成

年 9 月発
29

No.

26
行

平

Nippon Childcare professional Association

会員募集中：入会資格・会費・会員期間
−低廉で安心の賠償責任保険付−

この保険は保育士さんが保育業務に起因した事故により、保育士個人に損害賠償請求された場合に補償される保険制度です。
保育士資格所有者…原則として、社
入

会

資

格

会福祉法人が運営する保育所等に勤

補償限度額

補償内容

補償限度額
（保険金額）

務されている方（平成29年度より）
年
会

会
員

費
期

間

2,000円
（保育士賠償責任保険の保険料を含む）

賠償責任

１事故 １億円

（人格権侵害を含みます。
）

自己負担額 1,000円

事故対応特別費用

期間中 500万円

毎年４月１日から１年間
（翌年３月31日まで）

入会手続締切日

毎月20日まで

入会開始日

手続きした月の、翌月１日

被害者対応費用
（お見舞金）

お見舞金は…
死亡時
50万円
死亡以外 3万円
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会

長

挨

拶

一般社団法人 日本保育士協会 会長 宮崎県 下長飯保育園 池脇きん子

夏空から秋空へと変わる季節の中で子どもたちは、園庭に飛んできた赤とん
ぼを追いかけながら遊ぶ姿が楽しそうです。
会員の皆さまにおかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。
平素より日本保育士協会の事業にご協力をいただき有り難うございます。
本年４月１日より一般社団法人 日本保育士協会として発足し、半年を迎え
ようとしています。会員も 33,000 人を超え、今年度６月に第１回研修会を開催
し「絵本からの遊びと学び」と題して高崎 真氏より、また「保育における食育」
と題して成田 豊子先生より研修を受けることが出来ました。
また、第２回研修会においては、11 月８日（水）に東京都日野市 つくしんぼ
保育園様のご協力をいただき、現場での「安全管理の実践」を掛札 逸美先生よ
りご指導いただくことになっております。
そして、第３回研修会では、保育所保育指針改定が 10 年ぶりに行われ、周知
期間となっています今年度、平成 30 年１月 20 日（土）東京都千代田放送会館に
おいて、なごみ保育園 園長 志賀口 大輔先生より「保育指針の改定」についてご
講演いただくことになっています。乳幼児の保育を現場で実践している私たち
にとっては、新たに踏まえるべきことや、これまでの実践をどう結びつけてい
くのか、ぜひ会員の皆さまと一緒に学び理解を深めることができればと考えて
おります。
多くの皆さまのご参加をお待ちしています。
これからも私たち日本保育士協会は、保育士の保育士による保育士のための
組織として、皆さま方のご指導ご協力を賜りながら、広報の発行・研修企画の
実施・調査研究活動など、幅広く活動していきたいと考えております。
今後とも宜しくお願い致します。
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新役員紹介
■

理事

冨山 亨子

北泉保育園（埼玉）
この度、理事に就任させていただくことになりました。
私自身、毎日、日常の保育に追われ、自園の改善点が見つ
けられずに過ごしています。研修や役員の仕事を通して、自
園の事を客観的にみられるように勉強していきたいと思いま
す。園に集う園児、保護者にとっても、保育園生活をより豊
かに、職員にとっても、充実した仕事ができるように、夢や
願いを叶える場所にしたいと考えています。微力ですが、皆
さんと共に役員の運営に携わり、精一杯務めたいと思います。

■

理事

中村 佳子

なかよし夢ほいくえん（鹿児島）
この度、このような機会を頂いたことに感謝し、先輩方の
ご指導を賜りながら努めて参りたいと思います。
私は、桜島を望む鹿児島市内北部の緑豊かな地で、子ども
たちや職員と一緒に日々を過ごしております。
どんな時代であっても、保育士という仕事に誇りを持ち、
夢を持って働ける保育園づくりができるように、日本保育士
協会で学ばせていただきたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

会 長 池脇 きん子 下長飯保育園（宮崎）
副会長 小野田 晴世 さゆり保育園（東京）
副会長 河上 ひろみ ちびっこハウス かすが（広島）
理 事 栗原 亜佐子 くりのみ保育園（静岡）
理 事 小嶋 知美 小山保育園（東京 多摩）
理 事 後藤 貴哉 大宮聖愛保育園（茨城）
理 事 佐藤 駿 貫井保育園（東京 多摩）
理 事 杉山 実佳子 杉の子保育園（静岡）
理 事 岡田 真奈 見和めぐみ保育園（茨城）
理 事 野村 美和子 やわらぎ保育園（栃木）
監 事 久野 順子 つくしんぼ保育園（東京 多摩）
監 事 小浦 久美子 こころ保育園（東京 多摩）
監 事 青木 恵里佳 子供の家愛育保育園（東京）
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平成29年度（第１回）日本保育士協会 研修会
〜こころと身体に栄養補給〜
日時：６／３（土）13：00〜16：30 場所：千代田放送会館

