
 
 
 保育コンシェルジュによるアンケートで集計した、“園で力を入れている取り組み”についてご紹介しま

す！！園選びのヒントにしてみてはいかがでしょうか。  

 （令和２年１０月５日更新） 

保育園名称 園で力を入れている取り組み 

公
立 

 

下戸田保育園 

昨年度、今年度と研究会で食育について学んでおり、園

全体としても、そのクラスで出来ることを取り組んでお

ります。野菜を育て、収穫したものを調理してもらい、

みんなで味見したり、家庭での様々なレシピを保護者か

ら教えていただいたり、旬の野菜、果物、魚等の写真を

掲示したり、食育の４つのお皿の栄養素を掲示する等、

楽しみながら取り組んでいます。 

また、お話しポケットではお迎えに来た保護者と子ども

を対象に絵本の読み聞かせや手遊び等を行っています。

（※コロナ関係で実施できていないこともあります。） 

 

新曽保育園 

【食育】 

豊かな食体験ができるように、各クラスで年齢に合った

取り組みを実施し、その様子を園だよりや食育ボードで

紹介しています。給食の人気レシピや食に関するＱ＆Ａ

も紹介しています。また、畑で野菜を育て、収穫して味

わう体験も行っています。 

 

【絵本】 

保育園や家庭でも絵本に十分親しんでもらえるように、

貸し出し絵本を実施したり、保育園で読み聞かせている

絵本や、絵本にまつわる子どものエピソードを紹介した

りしています。 

（感染症予防のため実施を見合わせることがあります。） 

 

 

喜沢南保育園 

新しい園舎、大幅な増員、大きくなった職員集団、今ま

で築き上げた歴史と、1からスタートする部分ともミッ

クスさせながら、より安全で安心できる楽しい保育園づ

くりに力を注いでいます。新型コロナ感染症拡大防止を

考慮した上での保育内容、環境構成、情報伝達方法等を

大切に取り扱いながら、話し合いや確認の場を設け、実

施と振り返りおよび改善に取り組んでいます。 

【保育環境】子どもたちが楽しめる玩具作りをします。 

【子育て支援】職員間で連携を図りながら、保護者の思

いに寄り添い、支援をしていけるように

しています。 

 

笹目東保育園 

自然豊かな環境の中で、のびのびと戸外遊びをしていま

す。年齢ごとに運動遊び（安田式）を取り入れ、楽しく

活動しています。また、「もぐもぐ先生」が各クラスを

園で力を入れている取り組み一覧 

 

 



巡回し、食に興味関心が持てるよう、食に関する集会を

行っています。 

 

上戸田南保育園 

どろんこ遊び：手足の感覚を刺激し遊びに集中すること

で、視覚、聴覚、触覚、嗅覚が磨かれ、創

造力や集中力を養います。また、開放感や

満足感を味わいます。 

リズム遊び：ピアノの音に合わせて手の指先、足先に意

識を集中させ、脚力、背筋、腕力などの運

動機能を高めます。 

異年齢保育：少子化によって年齢の異なるこども同士の

関りが減少していますが、保育園では異年

齢と交流する機会を設け、思いやりの気持

ち、責任感、意欲を育てます。     

楽器遊び（年長）：表現力、集中力、音感、協調性、社

会性を育て達成感味わいます。 

 

新曽南保育園 

広い園庭には、多くの樹木が茂り、四季の移り変わりを

感じながら、異年齢交流や戸外活動等に取り組んでいま

す。 

園全体で年齢に応じた食育を行い、様々な経験を通して

食べることの楽しさを感じる活動をしています。 

保護者の思いに寄り添いながら、多方面からの保護者支

援をしています。 

 

 

笹目川保育園 

・各年齢にあった運動遊びの取り組みを、園全体として

継続的に行っている。 

・毎日の生活の中で、食育活動を大事にし、各年齢に合

わせ、食べることに興味がはぐくんでいけるよう様々

な工夫を行っている。 

・保護者との信頼関係を深めていけるように、保護者の

思いに寄り添いながら、様々な方法で園からの発信力

を高めていくことを大切にしている。 

 

