
     人と人とのつながりを大切に 

        ～園行事を通して地域とのふれあい活動～ 

                            社会福祉法人蛸ノ浦愛育会 

                                  蛸ノ浦保育園 

                             主任保育士 亘理 公子 

1. はじめに 

蛸ノ浦保育園は大船渡市の中心部から車で 15分、海や山に囲まれた自然豊かな場所で、小学校の

跡地に建てられ広い園庭がある。昭和 54 年の開園時は定員 60 名、少子化にともない 30 名に満た

ないときもあったが、現在は定員 40名である。ここ数年は、地域の子どものみならず地域外からの

通園児も毎年、何名か入所している。東日本大震災のとき、園舎の津波被害は免れたが、園児や職

員は被災したものもあり、数日間は避難所で過ごし、その後仮設住宅での生活が続いたが、現在は

家を再建したり元の生活に戻りつつある。 
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組名 年齢 男 女 計 合計 保育士数 

ひよこ組 ０歳児 ０ ７ ７ ７ ３ 

もも組 
１歳児 ４ ４ ８ 

１３ ２ 
２歳児 ２ ３ ５ 

さくら組 

３歳児 ７ ２ ９ 

２１ ２ ４歳児 １ ２ ３ 

５歳児 ４ ５ ９ 

  １８ ２３ ４１ ４１ ７ 



2. テーマ設定の理由 

 

 開園以来、園の特色として夏は海水浴、春秋は山登り、週に 1回は「あるけあるけ散歩」など自然豊

かな中での保育ができたが、震災以降、今までのような活動ができない面もまだある。20年ほど前は地

域の老人クラブの活動も盛んで保育園に来ることもあったが、震災後は老人クラブが解散し交流の機会

がなくなった。そんな中、地域のお年寄りを招いての交流会は、いまだ継続し行っている。また、年々

子どもの数が減少し同年齢保育が難しい状況になった。混合クラスで同じ保育者がつづけて受け持つの

で保育に変化を持たせるため、外の空気を入れる意味から地域とのふれあい活動を取り入れている。 

この 4月から統合により地元の小学校が閉校し、小学校との連携“1年生の校外学習”“下校後の小学

生への園庭開放”など交流やつながりが難しくなった。 

園の保育理念である「子ども一人ひとりを大切にし、保護者から信頼され地域に愛される保育園を目

指す」をもとに「魅力ある保育園」「地域に根ざした保育園」になるため行事を通し考え進めていく。 

 

 

3. 研究のねらい 

 

◎子どもの活動を通して地域の人たちとふれあい、つながりを大切にする。 

 

4. 研究の仮説 

 

（１）地域の人たちとの交流活動を年間行事計画に取り入れ行うことで、お年寄りや小 

さい子へのいたわりの気持ちや思いやりの心が育つ。 

（２）「子育てをみんなで楽しむ」子どもの保護者、家族、地域の人にも子育てを担って 

もらう。 

   

 

5. 研究の内容と方法 

 

 地域の方を招待する行事を通して、人と人とのつながりを大切にする保育の実践を探る。 

                            

  



6.  研究の実践 

 

事例１ 【祖父母遠足】   5月 20日（金）     対象児(0~5歳児) 場所(園外) 

 

普段、働いている親に代わり子どもの世話や、保育園の送迎をしてくれている祖父母に感謝し、祖父

母との遠足を実施して 20 年くらいになる。近場への徒歩遠足や大型バス、貸し切り列車の利用など、

毎年好評である。世代間交流の行事はいろいろあるが、祖父母との遠足は当園独自のようである。 

 