（１）絵本は大切なこころの栄養 遊びから学びへ…自然に育つ興味の芽
講師 （株）チャイルド本社編集部統括課長 高崎 真
子どもたちから「本よんで」と言われたことは、保育士
の皆さんならきっと誰でもあるでしょう。子どもが「本よ
んで」というのは、「一緒に読んで」つまり「（本を使って）
一緒に遊んで！」という意味なんです。
「絵本の読み聞かせ」という言葉があります。みなさん「お
口はシー。静かに聞きましょうね。」時々言っていませんか？
子どもは静かに聞いているだけ。しゃべってはいけません。
「読み聞かせ」は大人が一方的に子どもに読む読み方です。
もう一つ「絵本の読み合わせ」という言葉があります。こ
ちらは一緒に絵本を楽しむ読み方です。子どもは感動したり、心が動いたりした時、声をあげ
ます。歓声や質問も飛び出すでしょう。そんな時、質問に答えたり、コミュニケーションを楽
しむことは大切です。子どもはどんどんしゃべって、会話や絵を楽しめます。
絵本には３つの遊びが入っています。①想像遊び②絵を楽しむ遊び③会話遊び「読み合わせ」
では、大人と一緒にこの３つの遊びを存分に楽しむことが出来ます。
日本の特に乳幼児向けの絵本には、ノーベル賞ものの工夫があります。一ページ開くと次の
ページが起き上がることをご存知ですか？これはめくることがまだできない小さな乳幼児でも
簡単にページをめくることが出来ます。絵本の張り合わせの工夫なんです。
また、絵本には２つの種類があります。西洋式のストーリー性のある絵本。これは必ず表紙
から始まり終わりまで読む読み方をします。もう一つ、日本には総合保育絵本という雑誌形式
の歴史ある絵本があります。これは、どのページからでも読める（楽しめる）特色があります。
総合的な内容を取り上げた保育の為の絵本で、読むだけでなく、シールなどのワークが出来たり、
また、全員が「自分だけの絵本」を持つことで自分のペースで読めたり、仲間と発見しあうこ
ともできます。1 つの絵本をみんなで読むことと同様に、子どもにとって「自分だけの本」を
持つことはとても大切です。「『みんな違ってみんないい』金子みすずさんの詩にもありますが、
絵本の読み方は読む人それぞれがみんな違って、それでいいんです。目の前の子どもと読み合
わせで、ぜひたくさんの絵本と触れ合って楽しく遊んでください。」
講義では途中、豪華景品付きの「これは何でしょう？ゲーム」で大いに盛り上がりました。
全員が子どもに返って楽しくドキドキしながら挙手することで、私たち保育士は「童心を忘れ
ない」ことの大切さも学びました。

講義の中で紹介された本
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（２）保育における食育

講師 子供の家 愛育保育園 園長 成田 豊子

今回は、「保育園における食育」というテーマで、子供の家愛育保育園の成田豊子先生からご講演
をいただきました。「食育」という言葉は、最近ではすっかり浸透しているので、野菜の栽培やクッ
キング体験など各園様々な取り組みをしていることでしょう。
子供の家愛育保育園の食育の取り組みとして、多くの写真を見せていただきました。毎日のお給食
の食材を赤・青・黄の栄養素ごとに分けて、カルタ取りのように遊びながら興味を持っていけるよう
な取り組みを行っていたり、オリジナルの食育活動を教えていただきました。
乳幼児期の食習慣は、その後の人生の基盤となる大切な時期なので、保育園を通して親子で良い食
習慣を身に付けていただきたいですね。

≪ おすすめメニュー ≫
保育園でよく出て、子どもたちの人気のメニューと言えば、カレーではないでしょうか？
子どもたちも食べやすく、よく好みますが、どうしても単調になってしまいがちです。
そこで、ご飯の形を型抜きしたり、具材を変えることでいつもと違うカレーになると子どもたちも
大喜びです。行事に合わせてアレンジしたりすると普段お給食もガラリと変わりますよ。

5
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保育士が考える保育所における
「子どもの最善の利益のための支援」とは？
〜日本保育士協会実態調査報告書より〜
日本保育士協会調査研究部

