
町 番地
所在地： 丁目 47 番 11 号

電話番号：０９９－２０４－０４２０ 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

代表者： 小原　由希 　　　　　担当：

　　　４  月：プロジェクターでエコを知る。

様式第２（第９条関係）

名称：パプリカ保育園

真砂本町

森園・上妻

取組内容

取組結果・感想等

活動の様子（写真等）

0,1,2歳の園児たちと共に出来るエコって何

があるだろう・・・・

そもそもエコって何だろうということをプロ

ジェクターを使って学ぶ事から始めました。

無理なく楽しく続けるエコ活動が子ども

たちの等身大で未来につなげられるエコ

だと話し合うことができました。

背伸びする事なくパプリカ保育園らしく

進めていきたいと思いました。



町 番地
所在地： 丁目 47 番 11 号

電話番号：０９９－２０４－０４２０ 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

代表者： 小原　由希 　　　　　担当：

　　 ５ 月：　みんなで保育室を片づけよう～新聞紙遊びからの/ペットボトルラベルはがし～

様式第２（第９条関係）

名称：パプリカ保育園

真砂本町

森園・上妻

取組内容

取組結果・感想等

活動の様子（写真等）

（新聞紙）

廃材として捨ててしまうだけの新聞紙を使って楽しく

遊ぶ事もエコにつながるので子どもたちの個性や成長

にあわせ部屋いっぱいに広げて思いっきり遊ぶ活動に

しました。

（ペットボトル）

０・１・２歳児でもできるエコ活動の１つとしてペットボト

ルの分別に取り組みました。この小さな取り組みも遊

（新聞紙）

遊んだ後の片づけまで園児と共に進めてこその環境

を考えたエコと捉え、たくさん遊んだ園児に声掛けをす

ると片付けも遊びの延長の様に思い、楽しくお部屋をき

れいにできました。笑顔あふれるエコ活動ができて本当

に良かったです。

（ペットボトルラベルはがし）

キャップをはずず事、ラベルをはがす事は遊びの一環

として楽しく活動できました。分別マークをみてそれぞれ

の袋に入れる事は大人が寄り添ってくれると喜んで入

れることが出来たのでこれからも小さな活動でもコツコ



町 番地
所在地： 丁目 47 番 11 号

電話番号：０９９－２０４－０４２０ 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

代表者： 小原　由希 　　　　　担当：

　　　  6月：火山灰アート（自然物を使って）

様式第２（第９条関係）

名称：パプリカ保育園

真砂本町

森園・上妻

取組内容

取組結果・感想等

活動の様子（写真等）

鹿児島のシンボル桜島は風光明媚な観光地

として知られていますが、火山灰は定期的に

集めゴミとして処分されています。厄介なもの

として扱われる火山灰をパプリカ保育園では

「灰アート」としてみんなで作品を作りました。

今年はウクライナの子ども達へ寄り添う思いを

０・１・２歳の園児達が思いおもいに灰をか

けたり撒いたりして楽しくアート作品に取り

組めました。この子ども達が育つこれからの

時代が「peace]」平和であることを祈り独創

的な絵が仕上がったことが素晴らしいエコ

に繋がったと思いました。



町 番地
所在地： 丁目 47 番 11 号

電話番号：０９９－２０４－０４２０ 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

代表者： 小原　由希 　　　　　担当：

　　　  7月：廃材を使って水遊び/ペットボトル分別　　　　

様式第２（第９条関係）

名称：パプリカ保育園

真砂本町

森園・上妻

取組内容

取組結果・感想等

活動の様子（写真等）

暑い夏の過ごし方に水遊びを取り入れてま

すが、今年は更にその中に廃材遊びも入れ

てみました。

ペットボトルを使い水をすくったりシャワーに

したり、トレー容器を浮かべてみたり毎日の

楽しい活動の中でのエコに取り組んできまし

プールでの水遊びにペットボトルやトレー

を加えてみる事で、水を汲んだり、容器に

入れた水をいろんな角度から眺めたりと子

