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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
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拶

日本保育士協会会長

池脇きん子

早いもので令和２年度がスタートして半年が過ぎようとしています。会員の皆さまにおかれまし
ては、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策に大変苦慮されていることと思います。
思い起こせば、新しい環境へ期待と希望に満ち溢れるはずの４月、新学期がスタートするやいな
や新型コロナウイルス感染拡大防止策として政府から緊急事態宣言が発出されました。ここから私
たちの日常は一変しました。緊急事態宣言下、会社、学校、幼稚園とあらゆる業種、業態の事業に
活動自粛を求める中、私たち保育所には社会機能を維持するため開所の継続が求められました。こ
の半年間、私たち保育士は、社会機能を維持しつつ、園児の命を守るため、出来る限りのありとあ
らゆる策を講じ手探りながら懸命に感染症対策に努めて参りました。更に、この夏の猛暑で感染症
対策と同時に熱中症への対策という極めて難しい対応にも追われました。
実りの秋のこの時期、本来であれば運動会や秋祭り、遠足、作品展など子どもたちが楽しみにし
ている行事がたくさんあります。しかし、今年は続く感染症対策によりこれらの行事の中止や延期
を決めた園も多いのではないでしょうか。
スキンシップやコミュニケーションを基盤とした乳幼児との関わりの中で保育所において三密を
回避することは不可能と言っても過言ではありません。感染リスクが低いとは言えない環境の下、
対策を継続しながらいかに子ども達に豊かな経験をさせ、心身の健やかな発達を保障するか、今後、
新しい生活様式と共に私たち保育士に与えられた新たな使命と言えましょう。
先の緊急事態宣言により、今日の日本の社会において保育所が果たす役割の重要性が更に浮き彫
りになりました。保育士がこの国を支える根幹の一部であることを国、更には社会全体が改めて認
識し、保育士の社会的地位の向上へと繋がる機会となって欲しいものです。
さて平成 15 年に発足した一般社団法人日本保育士協会は、今年で 17 年目を迎え会員数 35,083 名、
施設数 1,843 園（2019 年度末）となりました。これもひとえに理事長先生、施設長の先生方そして
会員の皆さまの深いご理解とご支援の賜物でございます。
新型コロナウイルスの脅威がいつまで続くのか不安は尽きませんが、今後も日本保育士協会は子
どもの健やかな成長を願い、保育士の福祉の増進、保育士の職業倫理の高揚、保育に関する調査・
研究による保育士の資質向上ならびに社会的地位の向上に努め、保育の健全な発展を図り、会員の
皆さまのご意見やご指導をいただきながら邁進してまいりたいと思います。
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保育の
教室

1時限目
こくご

【知っているつもり 分かったつもり】
う め づ

梅津



ま さ き

正樹

先生

「東京アラート」を土産物店に買いに行っても売っていません。新しい東京銘菓の名前ではな
いのですから。 「ソーシャルディスタンス」は踊れません。ソーシャルダンスの型の一つでは
ないのです。 「ウィズコロナ」とは「さあ皆さん

コロナとご一緒に GO

TO」と呼び掛けて

いるわけではありません。 「ステイホーム」と「ホームステイ」は違うのです。
しつこすぎましたね。すみません。

しかし、命が係わる状況で

これほどカタカナ語が氾濫

すると、私は途方に暮れるばかりです。その後も都知事から、記憶できないカタカナ語も聞きま
した。
医学の専門家からは、初めて聞くカタカナの専門用語がいくつも出てきました。

そのためテ

レビ局の中には誤表記や誤読もあったようです。誰に向けての会見や発表だったのでしょうか。
本当に私たちは、これらのことばをきちんと理解しているのでしょうか？
上げれば

本当は

失礼を承知で申し

分かったつもりになっているだけなのではないでしょうか？

もしかする

と、知っているふりをしているだけではないのかと、半信半疑になってしまいます。何故
ような語学が苦手な者にも理解できることばを

使ってくれないのでしょうか？

私の

もしかす

ると日本語に置き換えることはできないのかも知れません。 特に医学の専門用語では難しいこ
とがあります。
私が勤めている二つの大学でも「新型コロナウイルス」のために

