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TOPICS 



Ⅰ. 幼稚園とは… 

保育所と幼稚園、両方とも子どもに関わ
る施設だけどどうちがうの？ 
 



幼稚園 保育所 

カテゴリー 学校（文部科学省） 児童福祉施設（厚生労働省） 

目的 「生きる力の基礎を培う」 
満3歳～小学校就学前までの子どもの
教育 

「健全な心身の発達を図る」 
0歳～小学校就学前までの保育に欠
ける子どもの養護と教育 

資格・免許 幼稚園教諭免許（幼稚園教諭） 保育士資格（保育士） 

保育時間 標準4時間 
※本園の開園時間…10時間 

基本8時間 
※開所時間…標準11時間 

保育料 園によって異なる 
本園：月額19000円（年間228,000円） 
 
※保護者の所得に応じて、年度末に補
助金の支給有り） 

認可保育所の場合、保護者の所得に
応じて異なるが、園による相違はな
い 
 3歳未満…月額0～40,000円 
 3歳以上…月額0～26,000円 

幼稚園と保育所の違い 



Ⅱ. 本園の概要 



 創立 1981年 （昭和56年） 
      ※平成25年度より認可外保育所併設 
 

 定員 幼稚園（100名）、保育所（12名） 
 
 在籍園児数と教職員構成（平成25年10月現在）       

年長 年中 年少 年少少 保育所 計 

ひかり ほしA ほしB にじ そらA そらB 

園児数 ３２ １９ １９ ２０ １３ ８ １１１ 

担当 １ １ １ １ ２ ２  
１２ 
（２） 

その他 園長、教頭/特別支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 
事務/英語教務、用務/バス運転、（契約講師：体操・英語） 



Ⅲ. 本園の保育について 



子育てはみんなですれば楽しくなる 

１. 保育観（保育方針） 

【園名「双羽」の由来】 

家庭（保護者）と園が協力して、双方の羽と
なり、菊池の地から大きく羽ばたく子どもたち
を育てたいという願いを込めて… 

 



保護者の誰もが、初めは親としては「初心者」 

 

肩の力を抜いて、「ともに育つ」という気持ちで… 

 

子どもとともに大人も育つ 



子どもがまんなか 

∗ 大人の都合や価値観はそれぞれだが…
子どもにとって何が最も良いことかをみん
なが真剣に考え、行動しましょう。 



こどもたちの毎日の生活の中に、「良いこと」「楽しいこと」の繰り返し
がありますか？ 

① こどもの心の声に耳を傾けていますか？ 

② 子どもの基本的な生活リズムや習慣が不規則になっていませんか？ 

③ 自然な親子の会話やこども同士のコミュニケーションが希薄になっていませんか？ 



２. 本園の目指す幼児像について 

 自分のことが好きと言える子 

「自分のことが好きと言える子」を育てるために、具体
的に重視したいことは？ 

I like me ！ 



① できることは自分でやろうとする・・・ 

たくましさ 

そのためには… 

「楽しい！」「面白い！」という 

体験の積み重ねが重要 

やってみよう！ 
できた！ 



海馬 

Hippocampus 

扁桃体 
Amygdala 

ワーキングメモリー 
Ｗｏｒｋｉｎｇ Ｍｅｍｏｒｙ 

参照： ～脳の発達の視点から～ 

a.大脳辺縁系（扁桃体と海馬） 

感情と記憶のネットワーク化 

4歳頃 

 

 b.前頭連合野のワーキングメモリー 

情報操作のための記憶力の発達 

5歳半頃 

 

 



☓扁桃体で緊張・不快を感じると 

○扁桃体が快を感じると 

 

⇒海馬で失敗例が蘇り他のことを考えられなくなる 

⇒冷や汗が出たり頭が真っ白になる 

 

⇒ワーキングメモリーに情報伝達物質が送られ海馬を活性化し、
情報を記憶貯蔵庫にどんどん蓄えることができる 

⇒「好きこそものの上手なれ」 

 

苦しい 
つらい 

楽しい！ 
面白い！ 



②愛情に支えられた… 

明るさ 
そのためには… 

「安全基地」つまり、子どもの心に寄り添い、体験を
共有してくれる大人の存在が重要 

いつも見守られて
いるから大丈夫！ 



☓心が安定していないと 

○心が安定していると 

 

⇒失敗を恐れて消極的になる 

⇒コミュニケーション力の低下 

 

⇒失敗しても大丈夫 

⇒様々なことに挑戦してみようとする 

⇒コミュニケーション力が向上 

不安 
どうしよう… 

安心 
やってみよう！ 



③遊びに没頭することができる… 

創造性 

そのためには… 

「創造」は「想像」から 

「想像」の素材となる「体験」 

      の積み重ねが重要 

なんだろう？ 
どうしてだろう？ 



☓経験（体験）が不足すると 

 

○豊かな体験をしていると 

 

⇒想像する力が育ちにくい 

⇒工夫したり考えたりすることが苦 

 

