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保育協会ホームページと、

これまでの「てとて」はこちら

からご覧いただけます。

　コロナで自宅待機期間に、また園児が登園できるようになっ
た時、座ってじっくりと集中して遊べ、バリエーションが増やし
やすいおもちゃを作ろうと思いました。
　指定した色と模様の交わるところに、両方の条件を満たす絵
が描かれたキャップを置いていく遊びです。
すべて可動式なのでバージョンアップも簡単
で、集中力や観察力が自然と身に付きます。

◎提供:加古川市／認定こども園 ゆき保育園

■材料(10枚分) 
ホットケーキミックス・・・・200g
バター
（無塩でも有塩でも可）・・・・80g
バナナ・・・・2本

■作り方
❶バターをレンジで溶かす。
❷バナナの皮を剥いて袋に入れ、手でもんで潰す。
❸②に溶かしバターを入れてよくもむ。オーブンを180度に
　予熱開始する。ホットケーキミックスを入れて、さらにもみ
　こむ。
❹スプーンで生地を成形してシートを敷いた天板に並べる。
　（袋の角を切り落として、絞り出しても良い）
❺180度のオーブンで18分焼き、焼けたら網に広げて冷ま
　したら出来上がり。
◎提供:丹波篠山市／城東保育園

焼きたてもちもち！

もちもちきな粉パン

人気の

バナナのいい香り☆

バナナのソフトクッキー

「マッチングキャップ」

■材料(5人分：10個)
白玉粉・・・・120g
食塩・・・・少々
上白糖・・・・大さじ4
きな粉・・・・大さじ4
調整豆乳・・・・140cc（牛乳でも可）
油・・・・大さじ1

■作り方
❶ボウルに白玉粉、食塩、上白糖、きな粉を混ぜ合わせる。
❷①に調整豆乳と油を加え、白玉粉の粒を潰すようにこねる。
　（耳たぶの柔らかさぐらいにする。固ければ調整豆乳で調節する。）
❸②を10等分にして丸め、鉄板に並べる。
❹170℃で予熱したオーブンで15分ほど焼き出来上がり。
◎提供：川西市／認定こども園かわにしひよし

やわらか～い！
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コロナ感染拡大防止に取り組む、兵庫の保育所•認定こども園