新学期はすべて遠隔授業に

なりました。連絡してきた大学からは「オンライン」「リモート」などと言う用語が使われてい
ました。

そして、私のような教員のために、懇切丁寧な操作手順を解説した書類が

られてきました。写真や図がふんだんに使われ、親切な説明です。ところが
インスタグラムとツイッターの区別もつかない私には

何度も送

フェイスブックと

そう簡単なものではありませんでした。

パーソナルコンピューター（パソコン）の操作を一つ一つ順を追って操作してみました。とこ
ろが

理解できないカタカナ語が出てくると

そこで作業は止まります。 そのことばを調べる

と、その説明の中にまた別の知らないカタカナ語が出てきます。それは芋づる式です。私はもう
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そこでお手上げです。

通常講義の何倍もの時間と神経を使った「遠隔講義」でした。

数年前には「レジェンド」「レガシー」などもありましたね。

私はこっそり調べました。

安易に分かったつもりでいると恥をかくことがあります。 「デッドロックに乗り上げる」がそ
うです。交渉などが行き詰まった状態を表すときに使われています。英語の「デッドロック」と
は「行き詰まり」と言う意味です。「ロック =LOCK= 鍵」です。ですから本来は「デッドロッ
クに陥る」と言うのでしょうね。ところが「ロック =ROCK= 岩」と誤解をして「デッドロック」
を「暗礁」と思い込んでいるための間違いなのです。 「スキンシップ」はどうでしょう。

ど

うやらこれは和製英語のようです。「子どもとスキンシップを取ることが大切」と言いますが
これをアメリカ人が聞くと、なにかいやらしいことを思い浮かべるらしいのです。

注意して使

いましょうね。
1995 年１月の阪神淡路大震災で、「ライフライン」という言葉がニュースに出てきました。
いきなり出会ったこの言葉に、放送現場は戸惑いました。きっと視聴者には伝わらないであろ
うと考えたのです。検討の末、
「電気
その後

ガス

国立国語研究所では「外来語

水道などの

いわゆるライフライン」としました。

言い換え手引き」で「ライフライン」を「生活線」と

提案しています。その他にも「生命線」「命綱」「光熱水路」などもありました。しかし、どれも
定着しませんでした。それぞれのことばの元の意味が邪魔をしているのです。

そして、いつの

間にか「ライフライン」だけが残り定着しています。繰り返し使われているうちに、人々は「光
熱水」以外にも「交通・通信網」までも含めて解釈できるようになり、抵抗もなくなりました。
誰もが納得・理解でき

使い勝手の良い「ライフライン」以上の日本語は生まれなかったのです。

カタカナ語のほとんどは外国から入ってきたことば、外来語です。500 年程前にはオランダ
やポルトガルから人や物が入り、同時にことばも入りました。オランダ語の「レッテル・ランド
セル・ペンキ・オルゴール」 ポルトガル語の「パン・タバコ・コップ・カステラ」などは今で
もそのまま使っています。
明治初期には、アメリカ・イギリス・ドイツなど西欧の新しい概念や事物が

どっと流入しま

した。その数の多さから、原語のままでは国内で浸透・定着する余裕はありません。それらに対
応する新しい日本語が必要になりました。そこで

学者などが元々

中国から入ってきた漢字語

を当てはめたり、独自に漢字を組み合わせて、ことばを作りました。「社会・個人・意識・経済・
教養」などもその例です。中には感心する訳語もあります。
「画廊」は「ギャラリー」のことですね。
画を廊下のようなところに飾るから、更に「ギャとガ」「ラリーとロウ」の音も意識しているの
ですね。「合羽」はポルトガル語の「カパ」というフードの付いた雨具から来ています。 「倶楽
部」「冗句」になると、もう完璧な日本語に思えます。

