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子ども達の自発的な遊びを促進〜砂遊びの導入〜
砂遊びって楽しいな～（イッタダモーン保育園、イスマイリア） Page 1

自発的な遊びを促進！
プロジェクトでは、保育者主導の遊びの
みならず、子どもの自発的な遊び、す
なわち子どもが自分で選び、友達や保
育者と関わりながら、主体的に進めて
いく遊びを大切に考えています。

なぜ砂遊び？
プロジェクト対象園の85%以上が保
有している園庭を最大限活かし、自発
的な遊びを促進していくには？いくつか
の案の中、長年JICAボランティアと共
にエジプトの保育改善に尽力してきた、
社会連帯省のヘバ氏（当時の家族
子供部長）・ヤ―セル氏が推したのは、
砂遊びでした。

砂遊びは、子どもが各々の発達・興味
に応じて様々に楽しむことができ、また、
子どもの創造力・科学的関心・数量や
図形への関心、社会性・情緒、体や
手指の運動機能等の発達を促すと考
えられています。
ヘバ氏・ヤ―セル氏は、本邦研修で保
育園の砂場を実際に見学し、これら砂
遊びの意義を十分理解。ボランティア
の砂遊び導入のサポートや、ヘバ氏に
おいてはある園への砂場設置等、積
極的に砂遊びを進めていました。
これに加え、砂遊びは、現在社会連
帯省作成中の、国の保育園スタンダー
ドで推奨され、また、資金の少ない園
でも、保育者と保護者の理解と協力
次第で実現可能と考えられます。こう
した経緯で、砂遊び導入が始まること
になりました。

砂場の設置
既に多くの対象園が、限られた予算を
工夫して砂場を作り、子ども達を遊ば
せ始めています。ある園からは、子ども
が砂で遊びたくて、以前よりもっとワクワ
クして登園するようになった、などという
嬉しい話も聞かれます。砂遊び導入へ
の保育者・支所の方々の努力や、保
護者の理解を受け、社会連帯省は、
対象園への砂場の設置と遊び道具に
かかる費用を負担する方向で進んでい
ます。本格的導入が、早く始められま
すように！

みんなで大きな穴を掘るぞ！
（エルモスレム保育園、スエズ）

多くの保護者に説明する保育者
（モスタクバル保育園、カフルエルシェイク）

保護者説明会
ヘバ氏の勧めで、実際の砂場設置・
遊び導入の前に、各対象園にて、保
育者が自ら、砂遊びの教育的意義
を保護者に説明しました。保育者の
方々は、事前のJICA専門家からの
説明を十分理解し、支局の方々の
協力も得て、自信を持って保護者の
方々に説明し、理解を得ていました。

砂がさらさらボトルから落ちる～！
（オマリブンエルカタブ保育園、イスマイリア）



研修で学んだことをどのように実践に
活かしたいですか？(先生方への質
問)
マナー・モハマド先生(エル・ガド・エ
ル・ガディード保育園、スエズ)

〇絵本や物語の読み聞かせを通し子
どもたちの想像力を豊かにしていくこと、
コーナー保育を通し子どもたちに楽しく
様々なことを経験してもらうこと等を学
び、実践していきたいと思っています。
また、保育園や家庭での子どもの様
子を把握し、何らかの発達障害がある
と考えられる場合は、保護者と情報を
共有しともに子どもの成長を考えてい
きたいです。

サマル・モハンマド先生(アブ・バクル・
イル・セデイック保育園、ポートサイ
ド)

〇保育者研修で学んだことを子どもた
ちとの関わりの中で実践しています。
特に、Dr.Magdy Nazihや
Dr.Walid Nadiの「子どもの栄養」
「障がいをもつ子ども」に関する講義か
ら学んだことは積極的に現場での保
育に活かしています。

より良い(各地域での)研修を先生
方に提供するため、どのようなことに
気をつけましたか？(社会連帯省支
局職員への質問)

サイーダーさん、マグダさんより
(スエズ)