ども達ｇそれぞれの素材に興味を持ち楽し

く遊び、楽しくエコを学びました。

大人の私たちも捨てる前にもう一度活用で

きないかと考えるきっかけになりました。



町 番地
所在地： 丁目 47 番 11 号

電話番号：０９９－２０４－０４２０ 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

代表者： 小原　由希 　　　　　担当：

　　　  8月：水の大切さを知る（夏遊びでエコを学ぶ：氷）/ペットボトル分別

様式第２（第９条関係）

名称：パプリカ保育園

真砂本町

森園・上妻

取組内容

取組結果・感想等

活動の様子（写真等）

今年は３０℃を超える日が続き「涼」を楽しみ

ながらエコに繋げられたら・・と考え、プール遊

びの他にも寒天や氷などを使い猛暑を乗り越

えようと取り組んでみました。

牛乳パックやトレー容器も使い廃材の利用も

加えた活動となりました。

室内でエアコンの風で涼むだけではなく、外

で実際の夏の暑さを感じながらも冷たい氷

や寒天などの感触や温度の違いを知ること

で子ども達は五感を使って「涼」を楽しむこ

とが出来ました。また、遊びが終わった水を

撒く事で打ち水効果で心地よく過ごすことが

出来ました。



町 番地
所在地： 丁目 47 番 11 号

電話番号：０９９－２０４－０４２０ 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

代表者： 小原　由希 　　　　　担当：

　　　９  月：半径1mのエコ活動～自分から始めるSDGｓ～

様式第２（第９条関係）

名称：パプリカ保育園

真砂本町

森園・上妻

取組内容

取組結果・感想等

活動の様子（写真等）

みんなで過ごす町みんなで過ごす保育園がき

れいだととても気持ちがいいことが分かる年

齢になってきたので園児たちに出来ることか

ら始めようと考え手を広げた範囲（半径1ｍ）で

出来る事歩けない園児も一緒に出来る事とし

てペットボトルの分別をしました。

みんなで取り組む事が17の国際目標の中

の11番「住み続けられるまちづくり」につな

がる事を話し、これからも出来る事を続けて

いこうと理解し合いました。

園児たちにもかみくだいて話すことで楽しく

エコ活動が出来ました。



町 番地
所在地： 丁目 47 番 11 号

電話番号：０９９－２０４－０４２０ 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

代表者： 小原　由希 　　　　　担当：

　　　 １０ 月：夏野菜の収穫（パプリカ・ミニトマト・なす）

様式第２（第９条関係）

名称：パプリカ保育園

真砂本町

森園・上妻

取組内容

取組結果・感想等

活動の様子（写真等）

開園時から続けている夏野菜の栽培収穫で

す。毎日みんなで水やりをしてお世話を続け

る事で生命の大切さを知り優しさや美しさを感

じる気持ちが育ち、土に触れる事から、四季

を知る事が出来ればと考え、パプリカ、ミニト

マト、なすを植えました。

園児にとって土や花、植物に関わる事でみん

なで一緒に育てる楽しさを学びました。

自分たちで育てた野菜もおいしく食べることも

出来て、日々の園活動の中に植物のお世話

が加わる事で「心を育てる時間」が出来たの

はとてもありがたいことだと思いました。



町 番地
所在地： 丁目 47 番 11 号

電話番号：０９９－２０４－０４２０ 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

代表者： 小原　由希 　　　　　担当：

　　　１１  月：野菜スタンプで花束

様式第２（第９条関係）

名称：パプリカ保育園

真砂本町

森園・上妻

取組内容

取組結果・感想等

活動の様子（写真等）

身近な野菜を使ってスタンプ遊びから花束を

作成し美しい作品が出来上がりました。いつ

もは野菜の切れ端は捨ててしまいがちですが、

スタンプ遊びをして楽しくエコを学ぶ事を取り

組みました。

野菜の形や感触を楽しみながら、エコも学

べる素晴らしい体験となりました。

年齢を問わず、みんなで取り組むことが長く

続けられるエコだと思いました。



町 番地