私
立 

きざわ保育園 

どろんこあそび、年齢発達に沿ったリズムあそびを楽し

みます。裸足・布おむつ・布パンツでの園生活、五感を

フルに、意欲的・能動的な仲間との生活・あそびの中で

子ども自身が持つ育つ力を発揮していきます。 

 

ささめ保育園 

広々とした園舎でのびのびと活動できるよう努めていま

す。また、専任の外部講師による音楽や体操の指導に力

を入れ、お遊戯会や運動会で発表しています。 

 

あけぼの保育園 

・木や葉と触れ合う自然体験を通した「木育」 

自然と触れ合う体験型教育をとり入れている保育園です 

・安田式を取り入れた「体育遊び」 

安田式は技能向上を目的とせず、保育士やお友達と体育

遊びを楽しむことで、共感性や規範意識が自然と育ち、

熱中できる集団を形成するための指導法 

 



「応答的保育」を主軸として日々の保育 

環境からの応答性を重視する保育として生まれた「応答

的保育」子どもの行動に対する環境（ヒト・モノ）から

の反応、それにまた子どもが反応して働きかける。そう

して子どもの行動は活発になります。応答的保育の実践

により、子どもは知的能力、興味、関心、自発性、意

欲、他者への信頼感が培われます。 

 

戸田公園駅前さくら草保育園 

食育につながる行事や季節の行事などを通して、四季を

感じられ、地域交流も多い。幼児組では、講師による指

導（体育・英語・日本太鼓・リトミックなど）を行って

いて、運動会やお遊戯会で披露している。 

 

 

 

戸田駅前保育所 

・運動遊び：週1回、3・4・5歳児に「運動って楽し

いな」と思えるような運動あそびを行っています。 

・茶道教室：5歳児が月1回、地域の茶道の先生から作

法を習っています。日本の伝統文化である茶道を楽し

く学びながらおもてなしの心を身につけています。 

・高齢者との交流：5歳児が年4回、地域の高齢者施設

を訪問して、歌や踊りを披露したりプレゼント交換等

を行ったりして高齢者の方との交流を図っています。 

・食育活動：毎朝の食材紹介や給食の3色ボード、クッ

キングなどを通して、食への興味と関心を深め、感謝

の気持ちにつながる食育活動をしています。 

 

戸田こども園 

戸田こども園は家庭が“小さなお家”であるならば保

育園は“大きなお家”として穏やかであたたかな生活空

間 Day Home（昼間の家庭）を大切にしています。 

日々の遊びや生活の中で“様々な経験や体験から学

び、安全で情緒の安定した生活ができ、“のびのびと楽

しんで遊べる環境”を用意しております。 

 

・運動あそび ・造形あそび ・英語で遊ぼう会 ・リ

トミック 

以上は子ども達自ら楽しんで遊べる様、遊びの一環と

して専門の講師の方からご指導いただきながら保育者も

学び、そして子どもと共に楽しみ育ち合うことを心がけ

て居ります。 

 

その他、幼児組の取り組みの一つとして異年齢保育。食

育活動では、畑作り・クッキング保育などを取り組み、

又、毎月の誕生会では日頃から子どもたちに絵本の読み

聞かせを行い保護者の方々にも絵本を推奨していますの

で、大好きな絵本を題材にした“物語給食”を提供し、

保護者の皆さまからも大好評です。 

 

  

 



 

北戸田J キッズステーション 

・興味、意欲を持って遊びに取り組めるよう、環境設定

の改善。 

・気持ちを言葉にして相手に伝えることができるよう、

気持ちを受け止め言葉のやり取りを大切にする。 

・食の大切さ、楽しさを感じてもらうため、調理保育や

栽培など食育の充実。 

・幼児クラスでは、体操教室、リトミック、絵手紙を行

っている。 

 

戸田駅前さくら草保育園 

野菜作りやクッキングを通しての食育、日課としてのマ

ラソンや縄跳び等を通して体力作りや忍耐力、心の成長

につなげる。更に専門講師による活動も行っている子ど

も達は広い園庭でたくさん遊び、のびのびと過ごしてい

る。 

 

