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学校法人 若草学園
認定こども園

お知らせ

令和5年度より幼保連携型の認定こども園へ移行します。
現在、園舎の建て替え工事を行っており、来年度からは
0歳児からお預かりすることが可能となります。
兄弟・姉妹で入園を希望される方はお問い合わせください。

ハッピークローバーズ

https://youtu.be/AxIehZSsUow
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教育方針
●仏さまの教えを土台として豊かな心を育む

●考える力を養う

●丈夫な体を育む
創造する力を大切にし
考え表現する力を育みます。

多くのいのちに支えられて
いることを知り、感謝の心
を育みます。

いろいろな運動や遊びを通して
健やかな身体を育みます。
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教育目標
○ありがとうのいえる子

○仲良く協力できる子

○よく聞き考える子

○強く明るく元気で豊かな心を持つ子

○最後までやりとげようとする子

当園では２年または３年後のお子様に何が望ましいかを考
えたうえで、園生活をいかに有意義に過ごすかを探求して
おります。一般的に幼稚園、保育園、託児所、ご家庭など
６歳になるまでさまざまな環境下で成長し就学児童となり
ますが、そんな背景のなかで、積極性、協調性、リーダー
シップ性等を発揮できる人材育成を目指しております。

未来を生きる力を育てる！

https://youtu.be/YhRPT4w7wEo
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園長あいさつ

お子さまの未来に大きな夢をお持ちのお父さま、お母さま。

お子さまが未来を生きるのには、何が大切で何が必要だと

お考えでしょうか。

若草幼稚園では、心の教育が未来を生きる力になると考えて

います。

仏さまの教えを土台とした当園の教育は、お子さまの豊かな

心を育て、未来を生きる力を育みます。豊かな自然に囲まれた

環境の中、たくさんのいのちに支えられていることを知り、

いのちの輝きや違いを認め合い、共に生き、共に育ちあいます。

豊かなこころは、未来のお子さまの生きる力となり、支えと

なるのです。
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教育・保育の特長

若草幼稚園での活動は、文部科学省の幼稚園教
育要領により制定された５つの領域（健康･人間
関係・環境・言葉･表現）によって構成された指
導計画に沿って進められます。

《仏様の教えを土台とした情操教育》

《音体指導》

【豊かな心を育てる】
若草幼稚園では浄土真宗の教えに基づ

いた「まことの保育」を実践し心の教

育にも力を入れています。これからの

国際化時代にふさわしい人間形成の基

礎を築きます。

【協調性を育む】
音楽・視聴覚教育の充実と情操教育の

一環として音楽に動きをプラスしたマ

ーチングバンドの指導を行っておりま

す。少しずつの積み重ねることにより、

最後までやり遂げる強い心や協調性を

育みます。
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《文字や数の取り組み》

《規律ある生活》

《服育 3歳児～5歳児クラスまで 》

【学びの基礎を確立】
小学校の授業（45分/1科目）にスムー

ズに移行できるよう、各学年に応じた

教材を取り入れ、はさみの使い方は

勿論、鉛筆の持ち方や姿勢、書き順等

を大切にしながら、学ぶことの楽しさ

を感じられるように指導しています。

【基本的な生活習慣の習得】
しつけがあるから、けじめがある。

節目の挨拶から後片付けまで、基本的

な生活習慣の習得は幼児期に身につけ

なけばならない最も大切な事柄と考え

ています。

【上下制服・制帽】
開園当初からデザインが変わらず、

歴史とともに歩んできた園制服。

制服を着ることで心が切り替わり、

けじめがつき、仲間意識と結束力が

強くなります。

また、ＴＰＯに応じた衣服のマナーを

学ぶことで社会性を育みます。

※園制服は洗濯機で洗える素材です。
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《食育》

《プール保育》

《豊かな自然環境》

【知りたい！心を大切にする】
国道から程よく離れ、水田や山林に囲

まれた当園はでは、子どもたちがのび

のびと遊ぶことができる環境が整って

います。1年を通して園内で観察でき

る植物や昆虫も多く、子どもたちの探

究心を育みます。

【食べ物のありがたさを知る】
園内には小さな畑やプランターがあり、

植物の生長を観察しながら収穫する喜

びを味わうことができます。

植える→ 育てる→収穫する→食べる、

という一連の流れは食べ物の大切さを

感じ、食育へと繋がっています。

【水に慣れ親しむ】
夏は健康促進に大きな効果を上げる

プール保育。保育時間でのプール遊び

に加え、体育指導講師による専門的な

水遊び指導を取り入れておりますので、

無理なく水に慣れ親しむことができます。
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《表現運動》

《全園児製作活動》

《体育指導 専門講師：こども体育研究所 》

【丈夫な体をつくる】
生活習慣だけでは補えない筋力をバラ

ンス良く伸ばすために、幼児の体力や

健康に精通した専門講師による体育指

導を毎週取り入れています。歩く、走

る、飛ぶ、跳ねるなど、心身の発達に

必要な動きを楽しみながら無理なく身

につけます。

【音楽を体で表現する楽しさ】
小中学校で表現運動(ダンス)が必修化

されるなど、最近では身近な表現方法

となったダンス。

お遊戯発表会では、練習を通して音楽

を体で表現する楽しさを味わうこと

で、リズム感や音感、表現力の育成に

繋がっています。

【全員で同じ目標に向かって】
1つのテーマに沿って全園児で取り組

む生活発表会では、各学年が共に協力

し合い、助け合いながら製作活動を進

めます。

共同作業を行うことにより互いを認め

合う心が育まれます。
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《英語指導 専門講師：EAC英語学院 》