〇保育者研修での学びを他の保育
者に還元してくれるような積極的な先
生を、研修参加者として保育園から推
薦してもらいました。
〇研修に先立ち、日時や場所、講義
のテーマを調整しました。また、プロジェク
ト側と講師の実績・経歴や講義資料を
事前に共有しました。
〇研修参加者と良好なコミュニケーショ
ンをとり、研修後のフォローアップを達成
するため、カイロで実施される全ての研
修にコーディネーター(社会連帯省職
員)も参加しました。
〇研修の写真を関係者間で共有する
ため、(スエズの)プロジェクト対象園に
止まらず、他園にも参加してもらいなが
らWhatsAppのグループをつくりました。

研修での学びを最大限活かすべく、
(プロジェクトの)現地視察の日程も通
知しています。

〇支局が所有するトレーニングホール
を使用することで、会場代が発生しな
いようにしました。

ハナンさん、サビラさんより
(ポートサイド)

〇対象園内の情報共有を円滑にし、
また、カイロ研修の講義担当者を考
慮しながらポートサイドでの講義担当
者を推薦しました。

〇研修での学びを参加者が実践でき
るよう、フォローアップに努めました。

〇研修の評価を参加者に尋ね、研
修がどれくらい役に立つものだったか確
認するようにしました。

保育者研修

第1回目の保育
者研修が終わりま
した
第2回目はこれま
での研修で得た経
験をもとに、研修
内容等をさらに良
いものにしていきま
す

Page 2スエズの研修にて参加者の先生方と一緒に写真

ポートサイドの研修にて参加者の先生方と一緒に写真

保育園の先生や社会連帯省支局職員への質問
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今後のプロジェクトの主な予定

保育見学会：
10月（プロジェクト対象5地域）

保育者研修修了証明書授与式：
10月（プロジェクト対象5地域）

保護者啓発イベント(食育)：
11 月（スイズ、ボートサイド）

本邦研修（日本国内での研修）：
11月下旬

保護者啓発イベント

食育に関するイベ
ントをカリオベイヤに
あるエルコルーブ・
エルラヒーマ保育
園で実施しました

イベントに参加した皆さんとの写真

食育に関する啓発イベント
7月14日、カリオベイヤのEl koloub El 
Rahima保育園で、総数40名以上の保
護者や保育園の先生方が出席し、食育に
関するイベントを実施しました。講義は前
回のプロジェクトニュースレターで紹介した
Dr. マグディに担当していただきました。 Dr. 
マグディからは子どもたちが保育園で元気よ
く遊ぶためにも、栄養バランスのとれた食事
をとることはとても大切であることを参加者
に説明いただき、また、栄養バランスのとれ
た食事が子どもの発達に与える影響や、ど
ういった食事が子どもたちに薦められるか、と
いった点にも触れてもらいながら講義を進め
てもらいました。参加者からの希望により、
当初予定していた終了時間よりも最終的
に2時間講義の時間を延長し、食育イベン
トを終了しました。今後は、カリオベイヤだけ
ではなく他のプロジェクト対象地域でも同
様のイベントを実施していき、保護者の方
も対象にしたイベントを展開していきたいと
考えています。

会場となった保育園が作成したイベント招待状

プロジェクトからのお知らせ

①保育園の先生方と保育・幼児教育に役立つ情報を共有したい、また、
②保育園の先生方が保育・幼児教育について情報交換できる場をつくり
たいとの考えから、ウェブページを開設(下の写真がトップページ画)し、
Facebook内にも専用の交流の場を設けました。

https://www.ecd-egypt.com/
https://www.facebook.com/ECDEGYPT/?modal=admin_todo_tour

社会連帯省、およびJICAが上記2つのウェブサイトを管理・運営するので
はなく、プロジェクト関係者有志がその役を担っています。2つのウェブサイ
トが積極的に活用され、日ごろの保育・幼児教育の実践に役立つことを
願っています。



プロジェクト関係者

社会連帯省支局職
員と、プロジェクト対
象保育園の紹介で
す

プロジェクトコーディネーターの方々との写真

対象地域 コーディネーター 保育園 保育園園長(敬称略)