活 動 ・祖父母と一緒に遠足にでかける。 

ねらい 
・身近なバスや列車に乗り、親しみをもつ。 

・祖父母とのふれあいを楽しみ、日頃の感謝の気持ちを伝える。 

活 動 の 様 子  

子どもの姿 参加者の姿や声 保育者の配慮や援助 

・「おばあちゃんと行くんだよ」

とうれしそうに話す子。 

・「お弁当はおにぎりとサンドイ

ッチとからあげ」「デザートは

さくらんぼだよ」と楽しみに教

える子もいる。 

・祖父母にわがままを言ったり、

甘える姿は親に向ける姿とは

違う子もいる。 

・バスやレトロ列車は、普段はな

かなか乗る機会はないので興

奮した声も聞かれる。 

・トンネルの中に入ると真っ暗に

なり、怖がる子がいたり、よろ

こぶ子もいる。 

・おやつタイムには自分のおやつ

を友達と交換し合ったり、「は

い」とおばあちゃんにあげる優

しい子もいる。 

・子ども達にはなじみがあるショ

ッピングセンター。自分の行き

たいところへ祖父母の手を引

きまっしぐら。自分の欲しいも

のや家族へのお土産など一緒

に買い物を楽しんでいる。 

・「初めて三陸鉄道に乗るから楽

しみ」と話すおばあちゃん。「じ

いちゃんと一緒に行きたいと

言われた」と目を細めるおじい

ちゃんがいる。 

・孫と出かけることはあまりない

ので、祖父母遠足を楽しみにし

ている。 

・祖父母同士のおしゃべりも楽し

みの一つとなっている。 

・都合の悪い祖父母にかわり、親

が参加する子もいる。 

・ショッピングセンターでは孫と

一緒にゲームをしたり、プリク

ラを撮ったと嬉しそうに話す

祖父母の姿も見られる。 

・アイスクリームを食べたり、お

土産を買う姿もある。 

・駄々をこねられるが、なんだか

嬉しそうにおもちゃを買って

あげる祖父母がいる。 

・早めにバスに戻り、子どもの寝

顔を幸せそうに見ている祖父

母がいる。 

・「もう少しいたかったね」と名

・遠足の話しをしたり、絵本や紙

芝居を読み聞かせて、期待感を

持てるようにする。 

 

・バスと三陸鉄道のレトロ列車に

乗り、祖父母遠足について話す 

・交通ルールや公共の場でのマナ

ーなどを伝える。 

・誰と行くのか他に兄弟の参加

は、どうするかなど個々にきい

てみる。 

・事前に計画した日程で大丈夫か

バス会社や三陸鉄道と確認す

る。 

 

・バスや列車の席は、不都合があ

る時は交代し合う。 

・様子を見ながら、排せつなど配

慮し、職員が一緒についてい

く。 

・ショッピングセンターの中では

迷子にならないよう職員は見

回る。 

・兄弟複数、協力が必要な家は保

育者が手助けする。 



・おばあちゃんの買い物につきあ

っている子がいる。 

・「ラーメンが食べたい」などフ

ードコートに行きたがる子が

いる。 

・お母さんが作った手作り弁当を

祖父母と一緒に喜んで食べる。 

・帰りは、疲れて眠ってしまう子

や、まだ興奮している子、おし

ゃべりがとまらない子もいる。 

残惜しそうに孫と会話するお

ばあちゃんがいる。 

・お弁当を広げ、孫の世話をした

り、祖父母同志で話し、味わっ

て食べる 

 

・家に帰り、「楽しかった」「大変

だった」などと遠足の様子を話

す祖父母がいる。 

・雨天時についても、屋根のある

場所を借りておく。 

 

 

・テントの中では、職員も危険が

ないよう見守る。 

・列車での様子やお弁当など写真

を撮る。後日家庭に配布する。 

 

考 察 

 身近にあり馴染みのあるバスや三陸鉄道だが、普段乗る機会がないので子どもたちも親しみが持て

た。親の前とは違った子どもの表情や姿も見ることができた。本園ならではの遠足を楽しみにしている

祖父母に、子ども達からの感謝の気持ちを伝えられるので、これからも続けていきたい 

 

 

 

 

 

 

 

   レトロ列車の車内       釜石駅のホームで記念写真      いっぱい食べてね 

  《参加者の感想》 

 

  



事例２【地域老人との交流会】  7月 12日（火） 対象児(0~5歳児) 場所(ホール) 

 