ところで「自由」ということばがあり

ます。これは福沢諭吉が「リバティー」や「フリーダム」を翻訳したのです。福沢は「原意を尽
くすに足らず」と悩んでいたそうです。「自由」は鎌倉末期の「徒然草」に出てきます。そこで
は「我儘放蕩」を意味しています。そこに「義務や責任」は無いのですね。

もう一つ「愛」が

あります。本来これは古代中国語です。日本では、百数十年前に英語「LOVE」
・独語「LIEBEN」
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の訳語として採用されました。

本来「愛」は

目上から目下、強者から弱者へと

自己本位的

な感情を表すことばとして使われていました。愛情表現としての「恋愛・愛する」ということば
が一般に使われるのは明治以降のことです。日本には「かわいがる・いつくしむ・いとおしむ・
寵愛する・溺愛する・熱愛・好む・好く・大切にする」など、様々な表現があるのです。それを
「愛（する）」だけで本当の気持ちが表せるのでしょうか。
話しは変わりますが「痛い」ということばは誰でも理解できます。しかし地方によっては「は
しる・しぶる・うずく」など痛む箇所によって使い分けているのです。 「かたい」ということ
ばがあります。「意思が堅い」「地盤が固い」「表情が硬い」と使う漢字はそれぞれ異なります。
同じ「かたい」でも微妙に意味は違うのですね。しかし、ことばを音にするとその違いは分かり
ません。食べ物番組での「おいしい」
「ジューシー」は本当に伝わっているのでしょうか。 「大
きくて真っ赤な

おいしいリンゴがあります」と言えばすべての人が納得してくれます。しかし

一人一人が想像する「大きさ」「赤い色」「美味しい味」は異なるのです。何故なら皆、自分の経
験や知識から理解するからです。
一つのことばに対して、大多数の人が同じ認識・理解があれば
す。しかし

日常使うことばのすべてを

う訳でもありません。ことばの多くは
いつの間にか自然に
幼稚園であり

学校で習うわけではありません。辞書を調べてから使
幼いころから

自分のことばとして獲得します。

小学校です。その間に

伝え合う上ではとても便利で

耳で聞いて覚え
それは先ず

使えるようになって、

家庭内であり、保育園・

言葉に対する知識ではなく、感性が養われるのです。

日本の学校では基本的に「国語」の教科はあっても「日本語」はありません。ことばを勉強して
も、その意味や運用の仕方を身に着けるだけでは不十分なのですね。
大学の授業で、学生に「大丈夫」の使い方について意見を聞きました。どんな場面でも安易に
使うのはなぜか問うたのです。

学生の答えはほぼ一致していました。 「誰もが知っている・

使っている・理解できる」「どんな状況でも、どんな相手にも使える」「小さい頃から使っていて
問題はなかった」と言うのです。

そこで私は敢えて反論してみました。理解されていると思

うのは錯覚ではないかと。 「先生、きょう締め切りのレポート明日でも大丈夫ですか」これは、
誰にとって

何が大丈夫と聞いているのか分からない。「明日でも

受け取ってもらえるか」
「明

日では点数が下がってしまうのか」などと自分のことを心配しているのか。それとも「明日の先
生の都合はどうか」「明日
でしょうか。

受け取ることに問題があるか」など相手のことを心配をしているの

それが目上に対して「あなたには対応する余裕があるか」と、相手の能力を確認

することに繋がるとは考えが及ばないのです。他の言い方も思いつかないのです。 そう言えば
「お水の方は

大丈夫でしょうか」は当たり前のように耳にします。

少ない言葉数を形式的に

使いまわしているのです。それでは、相手の心に響く豊かな表現力・語彙力は身に着きません。
知識よりも意識が大切です。それには

ことばに対する柔軟な感性を磨くための環境が必要で

す。勝負は小学生までと思っています。それには家庭の役割は重大なのです。 子供の時に
んなことば・表現を聞かせ

会話をするのか

ど

それは周囲の大人の責任に掛かっているのです。
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●保育園が知って