ソーシャルディスタンスは
フラフープで

新しい保育の形を模索し、実践しています

　誰しも予測していなかった新型コロナウイルス感染

拡大は、今年の冬に始まり私たちの生活に大きな影響

を与え、今もなお生命や生活に多くの不安をもたらし続

けています。国は感染防止対策を繰り返すなか一時期

緊急事態宣言を発令し、学校に通う子どもたちは感染

予防のため一斉に休校としました。しかし就学前の乳幼

児を受け入れる保育所等の施設については、感染予防に

最大の配慮を求めながらも社会機能を維持するため

に、就業を必要とする親の子どもや、ひとり親家庭の子

どもを中心に受け入れの継続を求められました。感染が

誰にどのように広がるのか分からないのに、学校に通う

子どもたちの感染拡大を心配して、なぜ就学前の子ど

もは大丈夫なのか。また保育所等の施設で働く職員に

は感染拡大リスクは無いのかなど素朴な疑問や大きな

不安を抱えながらも、保育現場では懸命に地域社会の

就労支援や、子どもたちの育ちを護り続けています。特

に保育施設においては保護者の登園自粛に協力をいた

だきながらほとんどが受け入れを継続してきました。地

域の子育て機能を支え続けていただいた保育関係者

や、ご協力いただいた保護者の皆さまに心から感謝を

申しあげます。

　感染拡大の状況は地域によって大きく異なりますが、

それぞれの地域によって保育施設では感染予防のために

色々な工夫をされています。更に感染予防のため求めら

れる密閉•密集•密接の三密は、保育現場において避ける

ことが難しく、感染予防対策と、子どもの発達にとって必

要な新たな保育のあり方を模索することが求められてい

ます。

　今回の“てとて”ではこうした保育現場で頑張ってい

る保育者の様子。コロナ禍において工夫された新しい

取り組み。このような状況下で生まれた保護者の方々と

の新たなコミュニケーション等々を紹介し、まだ先行き

が見えないですが保育関係者や保護者の皆さまがお互

いを励まし合える企画になればと思っています。

公益社団法人
兵庫県保育協会
会長　小林公正

ソーシャルディスタンス！離れていて

も楽しいね！フラフープ遊びがどんど

ん進化していきます。

水鉄砲でシャボン玉を打ち落とそう！お友だちどうし、

一つのところに集まらないようにしています。

子どもたちが笑顔いっぱいの楽しい園生活が送れる

ようにと、登園自粛中、保育教諭等が思いを込めて

手作り玩具を作りました。

自粛期間は
電話でコミュニケーション
登園自粛中、家庭保育にご協力くださったご家庭には、

毎日お電話でその日の様子を伺いました。ピアノ練習

を頑張っていると教えてくれた4歳児さんは、6月に通

常保育に戻った時には演奏を披露してくれました。

「新型コロナウィルス感染症に関するガイドライン」を

作り、「かけがえのない命を守り、なおかつ自身をも守

る」をモットーに感染予防の徹底に努めています。

登園自粛中には、ご協力くださった保護者の皆さまに、

近隣の園と共同でアンケートを取りました。保育動画

の配信をしてほしいというお声をたくさん頂き、当園

では“読みきかせ・体操”の動画ＤＶＤを制作しました。

大変好評でした。

新型
コロナ

ウイルス予防と健やかな発達の両立へ

4本回しも
できるよ！

尼崎市／武庫之荘保育園

プチ夕涼み
会をしました！
クラスごとに
密を避けて
の参加です

川西市／ちきゅうっこ保育園

養父市／
認定こども園童和こども園

たつの市／
香島保育園

淡路市／浦保育所

「安心・安全な保

育」を進めていく

ために、可愛らし

い手作りの飛沫

防止ガードを作

りました。楽しい

気分で食事がで

きます。

加西市／多聞こども園

丹波篠山市／味間こども園

密にならない水遊び 園独自のガイドラインを徹底

手作り玩具を
作ったよ

要望を基にオリジナルのDVD かわいい飛沫防止ガードで
気分を楽しく

わ～い♪
こころを込めて、
キュッキュッキュッ

ソーシャルディスタンス！5歳
児さんは個人用机です

あやとりしながら
フラフープ！

色水を入れて
みたよ！



子どもたちと一緒に学び中です！

園児たちとともに

　保育士1年目、4歳児の担任です。戸惑ったり不安になったり悩むこともあり
ますが、子どもたちとの毎日は驚きや喜びがいっぱいです。「せんせい！あのね
…」と目をキラキラさせる子どもたちの一言や笑顔に元気をもらっています。私
の役割、大事にしたいことは、「生き生きと楽しめる環境」をつくることです。「こ
んなことを一緒に楽しみたい」「こんなことを学んで欲しい」そう考えながら保
育をすることが、仕事の楽しさや自分の自信にも繋がっています。これからも子
どもたちと一緒にいろんな経験を楽しみ、学んでいきます。

　日々悩みながらも、子どもたちと楽しもうと何事にも前向きな塚元さ
んです。見学バスツアー参加、さらに個人で園見学に来られ、採用を希望
されました。自分に合った園の雰囲気や方針をよく知ろうという姿勢が
今に繋がっています。

生き生き働く保育者
子どもたちの成長を支え、見守る保育者。
たくさんの夢を持ち、日々子どもたちと

一緒に成長している新人の皆さんを紹介します。

みんなで
スマイル
vol.14

コオロギ
みつけたね。

　子どもが好きで、子どもと関わる仕事に
就きたいと物心がついた頃から、保育士の
仕事に憧れを抱き目指すようになりまし
た。保育・教育という仕事に責任を感じな
がらも、自分の想像と異なる子どもたちの
言動に驚かされたり、笑顔に心が和んだりと、やりがいや
喜びを感じています。変化の激しい現代社会の中で、メ
ディアなどにおいては“こども”や“保育・教育”に関するネ
ガティブな情報を目にすることも少なくありません。しか
し、保育・教育という仕事は日々新しい発見や学びがあり、
やりがいのある職業だと思います。これからも、子どもた
ちを取り巻く環境の変化に、柔軟に対応し、元気にともに
成長していくことを目標にしていきます。

どんな顔が
出来るかな？

キリン作って
みようね

子どもの成長の側に
            いられる喜び

　初めて担任をもつことになり責任感や不安もありますが、子どもたちの
成長を近くで見られることの嬉しさや楽しさがその何倍もあり、とてもや
りがいがあります。初めは他のクラスと比べたり私自身の保育に自信が持
てず悩んだりしましたが、子どもたちの「先生だいすき！」という言葉や可愛
い笑顔を見てパワーをもらい、私たちのクラスらしく、子どもたちと一緒に
楽しみながら活動に取り組むことを心がけるようになりました。子どもの気
持ちに寄り添いながら信頼関係を築き、私が大好きだった担任保育士のよ
うに優しく素敵な保育教諭になれるようこれからも頑張ります。

みんなで
セミ捕り！

ほら、メダカの
あかちゃん！

わたしの好き

な
歌
♪にじ

（～にわのシャベルが
一日ぬれて♪～）

わた
しの好きな歌♪

そうだったら
いいのにな
（～そうだったら
いいのにな♪～）

わ

たし
の好きな歌♪

ともだちに
なるために

（～とーもだちーに
なるーためにー♪～）

　1年目から元気いっぱいの３歳児の担任を任せましたが、子どもたち
としっかりと向き合うことを大切にしながら、彼女らしいステキな笑顔
でがんばってくれています。個性豊かな子どもたちとの関わりを通し
て、保育者も「共に育つ」ことを目標に、今後の成長に期待しています。