 地域老人との交流会は、蛸ノ浦地区内の老人クラブを招待しての交流会が始まりであった。子ども達

の歌や踊り、オペレッタを発表したり、お年寄りの踊りをみたり、おじいさん、おばあさんに肩たたき

をしてふれあう時間を持つ。また、交流会終了後はお年寄りだけのお茶会をし、普段あまり会えない友

とお茶を飲み話に花が咲き、とても喜ばれている。多い年は 40名余り、近年も 30名以上の参加がある。 

 

 

活 動 
・地域のお年寄りを招いて、踊りやオペレッタを披露する。 

・ふれあいあそびをする。 

ねらい ・家族以外の地域のお年寄りと交流し、やさしさやいたわる気持ちを持つ。 

活 動 の 様 子  

子どもの姿 参加者の姿や声 保育者の配慮や援助 

・お楽しみ会「オペレッタやリズ

ム、歌」など取り組む子もいる。 

・いやがる子もいる。 

・地域のおじいさんやおばあさ

ん、祖父母が通ると手を振った

り、声をかけあいさつをする子

がいる。 

 

・ホールに入り、席につくが、お

ばあさんたちが気になり、何度

も振り返る子もいる。 

・恥ずかしがる子もいるが、地域

のおじいさんおばあさんの前

で歌ったり踊ったり発表する。

（昔の歌なども一緒にうたい

楽しんでいる子がいる。） 

・ボランティアの踊りの会の踊り

をみる。 

・あきて楽しめない子がいる。 

・おじいさん、おばあさんに肩た

たきをする。 

 

・交流会後は部屋にもどり給食の

準備をする。 

・ホールの様子が、気になりのぞ

く子もいる。 

・地域老人の交流会を楽しみして

いる。（ポスターの掲示） 

 

 

・保育室の前を通るとき、孫や知

っている子がいないかと窓越

しにみながら歩いたり、声をか

けていく。 

・「保育園に来るのが楽しみ」と、

早めに来て待っている。 

・はじまるまでホールでおしゃべ

りしながら待っている。子ども

達が会場に入ってくると拍手

で迎える。 

・子ども達の発表や踊りの会の出

し物に歓声をあげ、拍手して喜

ぶ。 

・歌に合わせて肩たたきをしても

らい、嬉しそうな笑顔をみせ

る。 

・お年寄りだけ会場に残り、お茶

会をする。この日にしか顔をあ

わせることのない友人、知人と

の会話を楽しむ。毎年職員手作

りのお菓子を「おいしい」と食

べてくれる。 

・お楽しみ会と地域老人との交流

会のポスターや案内状を作り、

地域の交流場に掲示したり来

園を呼びかける。 

・交流会の前日には、園内研修と

してお茶菓子のゆべしを作る。 

 

・交通手段のない地域へは園から

迎えに行く。 

・祖父母にも声をかけ、送迎や交

流会のお手伝いをお願する。 

 

・高齢の方や足腰の弱い方を入口

近くに案内、誘導する。 

 

・園児の親の名前や家の屋号を教

えるとわかりやすいので、屋号

を言ったり、「○○ちゃんのひ

いおばあちゃん」などと紹介す

る。 

・子どもの数よりお年寄りが多い

ので、保育者も参加し肩たたき

しふれあう。 

・お茶っこ会の準備をする。  

お年寄りと話したり、一緒にお

茶を飲み話の輪の中に入り共



・お茶つこ会が終わり、帰るのお

年寄りに「また来てね」と声を

かけたり、「バイバイ」と手を

振る子もいる。 

・眠くなって騒いでいる子もい

る。 

・帰り際、「来年も来っぺしね」

と声をかけあう。子ども達にも

「バイバイ また来るから」と

言い、名残り惜しげに帰る。 

に楽しむ。 

・祖父母と一緒に後片づけをしね

ぎらう。 

 

 

考 察 

 交流会を、毎年楽しみに待ってくれている地域のお年寄りと交流することにより、小さいながらもい

たわりの気持ちが芽生えた。お互いに親近感を持ってくれたのではと感じる。お年寄り達にとっては、

貴重な時間にもなっている。また、職員の手作りゆべしも好評でお年寄りとの交流もできた。少子高齢

化の時代、園の行事も地域とのつながりやコミュニケーションの場として重要な役割を果たしている。 

 