おきたい感染症
白鴎大学教育学部教授


おかだ

2時限目

はるえ

岡田 晴恵 先生

ほけん

新型コロナウイルス感染症（COVID–19）
新型コロナウイルス感染症（COVID–19）は、2019 年 12
月に中国湖北省武漢市の海鮮市場で働く人に原因不明の肺炎症
状があらわれて発見されました。この病気の原因は新しいウイ
ルスであることから「新型コロナウイルス」と呼ばれ、SARS–
CoV–2 と命名されています。「新型」ですから誰もこのウイル
スに特異的な獲得免疫を持っていません。ですからウイルスに
曝されれば感染しやすく、瞬く間に世界中に拡がって今では感
染者が 2300 万人にも達しています（2020 年８月現在）。
多くの場合、4–5 日の潜伏期で発熱、鼻水、咳のような症状
が出て 1 週間程続き、その後約 2 割の人で肺炎症状が悪化して、
3–5％の人が命にかかわる状態に至ります。味覚障害や嗅覚障害を訴える人も多く、発熱や
咳などの症状に加えて味覚や嗅覚の異常などがあると新型コロナウイルスの可能性が高くな
ります。小児では発熱に乾いた咳、一部では嘔吐や腹痛下痢などの症状もあるようです。海
外では発疹やしもやけ、川崎病のような症状の報告もあります。
一方、約３割の人は感染しても症状を出さず、この無症状の人も他の人へウイルスを感染
させることがあります。また、発症２日前から本人も感染に気づかないままに外にウイルス
を出して感染源となることから、流行を抑え込む対策が難しい感染症です。

新型コロナウイルス感染症にかからないために

１．人混みを避ける



２．手洗い

出典

３．マスクとメガネの着用

岡田晴恵著 『岩波ブックレット NO.1026
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４．適度な保湿と換気

どうする⁉新型コロナ』岩波書店
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このことからもワクチンの開発が急務とされていますが、同じコロナウイルスで 2003 年に
大きな問題となった SARS（急性重症呼吸器症候群）のワクチン開発では、ウイルスと戦って
くれるはずの抗体が逆にウイルスの増殖を促して症状が悪化するという抗体免疫増強反応が起
こって、動物実験の段階で失敗しています。また、今回の新型コロナウイルスの免疫は長くは持
続しないとの報告もあります。新型コロナウイルスのワクチンでも、十分な安全性と重症化や有
効性の検証が必要になるでしょう。
この新型コロナウイルス感染症では重症化するリスクの高い人は高齢者で、亡くなっている人
も 70 歳代以上の人が８割を占めています。しかし、若い人でも重症化や死亡事例もあり、回復
した人でも呼吸苦や肺の機能低下などの後遺症が残ることも報告されています。また、若い人は
無症状や軽症が多く活発に行動して、社会に新型コロナウイルスを拡げている可能性も指摘され
ています。高齢者層に感染が及ぶようになると重症者が急増し、犠牲者が増多してくることにな
ります。有効なワクチンが開発され、広く予防接種ができるようになるまで皆で感染予防を徹底
することが大切です。

しっかりと手を洗う

１．濡らした手に石けんを取り、

２．手の甲に手のひらを重ねて

３．親指から人差し指、中指…と、

手のひらでよく泡立てます

こすり、両手のひらを洗います

一本ずつを逆の手のひらで包んで
回すようにこすって洗います
（両方）

４．指の間を洗うために、

５．爪を逆の手のひらに

６．手首の逆の手のひらで

両手の指を１本ずつ組んで

こすりつけるようにして

包み込むようにして回しながら

こすります

洗います（両手）

こすり、両手首を洗います

７．石けんが残らないように、

８．清潔なタオルやハンカチ、
ペーパータオルなどで水分を
しっかりふき取ります（髪の毛や
衣服で拭いてはいけません）

９．蛇口を締める必要がある場合
は、洗っておくか、手をふいた
ペーパータオルを使うか、
手の甲側で行います

しっかりと水で洗い流します



出典

岡田晴恵著 『岩波ブックレット NO.1026
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アルコールを使った消毒方法