《造形指導 専門講師：こどもアトリエMARU 》

《交通安全教育》

【国際化時代に対応】
国際化時代に適応できる人材育成をめ

ざすため、外国人講師による正課授業

を行っています。

英語の発音、数、図形などの基本的な

英単語指導の他、学年に応じた質の高

い日常英会話を指導しております。

【自らの発見と表現】
当園では造形指導の専門講師による

こども自らの「発見」を大切にする

指導を取り入れています。

様々な素材と 触れ合い「発見」を重

ねる中で、色や形のもつ秩序の美しさ

を学びます。

そのような経験を通じて、こどもの心

の中で育っていく美的観念を大切にし

ています。

【交通マナーを身につける】
交通安全の正しい知識やルールを学ぶ

ことで、交通社会環境への対応力を育

みます。紙芝居やビデオ等の日常指導

に加え、年長児になると交通安全研修

に参加し、交通マナーを学びます。
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《防災・防火教育》

《小学校との連携》

【幼年消防クラブ所属】
幼児期からの防火意識の向上を目的に

昭和59年に大宮町で最初に幼年消防ク

ラブとして誕生しました。定期的な避

難訓練や防火教室の開催、消防署見学

を通して防災・防火の意識向上に繋が

っています。

幼年消防クラブとは？

https://www.bousaihaku.com/ffworks/13543/

【幼児教育から学校教育へ】
幼稚園で身につけた教育を未来へ繋げ

るためには、小学校との連携は不可欠

です。小学生との交流は、就学に向け

ての期待と学習意欲を向上させます。

若草幼稚園の教育は卒園したら終わり

ではなく、卒園後を視野に入れた教育

を常に考え、実践しております。

https://www.bousaihaku.com/ffworks/13543/
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園の一日（年齢別）

0歳～2歳児 3歳～5歳児

7:30

順次登園 順次登園

8:00

9:00

自由遊び 自由遊び

朝の集い（出席点呼・歌等） 10:00 朝の集い（出席点呼・歌等）

おやつ

教育・保育活動 11:00 教育活動Ⅰ

昼食準備 昼食準備

12:00
昼食 昼食

歯磨き 歯磨き

ストーリータイム ストーリータイム

13:00

午睡 教育活動Ⅱ
14:00

降園準備 降園準備
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帰りの会 帰りの会

一斉降園(1号認定児) 15:00 一斉降園(1号認定児)

おやつ / 3号認定児は保育継続 おやつ / 2号認定児は保育継続

16:00

順次降園 順次降園

自由保育 自由保育

(0～2歳児合同保育) 17:00 ※課外クラブ
(3～5歳児合同保育)

18:00

18:30

●幼稚園では子どもたちの自主性と協調性を重視した教育を心
がけていますので、主活動の時間や休憩はクラスにより前後
することもあります。

●各支給認定により保育利用時間が異なります。時間外は延長
保育料金が発生します。

※詳しくは園までお問い合わせください

●0～2歳児クラスは午睡があり、3～5歳児はそれぞれ学年別
で保育します。

●ご希望の方は降園後(15:00以降)に課外クラブ活動に参加す
ることができます。
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放課後課外クラブ

希望者を対象に放課後時間(15:00～)を利用した課外クラブを
実施しています。

●こどもアトリエMARU

対象学年：4、5歳児
活動日時：月曜日(15:00 ～ 16:30)
活動内容：造形遊びを通した想像力育成
特 長：文具デザイナーや県立高校・中等教育学校の美術

講師の経験を基に幼児の特性を生かした指導を
行います。

講 師：野沢 由美先生

https://youtu.be/snLO_8sO3-A
https://www.instagram.com/atelir_maru/?hl=ja
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●体操クラブ

対象学年：3歳児～小学生
活動日時：火曜日

3・4歳児クラス(15:00 ～ 16:00)
5歳児クラス (16:10 ～ 17:10)
小学生クラス(17:20～18:20)

活動内容：体操遊びを通した身体の育成
特 長：個々の体力に合わせたきめ細かな指導を心がけてい

ます。夏休み水泳指導や小学生クラスではキャンプ
やスキー教室などの野外活動も行っています。

講 師：山中 昌稔先生 (子ども体育研究所)

https://youtu.be/ccNNBp6r9Bw
https://kenkyusho.co.jp/
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●英語クラブ

対象学年：3歳児～小学6年生
活動日時：水・金曜日（週2回）※入会時期によりクラスが異なります。

K－1クラス ( 15:00 ～ 15:50 )
K－2クラス ( 15:50 ～ 16:40 ）
E－1クラス ( 16:40 ～ 17:30 ）
E－2クラス ( 17:30 ～ 18:20 ）

活動内容：実用的な英会話を基本とする英語指導
特 長：英語を母国語とする外国人講師が幼児期から

小学６年まで継続した指導を行います。
講 師：ブランドン・ジェーン先生

https://youtu.be/uDKJpguXSFg
http://eaceigo.com/


- 16 -

社会奉仕活動・地域との交流

《マーチングバンド 『ハッピークローバーズ』 》

年長組は全員がハッピークローバースのメンバーとなりま
す。クラブ創設時（昭和48年）から活動してまいりました秋
の交通安全運動に合わせて実施している「交通安全鼓笛パレ
ード」は、常陸大宮市は勿論、全国交通安全協会表彰を受け
るなど高い評価を得ています。また、公共性の高いイベント
などの演奏依頼などにも積極的に参加協力しています。

https://youtu.be/v_amY8oNqIM
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