私達、日本保育士協会調査研究部は、國學院大學特任教授 塩谷香先生、洗足こども短
期大学講師 井上眞理子先生のご指導、ご協力を賜りながら、
「保育所における子どもの
最善の利益のための支援」
をテーマに、
調査及び研究をして参りました。
近年、待機児童の解消や子育て支援策など保育事業におけるサービスは拡大の一途
を辿っています。
少子化の歯止めとなるべく進められてきた子育て支援策ではありますが、昨今の多
様化するサービスを中心とした子育て支援策の方向は、保育所保育指針に明記されて
いる保育士の使命である「子どもの最善の利益を守る」ことが果たして出来ているのだ
ろうか？私達、保育士が日々感じている葛藤の中からこの調査研究は始まりました。
調査には、日本保育士協会の会員の中から 7,236 人を任意で抽出し、2,816 名
（う
ち保育士 2,666 名）の方々にご協力を頂きました。
その結果、保育士が考える「子ども
の最善の利益のために保育現場で重要なこと」として、挙げられた上位 5 項目は「子ど
もの健康と安全を確保する」
、
「一人ひとりの発達過程に応じた保育を実践する」
、
「保育
士の専門性を高める」
、
「子どもの意欲を高める」
。
これに対して、下位項目は、
「延長、一
時保育等の特別事業を充実させる」
、
「可能な限り保護者の要求に応じる」
が含まれ、保
育サービスとしての保護者の利便性の観点からは重要な項目ではありますが、子ども
の最善の利益としての重要度は低いと考えられていることがわかりました。
更に、
「子どもの最善の利益のために、保育者が考える理想的な保護者支援はどのよ
うなものか？」、自由記述に含まれるキーワードを順に並べ、多次元尺度法を用いて解
析すると、
「保護者とともに子どもの成長について一緒に考え、共に喜ぶこと」
、
「保護者
との信頼関係を築くこと」
、
「保育園での子どもの様子を家庭に伝えること」
、
「子育ての
悩みを気軽に相談できる、保護者の話を聞くこと」
、
「保護者の気持ちを受け止めるこ
と」
、
「保護者に対して子育てのアドバイスや助言を行うこと」
、
「親子で過ごす生活の大
切さを伝えること」
、との結果が得られました。
このことから、子どもを預ける保護者、
預かる保育者の信頼関係のもとで、
「子どもの育ちを共有すること」が最も子どもの最
善の利益につながる支援と多くの保育士は考えていることがわかりました。
しかし、現在の保育をとりまく環境はどうでしょう。
「子どものため」
というよりはむ
しろ「保護者が望む保育サービス」に偏りがちであるように思われます。
現場では保護
者の求めるニーズと子ども達の姿のギャップに戸惑うことが多々ありますが、改めて
原点に戻り子どもの最善の利益を考えるべきなのではないでしょうか。
私達、日本保育士協会調査研究部は、子どもが健康で安全に生活し、保育園で楽しく
過ごせ、子どもが満足した生活を送ることができる保護者支援とは何か？引き続き考
えていきたいと考えています。
最後になりましたが、この調査研究をご指導して下さった國學院大學特任教授塩谷
香先生、洗足こども短期大学講師井上眞理子先生、そして、お忙しい中、調査にご協力を
頂いた 2,816 名の会員の皆様に深く感謝を申し上げます。
6
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集まれ〜！保育園！！
〜なかよし夢ほいくえん（鹿児島市）〜
本園は、鹿児島市北部に位置し、春には桜や菜の
花・蓮華草が咲き誇り、近くの小川からカモまで遊び
にやってくるというそんな豊かな環境に囲まれてい
ます。
平成 29 年４月に開園したばかりの新園舎は、
光を多く取り入れ、周りの環境と共存する穏やかな
佇まいです。
また、本園の願いとして
『私たちは
「楽しかった」
と
「ありがとう」がいっぱいあつまる保育園になります』
を掲げています。
皆の笑顔が満開で、子ども達が毎日
通いたい保育園・保護者が子育てを楽しめる保育園・職員が働き続けたい保育園・
地域に必要とされる保育園を目指します。
保育内容は、
自然や人・楽しいモノとの
『ふ
れあい保育』
、
四季を感じる多彩な行事・毎日の読み聞かせや歌、
広い園庭でのスポー
ツ教室、和太鼓やスイミング等の
『いきいき保育』
が特徴です。
これからも、運動会に
お父さん応援団が登場したり、地域の方々と共に芋苗植えから芋掘りまで体験した
り、砂遊びや泥んこ遊びをとことん追求したり、心から “ 楽しい ” と思える保育を展
開しながら、
地域にしっかりと根をはれる保育園に成長していきたいと思います。