１．ジェル状でもローションでも

２．手のひらと手のひらとを

３．爪を逆の手のひらに

アルコールの手指消毒剤を

すり合わせます

こすりつけます（両手）

４．手の甲をもう片方の

５．指を組んで両手の

６．親指をもう片方の手で

手のひらでこすります（両手）

指の間をこすります

包んで回すようにねじり

手のひらに適量取ります

こすります（両手）

８．乾くまで手のひらを
こすってすり込みます。

７．両手首も逆の手のひらで
包み込むようにして回しながら
ていねいにこすります

便などの処理の具体的方法

１．エプロンなど着て、使い捨て

２．紙や新聞紙などで

手袋とマスクを着用。

汚物全体を広めにおおいます

３．新聞紙などでおおった汚物にまん
べんなく消毒液（うすめた塩素系漂白剤）
をかけてひたします。スプレーの使用は、
ウイルスをまき散らすので NG です

４．おおった紙ごと静かに

５．跡を綺麗にふき取り、消毒液

６．ふき取った汚物や、処理に

しっかり汚物と汚れを包み取り、

（薄めた塩素系漂白剤）でしっか

使った紙、手袋などはビニール袋

ビニール袋に入れます

りふき、最後に水ぶきします

に入れて密閉して捨てます

メガネやゴーグルを着けます。



出典

岡田晴恵著 『岩波ブックレット NO.1026
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新型コロナウイルス感染症に係る発熱、呼吸器症状の患者が来院した場合の対
応フロー、石川県医師会と石川県の共同作成。その後日本医師会からの推奨と
して、医師が検体採取時に感染するのを防ぐために、インフルエンザ検査なし
で臨床診断可能となり、マイコプラズマ咽頭拭い液の迅速検査も施行しなくなっ
ている。

自宅療養中熱が出てしまったら

ほかの人にうつさないように、安静にして過ごし

熱を下げるのには、首の周り、わきの下、

ましょう。部屋は湿度を高くして（50 〜 60％）

足のつけ根に氷枕や保冷剤、濡れタオルを

ひんぱんに換気をします

当てると効果的です



出典

岡田晴恵著 『岩波ブックレット NO.1026
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●保育園の
3時限目
リスクマネジメント③
株式会社フォーサイツコンサルティング
代表取締役 浅野睦（あさの・まこと）先生

しゃかい

リスクマネジメントの観点で見るコロナ対策
前号と前々号では、保育園が行うリスクマネジメントの基本的な考え方と事故分析の方法
を解説しました。今回は、保育関係者の方々の多くが「新型コロナウイルス感染症における
リスク」に関心をお持ちだろうと思いますので、リスクマネジメントの観点で見るコロナ対
策について考えてみたいと思います。ただ、新型コロナウイルスは、今後もしかすると指定
感染症の分類が変わって、今までと異なる対応になる可能性も考えられます。さらに、感染
症の基本的な予防策については、多くの園が厚労省などから出されているガイドラインやマ
ニュアル等に沿って、具体的な対策を講じていることと思います。ですから、ここでは新型
コロナウイルスが園の運営にどのような影響をもたらし、そのリスクをどのようにマネジメ
ントすべきかについて解説したいと思います。
ところで、
「新型コロナウイルスがもたらすリスク」にはどのようなものがあるでしょうか。
次にコロナによるリスクの具体例をあげてみました。