桑の実戸田公園保育園 

・食育・・・食に興味を持ち、食べることへの喜びや楽

しさを味わえるよう、調理保育・栽培・当番活動などを

行っています。また、ランチ参観を通して家庭との連携

を深めています。 

・絵本の奨励・・・絵本の貸し出し・園だよりにておす

すめ絵本の紹介を行っています。 

・幼児クラス・・・専任講師による絵手紙・体操教室を

行っています。 

 

とだ虹保育園 

0・1・2歳児は、落ち着いて過ごせるように少人数の

グループに分けて保育を行っています。また、3・4・5

歳児は、「考える力」を伸ばせるような援助を（保育士

が先回りをして教えたり、やってしまったりしない）行

っています。 

子どもの「やりたい」ことができるような環境を整え

（様々な素材を揃えたり、継続して取り組めるような時

間を設けたり）、たくさんのことを経験できるようにし

ています。また、野菜の栽培やクッキング等、食育活動

も行っています。 

遊びや生活の中で様々な力を身につけることができます

が、その様子を保護者のかたに分かり易く伝えるため、

写真にコメントをつけた「ドキュメンテーション」を作

成しています。 

 

太陽の子下戸田保育園 

・5歳児クラスは自由午睡：寝ないことを選択した子は

その時間は自分のやりたいこと、遊びをじっくりと楽し

む時間に使っています。 

・子どもの主体性を伸ばす保育：同じ活動をする中でも

自分のやりたい事を見つけられるような保育をしていま

す。自分らしさが出せたり、認めてもらえるような、み

んな同じではない保育を心掛けています。 

・食育：年齢にあった活動を毎月行っています。 

・英語：外国人リーダーが月2回、レッスンをしてくれ

ます 



・ダンス：リズモンというモンスターを通し、体を動か

したり表現することを楽しめるような活動をしていま

す。 

 

 

  

・新入園児は、お子様が慣れるまで園で保護者も一緒に

過ごす「出会いの保育」を行っています。 

・乳児組では月齢に応じた担当保育を行い、愛着（アタ

ッチメント）や自己肯定感が育まれる保育をしていま

す。 

・季節の野菜や果物の栽培で、昼食やおやつに旬の食材

をいただきます。 

・春はさくらや菜の花、夏はヒマワリ、ハーブ、秋はコ

スモス、冬はパンジーやビオラなど四季それぞれの花

が咲いています。 

・いつも自然が身近に感じられる環境づくりに心掛けて

います。 

 

太陽の子新曽北保育園 

絵本の読み聞かせ…蔵書を多数持つほか、近隣のグルー

プ園と絵本を巡回させ、たくさんの絵本に触れる機会を

作っている。 

食育…０歳児からの食育の日の活動を月に１回行い、給

食の献立に毎月「日本の郷土料理」「世界の料理」「絵

本おやつ」を取り入れている。 

英語（ふぁんばりん）…月に２回、ネイティブ講師によ

り０歳児から英語に触れている。 

ダンス（リズモン）…３歳児以上は、普段の活動にダン

スを取り入れている。 

キッズおそうじ隊…４歳児以上で活動。お掃除の方法を

知り、園内園外の清掃をすることで社会に貢献する体験

をしている。 

 

よつば保育園 

・「楽しむ、味わう、感謝する」を食育目標に据え、野

菜等の栽培やカツオの解体ショーなどの実施、ご当地グ

ルメの旅と題して毎月全国の郷土料理等を提供するなど

“食”への興味・関心を育てています。 

・リトミックや英語、体操などは専門講師をお願いし

て、子どもの“楽しい”を刺激しています。 

・思いやりや優しさを育み、自分もお友だちも大切にで

きる子どもの“心”をご家庭と一緒に大切にしていま

す。 

 