所在地： 丁目 47 番 11 号

電話番号：０９９－２０４－０４２０ 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

代表者： 小原　由希 　　　　　担当：

　　　  １２月：包装紙でツリー作り

様式第２（第９条関係）

名称：パプリカ保育園

真砂本町

上妻

取組内容

取組結果・感想等

活動の様子（写真等）

普段は捨ててしまうだけの包装紙等ですが、

よくみると色鮮やかで、きれいなものも多い

ので、捨てる前にみんなでクリスマスにちな

んでツリーの飾りを作ることにしました。

細かくカットした包装紙をクリスマスリース型

の台紙に貼る。このシンプルな工程でも色

の美しさに子どもたちは大喜びでした。

皆の心のこもったツリーはひときわ輝いてみ

えました。



町 番地
所在地： 丁目 47 番 11 号

電話番号：０９９－２０４－０４２０ 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

代表者： 小原　由希 　　　　　担当：

　　　  １月：廃材遊び・新聞紙遊び

様式第２（第９条関係）

名称：パプリカ保育園

真砂本町

上妻

取組内容

取組結果・感想等

活動の様子（写真等）

寒い季節、お外で遊ぶことも少ない中、お

部屋遊びの一つで新聞紙を使って楽しく身

体を動かし、エコにもつながる遊びをとりい

れました。

すぐに捨ててしまわずに「もう１度何かで

きないかな？」と考えるキッカケになった

のが新聞紙遊びでした。

この小さなキッカケがエコにつながりSDGs

に広がっていくのだと実感しました。

これからも楽しくエコを続けていこうと思い

ます。



町 番地
所在地： 丁目 47 番 11 号

電話番号：０９９－２０４－０４２０ 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

代表者： 小原　由希 　　　　　担当：

　　　 ２ 月：チラシ・カレンダーを繋げてダイナミックにお絵描き

様式第２（第９条関係）

名称：パプリカ保育園

真砂本町

上妻

取組内容

取組結果・感想等

活動の様子（写真等）

不要になったチラシの裏やカレンダーを沢山

張り合わせ大きな画用紙に子ども達が思い

思いの絵を描き、皆で楽しむ事をエコ活動と

つなげて取り組みました。

自分の好きな色に染まることに夢中になっ

たりお友達と交換したり、見合わせたり…。

と笑顔あふれる時間になりました。これか

らも四季を通して続けていけるのでは・・・

と実感しました。

私たちもSDGsの「つくる責任つかう責任」を

学ぶ事ができました。



町 番地
所在地： 丁目 47 番 11 号

電話番号：０９９－２０４－０４２０ 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

代表者： 小原　由希 　　　　　担当：

　　　 ３ 月：季節の花・木・葉をみる

様式第２（第９条関係）

名称：パプリカ保育園

真砂本町

上妻

取組内容

取組結果・感想等

活動の様子（写真等）

１年間取り組んだ感想・ご意見

みんなで春を探しに公園にでかけました。

日差しの温かさ、風の優しさに春を知り、

新緑の美しさや花の色に四季を知り、環境

を守ることを楽しく学ぼうと活動しました。

春の美しさを楽しむ子どもたちは目をキ

ラキラと輝かせ元気いっぱい身体を動か

していきました。私たちはこの笑顔を守る

ためにも

この美しい環境を守り続けることが大切

だと思いました。この子どもたちが大人に

なった時「この美しい」環境をこれからも

士世代へ・・・」と思えるように。私にでき

る事、皆で出来ることを考えて取り組んで

いきたいと思います。

エコ活動２年目は、小さな１歩を日々積み重ねていけるように取り組みました。

季節の中で感じながら出来ることや、日常身近なものであるペットボトルラベル剥がしも指先を使っ

てできるようになりました。

エコ活動が自然と身に付き、生きる上での楽しみや心を満たしてくれるものになり、子どもたちの

豊かな成長に繋がっていきますように・・と今後も職員で意識しながら声掛け等を行い続けていき

たいと思います。