〈新型コロナウイルスがもたらすリスクの具体例〉
職員、園児、保護者が感染した場合の対応（クラスタ―化を防ぐための対策）
感染者が出たことに対する風評被害
職員が抱えるストレス（不安や緊張の中で保育を続けなければならないプレッシャー）
感染の疑いがあった場合の対応（濃厚接触ではないが感染の可能性が疑われるケース）
自粛による子どもたちの運動不足（身体機能・運動能力の発達等への影響）
保護者の育児負担の増加
行事等の中止や変更
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これらは一部のリスク例で
すが、ざっと挙げただけでもい
ろいろなことに対応する必要
があることがわかります。で
は、ここに挙げたリスクについ
て、園はどのような対応を行
う必要があるかを考えてみま
しょう。この中のいくつかを抜
粋して解説したいと思います。
私が最も重視したいリスクは
「職員が抱えるストレス」です。
保育現場では、どんなに感染しないように予防策を講じようと思っても、子どもからの飛沫
を防ぐことは不可能です。子どもが無症状で感染していた場合には、職員も感染する可能性
は高くなります。ですから、感染そのものは避けられないことなのですが、現実には保育関
係者はそれでも感染してはならないというプレッシャーを感じながら日々保育を行わなけれ
ばならないわけです。個人的な見解ですが、私は保育関係者がコロナウイルスに感染するこ
と自体は、重大なリスクとは認識していません。なぜなら、このウイルスは、無症状の感染
者が少なくないことで、市中感染が拡がりやすく、誰でも感染する可能性のある状態が続い
ているからです。地域によって異なる点があると思いますが、今後ある程度小康状態を保つ
ことができたとしても、この傾向は変わらないと考えます。このような環境下では、基本的
な感染予防策を講じつつも、もし感染してしまった場合には、その感染者を許容し、そこか
ら感染を拡げないようにすることに注力すべきと考えます。ですから、仮に職員が感染して
しまうことがあったとしても、その
人の行動を否定するなどがあっては
ならないということです。そういう
意味で、園は「コロナに感染してし
まった場合の対応」として、もしコ
ロナに感染することがあっても、感
染者を責めたり、非難したりしては
ならないということを、あらかじめ
職員に知らせておく必要がありま
す。必要であれば、保護者や関係者
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に対しても、感染が確認される前に、感染者
への配慮を促しておきたいものです。感染し
たくて感染する人はいないわけですから、む
しろ周囲の人たちは感染者が抱える心の負担
感を和らげることが望まれます。そのことを
平時のうちから示しておくことが大切です。
そうすることによって、もし感染の疑いを感
じたとしても、正直に状況を報告しやすくな
ります。
次に、感染の疑いが出た場合の対応につい
て考えたいと思います。皆さんの園では、感
染者が出た場合の対応や、濃厚接触者となっ
た場合の対応については、フロー図などをマニュアル化していることと思います。では、
「濃
厚接触者ではないが、感染した可能性が疑われる状態」についての対応はマニュアル化され
ているでしょうか。例えば、職員と同居する家族が濃厚接触者となった場合の対応や、保健
所から濃厚接触者と認定されたわけではないが感染者と比較的近いところにいた職員への対
応などです。職員がこれらの状況にある場合、「どうすればよいだろう？」と悩ましく思う
ことでしょう。無症状であれば、勤務しても問題ないと思う人もいれば、怖くなってどうし
てよいか分からないと思う人もいると思います。また、近くに感染者や濃厚接触者はいない
のだけれど、なぜか喉に違和感があるなどのコロナに感染した場合と似通った症状が出た場
合についても、対応方法を決めておけるとよいと思います。基本的には、コロナ感染の状況
別にレベルを４つに分類しておくとよいでしょう。
〈感染状況のレベル別分類〉
1 感染者
2 濃厚接触者
3 感染の疑いがある者
4 類似の症状がある者

