



（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 4/21「砂糖の害について」 

4/28.29.5/1ビジョンサークル 

5月 園内研修 5/12「足裏から見た子どもの発達と遊びの検討 1」 

5/17 リーダー研修 5/19キャリアアップ 5/11ポン教授講話 

6月 園内研修 6/16「マーチング基礎」 

6/5 キャリアアップ 6/7～11海外視察 6/27自閉症セミナー 

6/16 乳幼児研修 6/24他園視察 

7月 園内研修 7/23「足裏から見た子どもの発達と遊びの検討 2」 

7/5 リーダー研修 OJT 7/10自閉症講座 7/15ＳＳＴ講演会 

7/20 自閉症セミナー 7/25上北小教研図工科部会  

8月 園内研修 8/25「家庭環境と発達 1」  

8/7 八戸地区私立幼稚園教員研修会 8/17.18 幼児教育実践学会ポスター

発表  

9月 園内研修 9/29「咀嚼について 1」  

9/8 児童福祉施設のクッキング講座 9/20発達障碍者支援スキルアップ講座 

10月 園内研修 10/6 保育を語る 10/20 「ケガの予防・リスク回避」 

10/27 ＳＴ咀嚼講座 

11月 園内研修 11/17「病気・感染症の予防と対策」 

11/29普通救命救急講習 11/30保育社養成懇談会 自閉症セミナー 

11/16 園庭づくり研修 

12月 園内研修 12/15「家庭環境と子どもの育ちから見えること」 

12.22.23 キャリアアップ研修 

1月 園内研修 1/15「マーチング指導と音楽」   

2月 園内研修 2/16「咀嚼について 2」 

2/7 子ども虐待防止要保護対策研修会 2/26ＥＣＥＱ公開保育研修 

2/15 他園視察 

3月 園内研修 3/25「カリキュラムマネジメント」 

 

 

 

 

 

 



（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」 

7/13.14 労務管理研修 

8/9 保育の現場ツアー開催 

12/4 ＩＣＴ化実践園研修 

2/23 地域に根付く保育者育成と採用を考えるシンポジウム 

 

 実践学会での発表          

                百石小学校ハロウィンパーティー 

  

勤労感謝町長訪問               年長味噌づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 



認定こども園百石幼稚園 平成 30年度施設関係者評価 結果 

 

評価機関 平成 31年度 2月 27日~3月 8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 

 

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 

・職員の研修内容や、働きやすい職場環境の取り組み内容等、参考にしていき

たいと思います。 

・園内研修を含め、研修の充実、職員の教養に対しての向上心等中身の濃い内

容に感銘しました。あじゅまる事務局としてもさらに地域全体で楽しめる環境

の発信ができたらと精進しています。ご協力のほどよろしくお願いします。 

・（１）について 昨年度同様個に応じた着実な取り組みをされていると感じま

した。特にあゆみの記入方法を進化させていることが素晴らしいです。 

（２）について ほとんどが昨年度と違う内容であることに企画力の素晴らし

さを感じました。参加者が飛びつきそうなタイトルがこれまた素晴らしいです。 

（３）について 昨年度以上に質量ともに大変充実していると感じました。地

域と共に確実に育っていると感じます。 

（４）について 研修がとても充実していることに敬意を表します。マンネリ

化しない内容の工夫が素晴らしいです。 

（５）について 幼稚園でも ICT化に取り組んでいることに驚きを感じました。

情報化時代を生き抜いていくためには、今や必要不可欠なのですね。 

 

 

 

 

 

 



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 

・ハロウィン訪問の際に、有料あゆみの里の訪問を楽しみにされていると伺い

ました。子どもたちが楽しみを持ってきていただけるような取り組みを行って

いきたいと思います。 

・お忙しい中いつもご協力いただきありがとうございます。作品の幅も広がり

楽しめる内容も充実し、とてもありがたく感謝しています。何よりも地域の方々

が足を運び目を細めて作品を見つめる姿はとても温かく感じ素敵な空間を感じ

ます。 

・今年度もおかげさまで幼保小連携の取り組みが円滑になされました。さらな

る教育の相乗効果を期待し、今後とも連携を進めていきたいと思います。 

 