よーいどん！

　村田先生と初めてお出会いしたのは、3年前の面接時でし
た。誠実で面接・論作文も的を得た内容でした。時あたかも本
園も保育園からこども園になる年で転換の年でした。以来3
年間、園児と共に、園児のために努力を惜しまない村田先生
の仕事ぶりに感心しています。これからも園児たちのために
明るく元気で勤めていただきたいと願っています。

園長先生からのメッ
セージ

園長先生からのメッ
セージ

園長先生からのメッ
セージ

●たつの市／
   たんぽぽ保育園

保育士

塚元 彩月さん　

保育者年数・1年目

つ か も と さ つ き

●朝来市／
　やなせこども園

保育教諭

村田 茉優さん　
　　　

保育者年数・3年

む ら た ま ゆ

●加古川市／
　認定こども園 都台こども園

保育教諭

吉岡 千帆さん
　　　　　

保育者年数・1年

よ し お か ち ほ

保育
者Voic

e!

保育
者Voice

!

保育
者Voic

e!



三田市／よこやま保育園

泥んこ、泥水、のびのび遊ぼう！！
　慣れない泥の感触を嫌がるお友だちもいますが、先生やお友だち
と一緒だとザラザラ・ドロドロの感触を味わう姿が見られるように
なってきます。バケツで作った泥水をカップに注いでお砂糖を入れる
真似をして先生やお友だちに「どうぞ～」と配ったり、「いらっしゃい
ませ～」とお店屋さんごっこに発展したりと、夏のあそびを喜ぶ子ど
もたちでした。

わくわく！どきどき！川遊び！

夏だ！ウォータースライダーだ！！
　夏、園庭の築山にブルーシートの手作りアトラクション登場！子
どもたちの歓声があがります。初めての子も、友だちに刺激され
て勇気を出してチャレンジ！すぐに楽しさがわかって、バランスを
とってダイナミックにすべっています。毎朝のジョギングで一気に
駆け上ったり、雪が積もったらそり滑りをしたり…。築山は子ども
たちの大好きな場所です。

豊岡市/みかたの森こども園

みんなで七夕会！
　7月、本来なら全年齢で行う七夕会ですが規模縮小により4・5
歳児のみで行いました。1時間ちょっとのお祭りでしたが、ミニ露
店やデカンショ踊りをお家の人と笑顔いっぱい楽しみました。灯
篭を灯して輪になったら、みんなのお願い事はきっと夜空のお星
さまに届いたでしょうね。

丹波篠山市／富山こども園

尼崎市／久々知おもと保育園

走って、走って水を使った運動遊び
　暑～い暑い夏。今年はコロナの影響でプール遊びは中止。水を使った
遊びを沢山計画しました。
　勢いよく飛び出す水の下を、くぐったり、上を跳んだり、水運び競争を
した後は、たらいに溜まった沢山の水を頭からかけられたり…。いつも
の夏とは違った動きのある楽しい水遊びに子どもたちの笑顔がはじけ
ました。

キッズ消防隊！出動！！

南あわじ市／賀集保育所

　消防士さんが保育所に来てくれました！年長さんは制服を着せ
てもらって放水体験をしたり、消防車を近くでじっくり見せても
らったりして大喜び。かわいいお目目をキラッキラに輝かせてい
ました。最後にカッコいい消防車と素敵な消防士さんと一緒に敬

礼！！のポーズでパ
チリ。
　またひとつ楽
しい思い出がで
きました。

やっほー

保育者レポート

保育所・認定こども園での
子どもたちの様子を
紹介します。

　園庭の大きな築山で5歳児の子どもたちが考えた、ウオータースラ
イダーです。楽しそうに滑っているのを見て興味しんしんの3、4歳の
子どもたちも真似っこします。初めは腹ばい滑り、友だちと汽車になり
みんなと一緒の滑りが楽しい子どもたちです。
　それが終わると保育園のプールで、ワニ・魚泳ぎなどに夢中です。

宍粟市／くりのみ保育園

豊岡市／アートチャイルドケア
            豊岡こうのとり保育園

　待ちに待った園外保育。コウノトリの郷公園に行って川遊びをしま
した。川の水の気持ち良さに「きゃー！冷たくてきもちいい！」と大騒ぎ
の子どもたち。「大きなかえるがいた！」「かめもいるで！」「魚が逃げ
た！」と生き物探しにも大興奮でした。友だち同士で「せ～の」とジャン
プして水しぶきを楽しむ姿もありました。ひと夏の思い出が出来た一
日でした。