⇒想像することが楽しい 

⇒類推する力（学力の基盤）が向上 

実体験 

どうしたらいいか
教えてくれないと
わからないよ… 

とりあえず、自分
でやってみよう！ 

＋ 優れた絵本 



３. 保育の特色について 

 

 ５０の文字を教えるより、 
   １００の「なんだろ？」育てたい 
 

教師の指導的な対応は最小限に… 
つまり、教え過ぎない！ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
明るく・たくましく・創造性豊かな「自分のことが好き」と言える子を育てるためには…信頼できる大人に支えられ、自分の納得いくまで、くりかえし試したり挑戦したりする経験をたくさん繰り返すことで、脳が「快」を感じることが大切！教師の指導的な対応は最小限に…つまり、教え過ぎない！　子どもは、興味・関心を持てば、あっという間に習得してしまいます。裏をかえせば適切ではない時期に、無理やり知識や技能を教え込むことは、子どもの健全な発達の妨げになります。



①子ども中心の保育 

教師の権威（指導的な対応）は最小限に！ 

 自分から本当にしないと、自分の力にはならない 

 子どもが自ら関心を持ては、様々な能力・技能をあっという間に
習得してしまう。（教え込まれた知識は、いらなくなると消える） 

 

 文字は、子どもの関心の網の目にひっかかってくるに過ぎない。
肝心なのは、文字がかけるかどうかではなく、文字で表現したく
なるような内面の育ちである。 

 



②「自分で選ぶ」を支えるカリキュラム 
自己決定のプロセスを重視 

 自分で選び、主体的に取り組み、自分で終える  

  教師は、子どもの興味・関心に共感し、今持っている力よ 
り、少し上の目標を提案していく。 

 

 子どもの多用な興味を月の遊びのテーマとして
かかげ、提案しながら展開する。 



平成24年度 双羽幼稚園 遊びのテーマと方向性 
               

目指す幼児像 たくましい子ども  明るく愛情あふれる子ども 創造性の豊かな子ども 

  