あけぼの第2 保育園 

・木や葉と触れ合う自然体験を通した「木育」 

自然と触れ合う体験型教育をとり入れている保育園です 

・安田式を取り入れた「体育遊び」 

安田式は技能向上を目的とせず、保育士やお友達と体育

遊びを楽しむことで、共感性や規範意識が自然と育ち、

熱中できる集団を形成するための指導法 

 
げんき保育園 



「応答的保育」を主軸として日々の保育 

環境からの応答性を重視する保育として生まれた「応答

的保育」子どもの行動に対する環境（ヒト・モノ）から

の反応、それにまた子どもが反応して働きかける。そう

して子どもの行動は活発になります。応答的保育の実践

により、子どもは知的能力、興味、関心、自発性、意

欲、他者への信頼感が培われます。 

 

太陽の子とだ笹目保育園 

・マルトリートメントの研修を全員が受け、スタッフ全

員でマルトリートメントの無い保育を心掛けている。 

・食育と絵本：絵本給食『絵本に関する活動や食材を知

って食べる。（よく噛む、味を知る等）』 

・コーチを呼んでのサッカー教室。 

・英語：ふぁんばりん 

・お掃除チャレンジ（子どもが掃除専用の服を着て定期

的に行う） 

 

こどもの国さくら草保育園 

一人一人の興味を高め、可能性を引き出すためにカリキ

ュラムの充実を図っています。幼児組のリトミック、英

語、体育指導、さくら組（年長）は、さらに日舞、科

学、サッカーを実施しています。専門の先生が教えてく

ださるので、安心であり、活動が好きな子が育っていま

す。 

 

ニチイキッズ上戸田保育園 

アットホームな雰囲気を大切にしています。全員の保育

士が、全園児について把握ができるよう必ず名前を呼ん

で一日一回は声を掛けることを心がけています。 

クラス保育を大切にしていますが、一つの家で過ごして

いるようなリラックスした雰囲気の中で自らやってみた

いことを見つけ、園内を自由に探索できるようにしてい

ます。3歳以上の保育活動においては、カリキュラムを

基に子どもたちの様子をみながら運動あそび・音楽あそ

び・造形あそびの活動を行っています。発達にあった絵

本の読み聞かせ・ことば遊びの活動の合間に取り入れ保

育士も共に楽しみながら行っています。 

 

にいぞ虹保育園 

今年度畑を借りて沢山の野菜を育てています。 

汗をかきながら耕したり育てたり収穫することで体力向

上をはかるとともに食育の指導に取り組んでいます。 

 

すみれ保育園 

一人一人のありのままの姿をしっかり受け止め、園生活

を豊かに過ごせるようゆったりと温かく関わる保育を行

っています。音楽、運動、造形など季節感を取り入れた

体験を通して、楽しみながら五感を磨き、興味を引き出

しながら意欲を育てていく事に力を入れています。 

 

戸田すこやか保育園 
当園は命名通り「こどもたちのすこやかな成長」と保護

者の「育成」を支援します。こどもの主体性を重視し、

 



小さい頃から多様性を受け入れる心の保育に取り組んで

います。 

リトミックや英語を通して、将来社会で生きていく為の

基礎を身に着けられるように見守りながらこどもたちの

成長を支えています。 

・戸外遊び 

 植物・生き物に触れたり、どろんこ、ボディーペイン

ティングなど、いろいろな感触遊びを楽しんだりしてい

ます。 

・食育活動 

 畑で育てた野菜を収穫し、給食やクッキング活動に取

り入れています。 

 

むつみ保育園 

定員の少ない保育園なので、一人一人の子どもに細やか

な配慮をし、保護者と共に育ちを支えたいと試みていま

す。 

 

かんな保育園 

・「生きる力」がつけられるよう子ども達の自発性を大

事にし、出来る限り子どもと話し合いを設け保育をする

ようにしています。 

・子ども達が自由に発想豊かに過ごせる環境作りを心掛

けています。 

・子ども一人ひとりの成長に合わせられるよう、保育を

見つめられるよう常に心掛けています。 

 

みずき保育園 

・園庭はないが、プールや運動あそびなど工夫しながら

行っている。 

・運動会は戸田市スポーツセンターを利用し系列園と合

同し4園で行っている。 

・晴れていれば散歩へ行き、公園や広場を活用し遊んで

いる。 

 