③ ④の対応を仕組み化するとよい

①感染者、②濃厚接触者、③感染の疑いがある者、④類似の症状がある者、という４つの
分類です。多くの保健所では、③と④でＰＣＲ検査を受けるという判断にはならないと考え
られます。とはいえ、職員と同居している人が濃厚接触者となった場合は、あとで陽性と判
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明すると本人が濃厚接触者にな
るので、同居人が濃厚接触者と
なった時点で無症状の感染者に
なっているかもしれないことか
ら、しばらく勤務を停止して同
居人の検査結果を待つ必要があ
ります。さらに、④についても
市中感染が拡がっている地域で
は、念のため自宅待機が望まれ
ます。このように、感染の疑い
が出た場合の対応を迅速にする
ことで、安心して働きやすい職場をつくることができます。もちろん、この仕組みに伴って
職員への給与の補償や代わりとなる職員の体制づくりも求められます。こういう時に、園に
組織をマネジメントする力があると、とても心強いものです。
最後に、自粛による子どもたちの運動不足についても触れておきたいと思います。皆さん
の園では、緊急事態宣言明けに子どもたちの事故がいつもより増えたということはなかっ
たでしょうか。私の周りでは、特に障害物があるわけではない平坦なところで転んだとか、
ちょっとした段差のところで足をひねったといった事故が増えたとよく聞きます。事故では
ないけれど、コロナ前はできた運動ができなくなったなどの例もあると聞きます。自粛期間
中に子どもたちが運動不足になったことで、身体機能や運動能力に関する発達への影響が
あったのだろうと推測できます。子ども自身も、自分では「できる」と思っていることを、
やろうと思うとなぜか身体がついてこないという感覚なのではないかと思います。子どもた
ち一人ひとりの発達状況に応じた運動能力の向上を段階的に促して行きたいところです。
今回は、コロナウイルス感染症における組織的なリスクマネジメントについて解説しまし
た。 こ の ウ イ ル ス と は
長期的に付き合ってい
かなければなりません。
今まで以上に園全体が
一丸となって対応し、お
互 い を 気 遣 い、 励 ま し
合って乗り切っていき
たいものです。
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コロナ時代だからこそ、リスクがあるカフェに行かなくても、お家で美味しい
コーヒーを淹れて、コロナ対応で疲れた心と身体を癒しましょう。

ポーズカフェ

Pause-café

ワンランク上のおうちカフェ講座

フルーティなスペシャルティコーヒーから、お手軽なコンビニコーヒーまで、街には様々な姿のコーヒーが溢れて
いますね。最近では、カフェだけでなくご自宅や職場で美味しいコーヒーを楽しまれている方が増えています。コー
ヒーの淹れ方は様々ですが、まずは基本のペーパードリップでワンランクアップするためのコツをお伝えします！

Point
その１

豆選び
産地や銘柄だけでなく “ 精製 ” と “ 焙煎 ” で、個性が大きく変わります。

“ 精製 ” 果実味溢れる柔らかな “ ナチュラル精製 ” とスッキリ透明感のあ

る “ ウォッシュト精製 ” など。コーヒー専門店に行ったらぜひマスターやバ
リスタに聞いてみましょう！

“ 焙煎 ”〈浅煎り〉では爽やかな酸味と紅茶のような軽やかさ、〈深煎り〉

ではビターチョコやナッツのような香ばしさとコクを楽しめます。

その２

挽き方と粉量
細挽きはしっかりしたボディ、粗挽きはクリアな甘味が持ち味。なるべく

豆のまま保管して、出したい味に合わせてその都度挽くようにすると楽しい
ですよ。

コーヒー粉量は１杯 10g が基準ですが、決まりはありません。量の微調

整をしながら濃度のグラデーションを楽しみましょう。

その３

温度
美味しいコーヒーを作るために一番大切なポイントです。

沸騰したばかりの熱すぎるお湯では雑味が多く出ます。コーヒーは温度ごと

に様々なフレーバーが現れます。低めでは柔らかな酸と甘味、高めではキリッ

とした苦味。同じコーヒー豆でも気分によって味が調整できるんです！

また、飲むときの温度も淹れたて熱々がベストとは限りません。特にフルー

ティなコーヒーは少し冷まして常温付近でワイングラス！なんて楽しみかたも◎

その４

速度
じっく〜り、ゆっく〜り淹れると美味しくなりそうな気がしますが、実は

時間をかけすぎるのは味が濁る原因になることも。時にはサーーーっとス

ピードを上げることでスッキリ薫り高くなります。特にイマドキのスペシャ
ルティコーヒーは繊細な香りやフレーバーが命。２杯分のドリップなら 2

分 ~3 分を目安にスピードをコントロールして楽しみましょう！スピード調
整には円錐形フィルター
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爽やかに楽しもう！フレッシュミントでコーヒーモヒート
用意するもの
・氷で冷やしたコーヒー（市販のコーヒーリキッドでも OK）
・炭酸水、またはトニックウォーター
・フレッシュミント
・お好みでガムシロップやフルーツシロップ