月 テーマ 主な行事 
遊びの方向性 

年少少そら組 年少にじ組 年中ほし組 年長ひかり組 

4 出会い 

始業式、入園式 
見知り遠足 
交通安全教室 

先生は幼稚園のお母さん 
 先生大好き 

先生遊ぼうよ！ 
幼稚園探検をしよう 

仲良しほし組おともだち 
ぼくら幼稚園探検隊！ 

友だち１００人つくろうよ！ 
ちびっこ先生になってみよう！ 

5 春 

イチゴ狩り 
野菜苗植え、たねまき 
さつま芋の苗植え 
保育参観 

春ってきもちいいね 
お花や虫たちかわいいね 

春みっけたよ 
僕の春、私の春 

ぽっかぽか春探し 
からだいっぱい、春いっぱい 

春でかざろう幼稚園 
春の探検隊ひかり組 

6 
家族 
家庭 

ハッピーファミリー週間 
健康診断 
プール掃除・プール開き 
ひかり組田植え 

ぼく、わたしのおうち 
大好きな人がいるんだよ 

ぼく、わたしの家族 
お家の中にだれがいる？ 

家族っていいな 
紹介しようぼく・私の家族 

ぼく、わたしの家庭 
いろんな家、いろんな部屋 

7 

水 

七夕保育参観 
プール遊び 
消防署見学 
ひかり組宿泊保育 

水と遊ぼう 
水ってきもちいいね 

水と遊ぼう！ 
水でっぽうであそぼうよ 

水と仲良し！ 
水の中をのぞいてみよう 

水の不思議発見 
魚になってあそぼうよ 8 

9 空間 

 
親子ﾚｸﾚｰｼｮﾝ 
親子交通安全教室 
運動会 

だーれがめっかった？ 
かくれんぼ遊びをしよう 

できるかな？あたまからつまさきまで 
 いろな体のうごきを試して遊ぼう！ 

パワー全開!! 
 力いっぱい体を動かそう 

ホップ・ステップ・ジャンプ!! 
おおきいぞ！みんなの力 

10 かたち 

運動会 
一日旅行 
前期終業式・後期始業式 
さつま芋掘り   

ま～るいかたち見つけたよ！ 
まるまる あれこれ 

かたちっていろいろあるよ！ 
にてるものを集めよう 

見て見て!!この形おもしろいね!! 
形であそぼう 

ひかり組かたち発見隊 
町の中のマークを見つけよう 

11 秋 

ひかり組稲刈り 
ドングリ山遠足 
双羽っこ祭り（作品展、バ
ザー） 
人形劇観劇 

はっぱがいっぱい、木の実がいっぱい 
きれいだね、かわいいね  

秋となかよし 
いろんな葉っぱを探してみよう 

秋のおくりもの 
秋の自然に触れて遊ぼう 

秋ランド 
見つけよう！遊んじゃおう！ 

12 かず 

みんなのコンサート 
もちつき 
クリスマス会 
大掃除   

おんなじおんなじ 
 友だちと同じものをみつけよう～ 

集まれ仲間たち 
仲間集めをして遊ぼう 

くらべてみよう 
どっちが多い？どっちが少ない？ 

遊び発見 
オリジナルすごろくを作ってみよう 

1 
ことば 
表現 

お正月 
七草粥の会 
鏡開きお汁粉会 

リズムにあわせて１２３ 
 やりとり言葉を使って遊ぼう 

ふしぎなじゅもん 
いろいろな言葉を使って遊ぼう 

へ～んしん!! 
なりきりごっこで遊ぼう 

思い出オペレッタ 
みんなで劇を作ろう 

2 衣服 

発表会 
保育参観 お着替えタイム 

自分でお着替えできるかな 
変身ごっこ 

ともだちと一緒に変身しよう 
ファッションショー 

 ～いろんな服があるんだね～ 
ひかり組コレクション 
～素敵だね君の服～ 

3 
成長 
期待 

ひなまつりの会 
お別れ旅行 
修了式 
卒園式  

大きくなったね 
 こんなことができるようになったよ 

もうすぐほし組うれしいな 
大きくなったかな、ぼくと私 

もうすぐひかり組うれしいな 
ともだちいっぱい夢いっぱい 

ドキドキドン！１年生 
小学校ってどんなところ  



お茶の水大学 内田伸子教授の研究結果から 

しつけスタイルと語彙能力の関係  
  

共有型しつけ  vs.  強制型しつけ 

親子の触れ合いを大切にし、
子どもと楽しい時間を共有し
たい。 
 

子どもをしつけるのは親の
役目。悪いことをしたら罰
を与えるのは当然。力のし
つけも多用する 

・子どもにたびたび話しかける 
・子どもと一緒に外出したり、旅行したり
するのが好き 
・子どもが喜びそうなことをいつも考え
る。 

・いいつけを守るまで指示し続ける 
・悪いことをしたら罰を与えるべきだ 
・親の言うとおりに従わせるのが子ども
のためになる 



  語彙得点が高い子どもは、共有型しつけを受けており、 
  語彙得点が低い子どもは、強制的しつけを受けている。 

共有型しつけ得点 強制型しつけ得点 



保育形態と語彙能力の関係  

自由保育   vs.   一斉保育 

こども主体 
こどもがそのときにやりた
いことをできるだけ尊重 

教師が主体 
教師の計画に従って同じ
時間に同じ内容を指導す
ることが優先 

・子どもが安心して自分の好きな遊び
に取り組める保育環境 
・教師は見守り、待つことが主 
・その子自身の進歩を認め褒めやすい 

・教師の指示が通りやすい机や椅子の
配置 
・教師は子どもに指示を出すことが主 
・他の子どもと比較して優れているところ
を褒めたくなる 



●語彙力：自由保育＞一斉保育 
子ども中心の保育、自由遊びの時間が長い幼稚園や

保育所の子どもの語彙得点が高い 

 



４. その他 

保育時間 午前10:00～午後2:30 

 【登園】午前8:00～9:30  【降園】午後2時30分～3時50分 

 

時間外預かり保育（サポート保育） 

∗  平日延長 午後４時～５時半（１００円／１回） 

∗  土曜特別 午前８時～午後１２時半（５００円／１回） 

∗  行事振休・長期休業日 午前８時～午後５時半 （300円/半日500円/1日） 



休 日   

 土曜・日曜・祝祭日 

  ※ 休日に行事を開催した場合、振替休日 

  長期休業日 （Ｈ．25年度の場合） 

   夏休み  7/21～8/31 

         （7/23-25水泳教室、8/22-31自由登園） 

   秋休み  10/11-15 

   冬休み  12/25～1/7 

   春休み   3/25～4/5 

※ 行事の振休、長期休業日、土曜午前中も可能な限り、サポー

ト保育日として開園（有料）       

 



 

昼食 

  月・火は、家庭からの弁当持参 

  水・木・金は、弁当給食有り（希望者のみ） 

    ※美けん堂（泗水町）に委託 

    

  原則毎月最終月曜日は、おにぎりの日 

    ※親子で作ったおにぎりを持参 

     おかずは、園で栽培している野菜等を使って 

     主に年長児がクッキングをする。   

 



諸経費 

   保育料 １９，０００円／月 

   諸費    １，５００円／月 

          （年長児のみ2,000円／月） 

     ※年間にかかる見込み費用を12カ月で均等割りにして徴収。 

        年度末に清算（残金は返金、不足金は追加徴収） 

   冷暖房費   500円／月  

   給食費   2,000円／月（希望者のみ） 

   ＰＴＡ会費   500円／月（在園長子のみ） 

   バス利用料 2,000円／月（利用者のみ）    

 



Ⅳ. 平成26年度園児募集について 



 入園願書受付   
 平成25年11月1日  午前10時より 

 募集人員  
 年長ひかり H.20年4月2日‐H.21.4.1生（若干名） 
 年中ほ し   H.21年4月2日‐H.22.4.1生（10名程度） 
 年少に じ  H.22年4月2日‐H.23.4.1生（15名程度） 
 年少少そら  H.23年4月2日‐H.24.4.1生（15名程度） 
 ※誕生月までは、保育所そら組の在籍となります。 
 



Ⅴ. その他Q＆A（質疑応答） 



御清聴ありがとうございました。 
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