戸田本町 

さくら草保育園 

・季節に合ったさまざまな行事を行っていること。 

（春：お花見会、夏：流しそうめん会・縁日、秋：秋の

収穫祭（さんま・焼き芋等）運動会、冬：五平餅会・お

遊戯会） 

・講師の先生を招いて指導してもらっていること。 

（月：英語・リトミック、火：日舞、水：体操・科学遊

び、金：音楽指導（日本太鼓）） 

 

戸田公園すきっぷ保育園 

・一人ひとりを大切にし、子どもの主体性を大切にする

保育内容 

・戸外遊び（季節により3.4時間） 

・英語遊び（ネイティブの講師による英語遊び） 

・園外保育（お弁当持参の戸外活動） 

・お泊り保育（年長年中） 

・ボート体験会 

 

 

 



太陽の子北戸田保育園 

・地域交流（現在コロナ感染防止の為、実施はできてい

ない） 

・子どもの主体性を伸ばす保育 

 

戸田第２すこやか保育園 

『自然に囲まれて、すこやかに大きく豊かに育とう！』 

広い園庭と沢山の自然の中で遊び、菜園での野菜作りや

季節の行事を通じで、仲間と共に豊かに育ちあう。温か

い丁寧な関わりの中で、しっかりと自己肯定感を育む保

育をしています。 

【主な菜園活動】戸田市で活動されている講師により

「冒険ファーム」として…菜園での季節の野菜作り、収

穫した野菜から、味噌、麦茶、たくあん作り等。他、

様々な季節の行事に合わせたクッキングや自然物を利用

した活動。野菜、土や虫に興味関心を持ち考え、表現す

る学習活動等を行っています。 

 

 

こだま虹保育園 

食育活動に力を入れています。 

昨年度はプランターで野菜を育てておりましたが、今年

度より畑を借りて行っております。（プランターでも行

っております。）育てた野菜で何か作れたらと企画して

おります。又、野菜以外でも作る予定です。 

 

つくし保育園 

園庭が2つあり、天気のいい日は思いっきり体を動かし

て遊んでいます。大きな砂場もあり、夏にはプールも楽

しんでいます。幼児クラスでは週1回の体操に月1回

のクッキングと様々な体験が出来るよう取り組んでいま

す。 

 

みんと保育園 

子どもたちの健康と安全を守る中で、一人ひとりのあり

のままの姿をしっかりと受け止め、月齢差や発達の姿を

考慮しながら園生活が豊かに過ごせるように、ゆったり

と温かく関わる保育を実施しています。 

 

また、保育者が、子どもの心を動かす魅力のある環境作

りにも工夫をこらし、一人ひとりの「生きる力」を育ん

でいます。 

 

ココファン・ナーサリー戸田公園 

・子どもが本来持っている「育ちのチカラ」を伸ばす。 

・子どもの主体的な活動を援助し、子ども一人ひとりに

応じた発達を支援する。 

・養護と教育の一体化を実践し、家庭と連携する。 

等のことを目指しています。 

【絵本】 

・絵本の貸し出しを幼児からしています。 

・学研ココファン文庫では年間購読をすることができま

す。 

・朝、夕と合同保育では毎日15分間おはなし会をしま

す。 

 

 



・1・2・3歳児では総合保育絵本（くうちゃんえほ

ん、みみちゃんえほん、よいこのくに）を保育で活用し

ています。 

【知育】 

4歳児クラスの後半から「もじ」や「かず」に楽しく触

れられる機会を作るため「もじかずランド」の教材を使

って行っています。4・5歳児の担任は講習をうけ、ク

ラスへおろしています。絵パネルや数字パネル等様々な

教材を使用し、子どもたちが「もじ」「かず」へ興味関

心を深めていけるように取り組んでいます。 

【スポチャン（スポーツチャンバラ】 

5歳児が対象で行っています。会社で講師による教室

を開き、5歳児の担任等を対象にライセンスをとり指

導にあたっています。主に礼儀（挨拶）や集中力を養

う、自分の体をコントロールできる能力の育成、思い

やりの心の育成等を通し、護身だけでなく、健やかな

る成長につなげられるように力をいれています。 

 