 

 

   

 

 

 

 

  踊りの会のみなさん        ふれあい肩たたき           お茶っこ会 

 

 《参加者の感想》 

    

 

  

 

 



事例３【秋のお店屋さんごっこ・サンマ祭り】 10月 15日(土)  対象児(0～5歳児)  場所(園庭) 

 

年２回のお店やさんごっこを開催し、冬のお店屋さんとは内容をかえて木の実やお花など、秋の自然

物を使う。子どもだけでなく、親も一緒にお店を担当し、地元特産のサンマやカキなどを青空給食で親

子で味わっている。地元企業からサンマをいただいたりコンロを借り、また土曜開催にして保護者（父

親たち）の協力を得ている。 

 

活 動 ・親子でお店屋さんごっこを楽しむ。 

ねらい ・お店とお客を交代でやり、売り買いの仕組みややりとりを楽しむ。 

活 動 の 様 子  

子どもの姿 参加者の姿や声 保育者の配慮や援助 

・散歩にでかける。 

・草花を摘んだり、松ぼっくり

やどんぐりを見つけ喜び散

策を楽しむ子がいる。 

・お店屋さんごっこに向け楽し

みに開店の準備をする。 

・家から集めた、お花をラッピ

ングする。 

・色々なアイデアが出す子がい

る。 

・紙粘土の型に木の実を敷きつ

めお花のクッキーを作る。 

・看板作りはグループで話し合

い飾り付けを楽しむ。 

・それぞれ自分の財布を作る。 

・当日は、親子で話し合い開店

となる。 

・お花屋さん、カメラ屋さん、

木の実ジュース、郵便屋さ

ん、アンパンマンスタンプラ

リーのお店を開店する。 

・4歳以児以下は、保護者と一

緒にお店をまわる。 

・お店のものが沢山売れるよう

に張り切って声を出す。 

・それぞれの役割を責任を持て

行う子がいる。 

・自然物をとりいれ親も何屋さん

になるか楽しみにしている。 

・家からお花を集めて持ってくる。 

・広い園庭に各お店を設定して開

放感を味わいながら行う。 

 

・未満児も楽しみなりきりも大喜

びで参加する。 

・「いらっしゃいませ」と元気な声

で呼び込みをする。 

・親子で売り手、買い手の役割を

果たし楽しむ。 

・子ども以上に張り切る姿がみら

れ童心にかえって楽しんでい

る。大人のほうが、一生懸命な

親子もいる。 

 

・売れないお店屋さんは呼び込み

をしたり、マイクを使って宣伝

したりし楽しむ。 

・恒例の行事になり、最近は父親

の参加も増えた。炭火焼のサン

マのコーナーの強力な戦力とな

る。 

・焼きたてのサンマやカキを食べ

子どもと一緒に食べる。 

・アンケートには、お店屋さんご

・子どもも親も楽しみにしている

ので、事前にお便りなどで内容

や、役割分担を知らせる。 

・職員の担当や役割分担もし、話

し合い、子どもたちと一緒に考

える。 

・園庭の総合遊具をスタンプラリ

ーとしお店屋のひとつにする。 

・チラシなどを見せ、どういうお

店や品物があるかグループで話

し合う機会をもたせる。 

・話し合いや準備を進める中でイ

メージを膨らませていくように

する。 

・家庭にも木の実やお花など協力

クラス便りなどでを呼びかけ

る。 

・子どもがマイク放送をし、盛り

上げながら楽しく参加できるよ

うにする。 

・売り手買い手のやりとりの仕方

など遊びながら教えていく。 

・小学生など兄弟で来ている子も

参加する。保育園児中心進める 

 

・衛生面も気を付けさせ、手洗い

をきちんとする。 



 

・片付けも協力して行う。 

・保護者とテーブルの席につい

て焼きたてのサンマを食べ

る。 

・「おいしい」と喜んで食べて

いる。 

つことサンマまつりとても楽し

かった。 

・お店屋さんごっこによって保護

者同士そして保育士とのコミュ

ニケーションをとれた。 

・火の近くに行かないように安全

面に気を付ける。 

・サンマやカキを焼いてくれた父 

親に、感謝の気持ちを持って食

べるよう話す。 

・保護者同士コミュニケーション

をとり楽しめるよう言葉掛けを

する。 

 