エル・ガネイアン・アブー・フセイン保育園 サファア・アハメッド
タフサィン・エル・セーハ保育園 アスマ・モハメド
イブラヒム・エル・カリル保育園 アスマ・サイイード

ガネト・エル・アトファール保育園 ラニア・モハメド
エル・ヘマヤー保育園 ドーア・アハメッド

エル・ガド・エル・ガディード保育園 ノハー・ハッサン
エル・テフル・エル・モスレム保育園 ローラー・サイイード
ズホール・エル・モスタクバル保育園 サラー・アハメッド

ズホール・エル・マアマル保育園 エサラ・ハミディ
エル・ロウロウ保育園 シャミア・アブデルアリム

エル・ノール・ワ・エル・アマル保育園 ドーア・アハメッド
オモ・エル・モエミニン保育園 マナル・アワード

アマール保育園 ホーダ・アバース
エル・サエダ・ハフサ保育園 ヤスミン・サムラ

エル・ホダ・エル・ナバワィー保育園 アザ・カリル
エルナスル保育園 ナハラ・マハムード

タラーエー・エル・バドル保育園 サオーサン・ムスタファ
アスワン保育園 ナビラー・アハメッド

アブバクルエルセヂィーク保育園 モナ・ハッサン
シンデレラ保育園 モナ・アブデル・モニム

ロワード・エル・タヌメヤ保育園 ホーダ・アブデルラジディ
エル・ヘダーヤ保育園 ディナ・ラマダン
エル・ゴルフ保育園 ドーア・モハメド

アブバクル・エル・セヂィーク保育園 ヌーラ・ラマダン
ダール・エル・シェファー保育園 エルシャイマーウ・モハマド

シャバーブ・エル・タマリーク保育園 レダー・アハメッド
オマル・エブン・エル・カターブ保育園 カドレヤ・カリーブ

エル・ネサーエヤ保育園 アマル・エルサイド
エル・タダモン保育園 ノハー・ナビル
オスマースーン保育園 アマール・アブドゥル・ハキム

エル・ヘラール・エル・アハマル保育園 ナーハド・アル・セイード
エルレアヤーエルディネヤ保育園 ラシャ・ホスニー

エル・マルワ保育園 カリマ・ハッサン
エル・モスタクバル保育園 ガダー・アハメッド・ガーネム

マグレス・エル・マディーナ保育園 ラバブ・サミール
レアヤート・エル・ターレブ保育園 サナーウ・エルサイド

エル・ナムザゲヤー・エル・ガディーダー ノハー・モハメド・エル・シェイク
エル・サファー保育園 ラニアー・ガラル

ダカルト保育園 ザイナブ・アブデル・ガワド
エルエルム・ワ・エル・イマン保育園 マルワ・モハメド・ガラル
アサフィール・エル・タダモン保育園 ナサール・ハッサン

エルショバーン・エル・モスレミン保育園 ナフラ・フセイン
ホラース・エル・アキーダ保育園 スマヤ・ハッサン・メトワリ

エルコルーブ・エル・ラヒーマ保育園 ヘバ・フセイン
パンダ・ガールデン保育園 アマール・モハメッド

エル・ヌール・アブエルゲート保育園 マグダー・アブデルラティフ
エル・ヌール保育園 ワィーサーム・アラーウ

ガネト・エル・アトファール保育園 ハイディ・モハメッド
エル・トフゥーラ・エル・サイーダー保育園 ハヤーム・サイイード

タヌメヤト・エル・モグタマー保育園 ワファーウ・エルサイード

カフル エル
シェイク

イマンさん

カリオベイヤ ガダーさん

フェイザーさん
【家族・子供部 部長】

アハマドさん
リームさん

イスマイリア

支局スタッフ

スエズ マグダさん
サイーダーさん

【家族・子供部 部長】

ポートサイド
サミラさん
サビラさん

ハナン・アブドゥルラティフさん
マグダ・ザマレクさん

ハナン・アブデルカダーさん
ナイマ・マハラウィさん

マナール・エルホセーニーさん
ファウゼヤ・エルムタイムさん

リームさん
ハラーさん

ナシュワさん
【家族・子供部 部長】
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