グローバルキッズ戸田駅前保育園 

「子ども主体の保育」がグローバルキッズのモットーな

ので、そこは常に考えながら保育を行っている。 

 

戸田公園クマさん保育所 

２０１９年にできた新しい保育園です。 

・人間形成の土台となる乳児期には身近な保育士とのふ

れあいを大切にし、一人ひとりの発達に合わせた丁寧な

保育を行っていきます。 

・就学を見据えて生活習慣の確立、幼児教育を取り入れ

た保育内容や自分で考えたり、よいと思ったことは行動

できるように、一人ひとりの自主性を大切にしていま

す。 

廃材あそびで想像を形にすることや植物や野菜を育てる

大変さ、地域交流を通して様々な人たちと支え合いなが

ら生活していることなど子ども達には❝経験❞を通して

たくさんのことを感じてほしいと願いながら保育してい

ます。 

 

戸田公園北雲母保育園 

食育に力を入れており、管理栄養士3名が常駐しており

ます。各クラス、毎月クッキング保育を取り入れたり、

年2回は給食フェアーを行い、保護者の皆様にも味見等

で参加していただいています。また、お迎えの際に5分

間お時間を頂戴し、保育士とじっくりお話をさせていた

だいております。毎日の連絡ノートや管理栄養士が書く

栄養ノートを通して保護者との連携を密にとっていま

す。 

 

戸田公園西雲母保育園 

「生きることは食べること」「食べることは生きるこ

と」自園では、食育に力を入れております。 

管理栄養士が常駐して、野菜の苗植え、栽培、収穫や毎

月のクッキング保育、テーマを決めての給食フェアなど

様々な取り組みを行い、食に対する興味関心を培ってい



ます。また、子ども一人ひとりの気持ちに寄り添い丁寧

に関わることで、毎日のびのびと過ごしいきいきと遊

び、子どもの主体性や生きる力を育み、十分自己発揮す

ることが出来るように援助しています。職員は全員有資

格者ですが、外部研修、園内研修を定期的に実施し、保

育者自身の保育の質をより一層充実させるよう努めてお

ります。 

 

アロウラ保育園 
一人ひとりの個性を大切にし、それぞれの個性を引き出

す保育を行います。さまざまな遊びを通して、子どもの

「やりたい気持ち」（意欲）を引き出し、子供の中にあ

る「力」を育んでいきます。 園内にあるライブラリ

ー・スペースを活用して、絵本に触れる時間を大切にし

ています。 

 

小
規
模
保
育
事
業
所 

 

ポッポの家保育所 

・給食：「食育」は美味しいご飯をみんなで楽しく食べ

る経験から。小規模ならではの、できたてホカホカ温か

い給食。食材にもこだわり美味しくて健康的な給食で

す。 

・保護者参加：今年は感染症対策を考慮し、夏祭り活動 

を窓越しに参観。コロナ禍でも出来ることを模索してい

ます。 

・連絡ノート：毎日の様子を丁寧にお伝えしています。 

保護者との情報共有を大切にしています。 

・遊び：散歩で自然体験。リズム遊びに玩具。 

たくさんの遊びで経験を積みます。 

・発表会：公民館を会場にして１年の成長を披露します。 

 

北戸田さくら保育園 

・歳児別会議 

・歳児別（月齢別）活動 

・異年齢保育 

・姉妹園との交流（同学年との集団活動に慣れるよう

に） 

・季節ごとの行事（夏まつり＆おもちつきは親子参加） 

・親子遠足（潮干狩り） 

 

保育園元気キッズ 

・0歳児は保育士との愛着関係を築きながら、安心して

過ごせる環境を作る。 

・晴れた日には外遊びに行き、体をたくさん動かす。 

・できるだけ多くの食材を使用し、楽しく、食べる楽し

みを学ぶ給食の提供 

・0、1、2歳の各クラスに担任を設け、子どもたち一

人一人の発達をしっかりと見守り支えていく。 

何事にも楽しく望み、自分の意思と、相手への思いやり

を持った豊かな心を育む。 

 

