
今年４月の開園直後から、ＩＣＴを積極導

入されています。 スマート保育園通信６月

号では、 全ＩＣＴ導入には 「最適ルールの

追求と共有」 が重要と教えていただきま

した。今回は、「保護者様の声で気付いた、

写真活用事例」 を紹介していただきます。

 

——保護者様の声で、 写真共有に

関する要望が多数あったと伺いまし

た。

年に３回実施している保護者様向け

アンケートを、 ９月に初めて実施した

ところ、 自由記述欄に１０件以 上、

写真に関してのご意見記載がありま

した。 「共有される写真の枚数が少

ない」 「もう少し写真の質が良いも

担任の先生はｉＰｈｏｎｅで写真撮影

し、 不要な写真をｉＰｈｏｎｅ上で削除

します。 パソコンを利用しなくてもｉＰ

ｈｏｎｅで利用完結できるので、 業務

負荷が増大している、 ということは

ないですね。 そして、 主任や事務の

先生がダブルチェックで、 パソコン上

でアップロードされた写真を確認し

ていきます。 この運用をしてから、

保護者様から、 「我が子の様子がわ

かる」 「ありがたい」 という感謝のお

声を頂いております。 保育者は保護

者様の感謝のお声をキッズリー連絡

帳やお会いした際に伺うことができ、

達成感につながるという喜びの声が

現場から聞こえてきます。

——写真撮影で気をつけている点、

新しい発見はありますか？

写真の撮影は、 その子を分かってい

のを」 といった内容です。

——自由記述欄に１０件以上のご意

見はすごいですね。 貴園では、 ど

のような対応をしましたか？

アンケート収集１か月以内に、 保護

者様へ、 さらに写真の質を高めるこ

とを実行しました。 共有機会を増や

すこととして 「キッズリー連絡帳で１

週間に１枚、 お子さまのベストな写

真を配信」 することを決めました。（他

にも 「ルクミーフォトで毎月写真販売」。 さ

らに写真の質向上のために、 会社から貸

与されている iPhone での撮影に加え、

一眼レフでの撮影開始。 法人で契約してい

るプロカメラマンの活用を開始）

——写真の活用について ： 現場か

らどんな声があがりましたか？

まずは保育者全員に、 業務負担が

ないかの聞き取りをしました。 １人に

つき週１回であれば負担ではないと

のことで、 納得したうえで進めたの

で、 大きな不満はありませんでした。

担任の先生は、 担当する園児をどの

遊びやイベントで撮影するかの計画

をあらかじめ立てて撮影しています。

てこそ撮影できる場面があります。

しっかりと１人１人に向き合い、 担当

が責任をもって発達の段階も見るこ

とができています。 写真をとること

で、 保育者が、 お子さまをより観察

できるようになったと思います。

また、 お子さまの表情や画質には、

気を付けていますが、 目線が合って

いる写真だけでなく、 保育の様子や

園の様子がわかる写真も残していま

す。

——さいごに

コロナの影響で保護者様参加のイベ

ントができていないので、 いままで

以上に、 園の様子を知りたいと声が

あがっています。 なるべく写真でお

伝えできたらと考えています。
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　５歳２ヶ月の長女 「ひより」 は親から見ると 「繊細で甘えん坊」。 でも先生曰く 「マイペー