作 り 方
１. 淹れたてコーヒーを氷で急冷！

２.グラスにミントとシロップ適量を入

３.氷 を 入 れ て か ら ソ ー ダ を 注 ぎ、

４.ソ ー ダ の 上 か ら 冷 や し た コ ー

５. ミントの葉を飾って、出来上がり

●レ シピ詳細や作り方は、こちらの
動画でチェック！
【おうちカフェ】アイスコーヒー

ソーダで夏を乗り切ろう
h t t p s : / / w w w .
youtube.com/
watch?v=HgAb
L-8yFZw

ヒーを静かに注ぐ

プロフィール

れ、スプーンなどで潰し香りを出す

軽くステア（軽くかきまぜる）

岩崎泰三
東京都練馬区出身。国立音楽大学器楽学科卒。幼少より磨いた音楽

的感性に基づく鋭敏な五感を生かし、一杯の特別な珈琲抽出から大会
場イベントまで多彩な活動を展開。国際スペシャルティコーヒー鑑定

士（CQI 認定 Q アラビカグレーダー）資格を保有し世界各地での買付

や公演を行いつつ、セミナー開催、バリスタ育成、カフェプロデュー
ス な ど も 精 力 的 に 行 う。2019 年 自 社 焙 煎 工 場 TCL ROASTING

FACTORY を開設し焙煎豆卸及びコーヒーコンサルティング業に注
力。株式会社 COURO 代表。http://couro.co.jp

YouTube チャンネルで分かりやすいコーヒー情報発信中↓

【チャンネル名：岩崎泰三

-Coffee Journalist Taizo Iwasaki-】

今年 7 月にスタートしました！チャンネル登録、ぜひ
お願いします！
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日本保育士協会 令和元年度決算報告
事業報告書

決算報告書

（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）
年 月 日

（単位：円）

内 容

令和元年度
科 目

【理事会等】
令和元年
第１回理事会
５月１７日（金）
令和元年
社員総会
６月２４日（月）
令和元年
９月 ６日（金）

第２回理事会

第４回理事会
令和 ２ 年
１月２４日（金）
【監事会】
令和 ２ 年
監事監査（令和元年度分）
５月１７日（金）
【部会】
・広報部会

令和元年 ７月３０日（火）
令和元年 ８月２７日（火）
令和元年 ９月 ６日（金）理事会終了後
令和 ２ 年 ２月１０日（月）

【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
雑収入

69,282,620
0
1,787,353
588
13,332

当期収入合計

71,083,893

前期繰越収支差額

41,419,287

収入合計

令和元年
第３回理事会
１１月１９日（火）

日本保育士協会

11 2 , 5 0 3 , 1 8 0

【支出の部】
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
水道・光熱費
会員登録費
支払手数料
報酬
広告宣伝費
業務委託費
保守管理料
損害保険料
保険料
交際費
租税公課
雑費
事業費
謝礼および謝金
通信運搬費
印刷製本費
広告宣伝費
接待交際費
消耗品費
会議費
福利厚生費
保険料

16,687,854
4,640,250
980,870
1,459,520
788,909
176,037
1,264,013
2,408,556
235,841
2,192,013
694,420
419,900
540,000
198,010
259,900
24,380
30,000
206,680
71,200
97,355
39,542,207
245,015
1,669,342
2,948,110
124,790
3,186
47,960
0
0
34,503,804

当期支出合計額

56,230,061

当期収支差額

14,853,832

次期繰越収支差額

56,273,119

〒102-0083

一般社団法人

（平成３１年４月１日～
令和２年３月３１日）

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