 



ふるーる保育園戸田公園駅前園 

温かい雰囲気の中、子ども達が安心して過ごせるよう丁

寧な関わりを心掛けています。また様々なプログラムを

通して子ども達の「やりたい」を育むことに力を入れて

います。 

・英語、リトミック、食育、ヒューマジック（次世代型

リトミック） 

・夏季は園に隣接された広場で水遊びを実施 

・給食は自園調理で行事食も提供 

 

なずな保育園 

今年度はコロナウイルスの影響でなかなかできていない

のですが、なずな保育園では地域や人との交流をたくさ

んもてるように心がけています。同じ小規模認可園と合

同遊びをしたり、小学校の街探検や中学校の職業体験に

来てもらい、たくさんの人や地域と関わりを持つように

しています。 

 

ぱすてるはうす 

・家庭的な保育。 

・和やかな保育室。 

・衛生管理の徹底。 

・除去食対応。 

 

ひなた保育園 

ひとりひとりのお子さんとじっくりかかわり合いなが

ら、毎日楽しく伸び伸びと過ごせるよう心がけていま

す。毎日散歩にでかけ、戸外で体を動かし、体づくりや

様々な経験ができるようにしています。 

 

チャイルドルームりとるすたあ 

・入園の時期はお気に入りのキャラクターなど、心の支

えになる既製品おもちゃを出して遊んでいますが、園生

活に慣れると先生手作りのおもちゃを使ったり廃材での

製作遊びを大切にしています。 

先生の作るおもちゃはジッパーがついていたり、指先を

使えるよう工夫したもの・廃材遊びは砂場で使う椅子を

牛乳パックで自分たちで作るなどしています。 

 

・昨年度より食育活動に力を入れています。定期的にと

うもろこしの皮むきなど食材に触れる機会を設けたり、

日々新しいおやつへの工夫などをより良い<食育>を提供

できるようにしています。 

 

  



 

なでしこ戸田第一保育園 

特に力を入れているのは「手のお仕事」です。1歳の誕

生日を迎えてから、手先を使った細かい作業＝お仕事を

週2回～3回行っています。10分～20分の時間で集

中して取り組む事で脳に刺激を与え、生活の面でも1人

で出来ることが増え、自立への一歩へとつながります。 

 

保育ルームスターキッズ北戸田 

・季節の行事を通して、姉妹園とのふれあいや地域の方

との交流を図っています。 

（夏祭り、運動会、ハロウィン、クリスマス会） 

・専門講師による英語、造形、リトミックを行っていま

す。 

 

 

アメリカンキッズ英語保育園 

戸田本町園 

・保育士の保育以外にも、専門講師による毎日の英語と

月2回のリトミックがあります。小さいうちに様々な

事・物に触れることで好きなものを増やしたり、見つ

けたりして選択肢を広げることができたらいいなと思

っています。 

・園庭がない分、毎日の戸外遊びの時間は十分にとって

いて、いろいろな公園に行くようにしています。（よ

く遊んで、よく食べて、よく寝るをモットーに） 

 

事
業
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やぁみぃ保育ルーム 

食育活動としてプランターで旬の野菜を育てたり、さい

たま市にある契約農園へ年に1回行き野菜のもぎ取り体

験などに力をいれています。 

 

京葉流通倉庫㈱TLC キッズランド 

「自己肯定感に溢れ、生きる力の強い子どもを育てる」

を保育目標とし、育児担当制と環境設定保育に力を入れ

ています。 

・一人一人とじっくり関わり、昼間のお母さんとなり、

お子様との愛着関係を築きます。 

生活の見通しがもて、自分で考え、自分で判断し、主体

的に行動する意欲を育てます。 

・一人一人のお誕生日会。お誕生日の日にお子様の好き

な物でケーキを作り、保護者の方にも参加していただ

き、一緒にお祝いします。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