スでしっかり者」。 先生との会話を通して娘を見ることで、 娘の気持ちに向き合うことが

できてきたように感じます。

——１歳児クラス。 自宅でのイヤイヤに手を焼き先生に相談した時。 「園では頑張って自

分で色々やっているから、家では甘えたいのかも」 と先生。 園ではやってるのか！と、ハッ

として娘の甘える気持ちに向き合えるようになりました。

——２歳児クラス。 急に夜泣きが酷くなった時。 ちょうど妹を妊娠していた時期だったので 「寂しい気持ち

があるのかも。 お母さんも遠慮せず頼って下さいね。」 と先生。 体調不良で気を張っていた中、 その言葉が

支えになり、 長女にも気を配れる余裕が出てきました。

——３歳児クラス。 妹の慣らし保育中、 登園時に大泣きすることが増えた時。 特別に０歳クラスの妹と一緒

に散歩に行かせてくれたり、 「今日はひよちゃんも一緒に早めに帰ろうか」 と慣らし保育の時間に合わせる提

案をしてくれた先生。 環境変化に揺れる気持ちにも向き合うことができました。

　日々慌ただしく過ごしているとつい親のペースに合わせようとしてしまうのですが、 先生との会話や連絡帳

のやりとりでハッと立ち止まることができています。 日々の先生とのやりとりで親としても前に進めている気

がしています。

V o l.3保 育 者 か ら の 贈 り 物

１歳イヤイヤ時期

５歳現在

保護者様アンケートをきっかけに、

スピーディによりよく運用変更。

園長、保育者の一体感に驚く

ルクミーでした。

こんなときどうする？

お役立ち情報
iPod / iPhone / iPad 編

Q. よく撮影するけど、充電が切れや

すい。長持ちさせたい時どうするの？

 
A.
① 使用していないアプリを停止させ

ましょう

ホームボタンを続けて２回押すと、 起

動中のアプリ画面が表示されます。

使用していないアプリがあれば上方

向にスライドさせて、 アプリを停止さ

せてください。

 
② 低電力モードを有効にしましょう

設定＞バッテリー＞低電力モードＯＮ

memorytre
e

瀬戸保育園の

連 携 活 用 方 法 をご 紹 介 しま す
業務負荷を最小限に、保護者様へ写真をお届けできます。
※連携時には一部設定が必要です。詳しくはルクミーまでお問い合わせください

×

ルクミー
フォトの

動画

マニュア
ルや、よ

くあ

るご質問
はこちら

!!



保護者様用

当園は、スマート保育園®の
モデル園です。

全国のモデル園

  Creating new infrastructure for society that brings happiness to families around the world

家族の幸せを生み出す

あたらしい社会インフラを

世界中で創り出す

全国の数百園のご応募の中から、 スマート保育園®のモデル園１１園が選出されました。

1.
複雑な保育の現場業務を、
見える化し、その中にひそむ
課題を洗い出します。
 2.
ルクミーの全５サービス*を全
て導入して、園業務を効率化
し、保育者がお子さまに向き
合う時間を増やします。

 

　 3.
保育者へのオンライン研修や
保育者ケアなど、保育の質向
上への支援を受けます。
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 が見た 保育者のお仕事

テクノロジーの支援で保育者の「心」と
「時間」にゆとりが生まれ、

子どもと向き合うことに集中できる保育園です。

お子さまと「もっと向き合いたい」という、
保育者の想いを支えます。

スマート保育園®って？
紹介動画をご覧ください  

 スマート保育園に
なると、子どもにとっては
どう良くなるの？

※お 使 い
の カ メラ
アプリで、
ＱＲコード
が読み取
れます。

うきは幸輪保育園

心育保育園

にこにこ保育園

MemoryTree 瀬戸保育園

北柏駅前保育園わらび
チコル保育園
たかさごスクールおおたかの森
みどりキッズガーデン

三茶こだま保育園
国立クムクム保育園

認定こども園さくら

保育の質向上のための

研究活動

お子さまと向き合う

保 育

資料作成など

園業務

オンライン研修,
保育者ケア*テクノロジーによる

業務支援サービス

Before
シフト作成に 7 時間以上を
要する園のシフト作成事例

After
ルクミーシフト作成操作画面

※ ルクミーシフト管理　BABY TECHＲAWARD JAPAN 2020 
     powered by  DNP 大日本印刷 保育ＩＣＴ部門優秀賞
※ ルクミー午睡チェック、ルクミー体温計、ルクミーフォト　同 award2019
     それぞれ安全対策部門優秀賞、健康管理部門優秀賞、施設向け管理システム大賞

大切なお子さまをもっと見たい。そんな思いを強く持っている

保育者の皆さまにとって、意外と時間がかかっているのが、シフ

ト作成の時間です。

「あの先生は、早番、この日は遅番が足りない。ここは、少しサ

ポートを入れたほうが、子どもたちにとって良いね」　

複雑なパズルのようなシフト作成を、条件セット後、１クリックで

作成できる　　　　　　　　　  は、先生の思い、そして子どもたちの

見てほしいという思いをサポートしていきます。