おもしろいー
新幹線

みたいやー

いらっしゃい
ませ～♪

敬礼！！

みんなで
作った笹飾り！

おばけやしきに いらっしゃい！
　すずらん組の子どもたちが、試行錯誤しながらおばけやしきを準備
しました。ダンボールで作った真っ暗なオバケロードの途中には、こそ
ばしおばけが「こちょこちょこちょ!」次は、天井から棒にぶらさげた火
の玉が「ぶら～りぶら～り」そして恐ろしい声と一緒にがたがたゆれる
箱の中から里帰り保育の1年生の叫び声。その声を聞きながらニンマ
リする子どもたちで
した。

太子町／幼保連携型認定こども園 安養保育園

こちょこちょ～

それ！いまだ。

みんなで
ジャーンプ！

きゃ～！
たのしぃ～～～♡

新聞紙ビリビリ！
　新聞紙で遊んだ日の一コマです。大きな新聞紙を目の前に「どう
やって遊ぶ？」と少し考えていた様子でしたが、ビリッと破って見せる
と「わたしもしたい！」と同じように破り始め、丸めて投げてみたり、「プ
リンセスみたいー！」と体や頭に巻いてみたり、細かい新聞紙を上から
パラパラ降らせると「雨だー！」と集まってきてはしゃいでいました。

三木市／あけぼの認定こども園

アンブレラSky inみつば!
　梅雨の谷間の晴天。みつばのリゾートアンブレラロード！色とりどり
の発見がいっぱい！！風が吹いて傘が揺れると、地面の色が交差して混
じり合う色の発見！お友だちを呼んできて、色んな傘の下に並ばせ顔
色変身遊び！
　「お顔が燃えてる！！」「お顔がブドウ！！」と大はしゃぎ。アートな学びが

いっぱい！！

明石市／幼保連携型認定こども園 
            みつばこども園

お店屋さんごっこ楽しいよ～

加東市／東古瀬こども園

　みんなで考えたお店屋さん、ヨーヨーつり、福引、ボウリング、
アイス、かき氷、たこ焼きやさんです。「いらっしゃいませ」「これ
ください」「ありがとうございました」。お店屋さんは大盛況でし
た。楽しい時間はあっという間でしたが、沢山の笑顔が見られ、
「楽しかった！」「またやりたいな」の声が聞こえてきました。

よーよーつりを
したよ

わぁ～！
お布団みたいに

なったね。
きもちいいね！

映えスポットが
いっぱい!!
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保育協会ホームページと、

これまでの「てとて」はこちら

からご覧いただけます。

　コロナで自宅待機期間に、また園児が登園できるようになっ
た時、座ってじっくりと集中して遊べ、バリエーションが増やし
やすいおもちゃを作ろうと思いました。
　指定した色と模様の交わるところに、両方の条件を満たす絵
が描かれたキャップを置いていく遊びです。
すべて可動式なのでバージョンアップも簡単
で、集中力や観察力が自然と身に付きます。

◎提供:加古川市／認定こども園 ゆき保育園

■材料(10枚分) 
ホットケーキミックス・・・・200g
バター
（無塩でも有塩でも可）・・・・80g
バナナ・・・・2本

■作り方
❶バターをレンジで溶かす。
❷バナナの皮を剥いて袋に入れ、手でもんで潰す。
❸②に溶かしバターを入れてよくもむ。オーブンを180度に
　予熱開始する。ホットケーキミックスを入れて、さらにもみ
　こむ。
❹スプーンで生地を成形してシートを敷いた天板に並べる。
　（袋の角を切り落として、絞り出しても良い）
❺180度のオーブンで18分焼き、焼けたら網に広げて冷ま
　したら出来上がり。
◎提供:丹波篠山市／城東保育園

焼きたてもちもち！

もちもちきな粉パン

人気の

バナナのいい香り☆

バナナのソフトクッキー

「マッチングキャップ」

■材料(5人分：10個)
白玉粉・・・・120g
食塩・・・・少々
上白糖・・・・大さじ4
きな粉・・・・大さじ4
調整豆乳・・・・140cc（牛乳でも可）
油・・・・大さじ1

■作り方
❶ボウルに白玉粉、食塩、上白糖、きな粉を混ぜ合わせる。
❷①に調整豆乳と油を加え、白玉粉の粒を潰すようにこねる。
　（耳たぶの柔らかさぐらいにする。固ければ調整豆乳で調節する。）
❸②を10等分にして丸め、鉄板に並べる。
❹170℃で予熱したオーブンで15分ほど焼き出来上がり。
◎提供：川西市／認定こども園かわにしひよし

やわらか～い！

みんな
大好き♪

公益社団法人 兵庫県保育協会

vol.15
2O2O-②

ひょうごの子育てを応援する
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