考 察 

地域ならではの、秋の自然物を利用したお店屋さんごっこは、冬の室内でやるごっこ遊びとは趣向を変

えた、売り買いのやりとりを楽しむことができた。また、親は、勿論も家族も一緒に楽しむお店屋さん

ごっことなった。翌日は役を交代して小さい子がお店になり楽しんでいる。 

 

 

 

      

 

 

 

 

   親子でお店屋さん       サンマを焼くお父さん      焼きたてはおいしいね 

   

《参加者の感想》 

 



7. 研究の成果 

 

（１）成果 

【祖父母遠足】 

 同居していても、ふだんは親とでかけることが多いが、祖父母遠足は、

孫と一対一で関わり、バスや列車に一緒に乗り行動するのを楽しみにして

いる。また、祖父母同士の交流にもつながる。  

 

【地域老人との交流会】 

以前は、核家族世帯がなくほとんどが四世代同居だったが、今は核家族の家庭もあり保育園の行事を

通して、おじいさん、おばあさんを身近に感じたり、お年寄りも毎年楽しみにしている。ずっと続けて

ほしいとの要望がある。子ども達も曾祖父母がいる家は少ないので、地域のお年寄りが園に来て声をか

けてくれると嬉しく、家でもみかけると挨拶や会話が自然にできるようになった。 

 

【秋のお店屋さんごっこ・サンマ祭り】 

 お店屋さんごっこは子ども達の好きな行事で、散歩に出かけいろいろな木の実をひろい集めたり、 

獲れたてのサンマを間近で見、豊かな自然にふれることができる。年々、父親の参加が増え親同志 

も楽しみ、絆も深まっている。 

 

 

（２）今後に向けて 

【祖父母遠足】 

 さまざまな家庭事情があり、祖父母がいても参加がむずかしく親が行く場合もある。また、楽しみな

反面ふだん親にべったりだと孫との関係に不安を持つ祖父母もいる。親、祖父母との信頼関係も築いて

いくことが大切である。 



 

【地域老人との交流会】 

 長年、交流会に参加してくれている方が高齢になり足腰が弱り、参加できなくなった。来てもらう 

だけでなく、子どもの絵や手紙を届けるなど計画する。 

案内のポスターを多くの人が目にする場所に掲示する。 

 

【秋のお店屋さんごっこ・サンマ祭り】 

熊の出没があり、どんぐり、栗、柿などの秋の木の実ひろいが、思うように行けない。 

震災後は、海岸のほうへの散歩もできないでいるのが実情だが、子どもたちが、楽しく 

安全にでかけられる場所、コースを模索する。 

 

 

 

 

8. まとめ 

 標題 研究テーマ ～園行事を通して地域とのふれあい活動～ に取り組む理由は、少子化に伴い、

職員がどこか下向きの考え方になってしまっていた中、「魅力ある、活気ある保育園にするには何をど

うすべきか」という点からであった。それには、今まで培われてきた小さい保育園でなければできない

地域との深い関係を築くということから三つの行事を通して研究テーマについて考えてみた。 

どの行事も長く取り組んできた行事ではあるが、時代とともに変わってきている面もある。保育園に

対する保護者の意識、親子関係や、親がふだん働いているので祖父母との関係である。そう言いながら

も子に対する、孫に対する愛情は今も昔も変わらない。 

この研究テーマに取り組むことによって、保護者のみならず地域の方の園に対する協力にあらためて

気づかされた。それには、家庭、園と地域とが共に手を携え「子育てをみんなで楽しむ」ことの大切さ

感じた。保護者との信頼関係を基本に、人と人とのつながりを大切に、感謝の気持ちを忘れず毎日の保

育をすること。未入園児や小学生、お年寄りさまざまな世代が保育園に関心をもち足を運べる地域のセ

ンターとしての役割を担っていきたい。 

 

 