の保育図書

ご注文・お問い合わせ／ TEL 03(5974)1700

A B 判 1 1 2 頁

（コミュニケーション
絵カード付）

保育現場で直面する保護者支援の
悩みに応じて、具体的な対応方法
をまとめた１冊です。日々のコ
ミュニケーションから、課題のあ
るご家庭へのサポートまで幅広く
カバーしています。
AB 判 104 頁
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12 か月の「おりがみ壁面」アイ
デアから、
「乗り物」
「動物」
「植物」
などテーマ別に、子どもたちに人
気の折り方が勢ぞろい！
行事や季節の製作に、必ず役立つ
１冊です。
AB 判 104 頁

マンガでなるほど

連絡帳で、おたよりで、クラスボー
ドで、
「子どもの育ちを魅力的に伝
えたい」
「保護者ともっとわかり合
いたい」ーー。そんな願いをかな
える保育者の「伝える力」ガイド
です。
AB 判 112 頁

まるっと１年

寺田清美 ・著

国立特別支援教育総合研究所
主任研究員

東京聖徳短期大学
教授

“ 折りたい！ ” がすぐ見つかる

各 1,800 ＋税

久保山 茂樹・著

115

啓友 先生の本

毎月の

まいにち
ぞうけい

竹井 史 ・著

愛知教育大学

教授

春 夏 秋 冬 を 感 じ な が ら も︑
子どもの発達に合っていて︑
楽 し め る︑ よ り す ぐ り の 造
形アイデアを集めました︒
AB 判 112 頁

好評！大豆生田

どのクラスにもいる︑ちょっ
と発達が気になる子どもた
ち の 見 方・ か か わ り 方 の 工
夫が満載！

★

ど の ク ラ ス に も い る︑
ちょっと気になる子どもた
ちの見方・かかわり方の工
夫が満載！

『作りたい！」が見つかる！
１年間の造形アイデア

http://www.meito.jp

日本保育士協会

平成28年度決算報告

事業報告書

決算報告書

（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）
年 月 日

（単位：円）

内 容

第１４期
科 目

【理事会】
平成２８年
５月２６日（木）

第１回理事会

平成２８年
６月１６日（木）

第２回理事会

平成２８年
９月１６日（金）

第３回理事会

平成２８年
１１月５日（土）

第４回理事会

平成２９年
１月２１日（土）

第５回理事会

平成２９年
２月２４日（金）

第６回理事会

（平成２８年４月１日～
平成２９年３月３１日）

【収入の部】
会費収入
研修会参加費
集金事務費収入等
受取利息
当期収入合計
前期繰越収支差額
収入合計

【監事会】
平成２９年
５月１２日（金）

管理事務費
人件費
旅費交通費
通信運搬費
印刷製本費
消耗品費
リース料
家賃
会員登録費
支払手数料
補助金
報酬他
事業費
謝金
通信運搬費
印刷製本費
会場経費等
業務委託費
教材費
保険料

【研修会】
第１２回日本保育士協会・実践研修会
横浜市 ホテル メルパルク横浜
平成２８年１１月
５日（土）

平成２８年度(第１回)研修会
花巻市 ホテル グランシェール花巻
平成２８年度(第２回)研修会
東京都 都市センターホテル

平成２９年１月
２１日（土）
【部会】
・広報部会

6,299,328
79,175,004

【支出の部】

監事監査

平成２８年６月
１７日(金)、１８日（土）

70,405,641
678,000
1,792,026
9
72,875,676

21,494,713
7,031,680
3,770,204
1,985,997
761,659
477,311
989,676
2,741,764
1,733,402
597,936
1,000,000
405,084
44,380,694
1,557,977
1,234,703
1,995,018
4,079,538
554,766
408,072
34,550,620

平成２８年 ８/２６．１１/５．１２/９
平成２８年７月 保育所における「子どもの最善

・調査研究部会等

の利益のための支援」実態調査報告書 発行

平成29年度
平成２９年度（第２回）

平成２９年度（第３回）

一般社団法人

当期支出合計額
当期収支差額
次期繰越収支差額

65,875,407
7,000,269
13,299,597

日本保育士協会研修会予定表

開催場所

日野市：つくしんぼ保育園

開催日

平成２９年１１月８日（水）

内容

保育園見学と講演（保育の安全研究・教育センター 掛札逸美）

開催場所

東京都：千代田放送会館

開催日

平成３０年１月２０日（土）

内容

保育所保育指針の改定に関する講演(なごみ保育園 園長 志賀口 大輔）

〒102-0083

一般社団法人

日本保育士協会

東京都中央区日本橋横山町3-8
Ｕ・Ｍビル３Ｆ
TEL 03-6825-8803
FAX 03-6825-8802
ホームページアドレス http://www.hoikushi-kyo.jp/
Eメールアドレス hoikushi-kyo@hbvw.ftbb.net

