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         築葉根幼稚園教育（教育方針） 

  教育目標 

      健康で活力ある子どもに育てる。 

       ・体育的な遊びに積極的に取り組ませる。 

       ・健康に必要な基本的生活習慣を身につけさせる。 

       ・安全に行動できるようにさせる。 

      主体性のある子どもに育てる。 

       ・豊かな発想にもとづく表現力を身につけさせる。 

       ・自然を愛し、自然に親しむ心情を育てる。 

       ・自分の役割を果たすようにさせる。 

      心のやさしい子どもに育てる。 

       ・きまりを守り、集団行動の仕方を身につけさせる。 

       ・挨拶や返事が、場に応じてできるようにさせる。 

       ・厳しさに耐える耐性を身につけさせる。 

  築葉根幼稚園教育要領 

       ・安全、健康、規律。  

       ・何でもできる、何でもやれる、何でも食べる。 

       ・ダメは二度とやらない。 

       ・自然に接し、自然に学ぶ、自然を愛す。 

       ・隣人を愛し、隣人を尊敬し、隣人をいたわる。 

       ・学ぶ心をつくり、学ぶ心をもたせる。 

       ・危険を知ること、危険を避ける工夫を教える。 

       ・物をつくることを教える。 

       ・生命の尊さを教える。 

       ・自己の力に自信を持たせる。 

 -１- 

          『非認知能力の育成を目指した保育』 

   目標を達成するための 「忍耐力」 「自己抑制」 「目標への情熱」 

   他者と協力するための 「社会性」 「敬意」 「思いやり」 

   情動を抑制するための 「自尊心」 「楽観性」 「自信」 
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① 健康な心と体 �

� 自立心  �

� 協同性�

④ 道徳性、規範意識の芽生え   

⑤社会生活とのかかわり 

 
 

育ってほしい１０の姿 

 

         クラス経営 

『遊びを中心に学習する活動をする』 

『幼児期に生涯を生き抜く力を育む』 

『体育的な遊びに積極的に取り組む』 

『人との交流を大切に』 

『選んで最後まで責任を持つ』 

⑥思考力の芽生え    

⑦自然との関わり、生命尊重 

⑧数量、図形、文字等への関心・感覚 

⑨言葉による伝え合い  

⑩豊かな感性と表現 

 
１０の姿を目標にクラスではこのようなことを行っています。 

『作り上げる喜びを育む』 

『身近な事柄に興味を持つ』 

『感性を磨いて表現を豊かにする』 

『どんなことにも良く気付く』 

『一人一人が考える活動』 

-２- 

  

縦割り保育（なかよし広場） 

 園では年少・年中・年長児が一緒になって活動する「縦割り保育」を週１回取り

入れています。異年齢の子ども達が関わることで、年下の子は年上の子を「あん

なふうになりたい」と目標にすることができ、年上の子は年下の子にやさしく接す

ることを意識し思いやりが育っていきます。 

 行事の時には在園児と未就園児のふれあいもあります。 
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＜保育時間＞ 

  月・火・水・木・金  

  登園時間 午前９時  降園時間 午後２時 

  ＊行事等で多少の変更があります。 

  ＊バス通園の方は別途バスの時間があります。 

＜延長保育・パンダくらぶ＞ 

  朝７：５０から夕方１８：３０まで行っています。 

  長期休業中も行っています。（お盆、年末年始等一部休園の時があります） 

＜わんぱくの日＞ 

  毎週火曜日、専任の先生が来て、体操指導を行なっています。 

  幼児期に必要な運動を楽しく行なっています。 

＜補助金制度について＞ 

  本園は『幼児教育の無償化』の対象園です。 

  １号（３歳から５歳の全園児）  ２号（預かり保育＜保育の必要がある子＞） 

  どちらも対象になります。  
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季節に応じた園外保育や遠足 

伝統的な行事 

家庭との交流 
 

 4月� 始業式・入園式・誕生会・保護者会・園外保育（年長）�

5 月� 誕生会・老人ホーム訪問（年長）・春の遠足（年長） 

自由参観日・個人面談�

6 月� 誕生会・交通安全指導・健康診断・じゃがいも掘り・参観日 

園外保育（年少・年中・年長）�

7 月� 誕生会（７・８月）・お泊まり保育（年長）・園外保育（年長）・終業式�

8 月� 夏の預かり保育・夏季保育・すいか割りごっこ・夏祭り�

9 月� 始業式・誕生会・幼稚園見学会・園外保育（年長）・自由参観日�

10 月� 誕生会・運動会・さつまいも掘り（年長）・バス遠足 

老人ホーム訪問（年長）・個人面談 

入園説明会・入園面接・入園手続き制服採寸�

11 月� 誕生会・老人ホーム訪問（年中）・自由参観日 

新入園児保護者会・園外保育（年少・年中・年長）�

12 月� 誕生会・生活発表会・もちつき大会・クリスマスお楽しみ会・終業式�

1 月� 始業式・誕生会・おしるこ会・自由参観日・幼稚園見学会 

かるた大会�

2 月� 誕生会・豆まき・作品展・小学校交流会・縄跳び認定式�

3 月� 誕生会・ひなまつり会・お別れ会・卒園式・終業式・保護者会・謝恩会�

�

◎ 地域の小学校や隣接した高校との連携を密にとり、児童と教職員との交流を通

じ、幼児教育への理解を深めながら教育にあたっています。 

◎ 園庭には草木がいっぱいでみかんや柿の実もなり、その美観は常に子どもたち

の心を和ませ、情操教育の役割を果たします。 

◎ 家庭との連携を深めるため、地域巡りの実施や個人面談などをしています。 

◎ 毎月はじめに発行される「つくばねだより」「学年だより」は、園と家庭とのよき架

け橋になっています。 

 

 

 

 

 

 

つくばね幼稚園では 

�

 

 

 
 



  

＜保育時間＞ 

  月・火・水・木・金  

  登園時間 午前９時  降園時間 午後２時 

  ＊行事等で多少の変更があります。 

  ＊バス通園の方は別途バスの時間があります。 

＜延長保育・パンダくらぶ＞ 

  朝７：５０から夕方１８：３０まで行っています。 

  長期休業中も行っています。（お盆、年末年始等一部休園の時があります） 

＜わんぱくの日＞ 

  毎週火曜日、専任の先生が来て、体操指導を行なっています。 

  幼児期に必要な運動を楽しく行なっています。 

＜補助金制度について＞ 

  本園は『幼児教育の無償化』の対象園です。 

  １号（３歳から５歳の全園児）  ２号（預かり保育＜保育の必要がある子＞） 

  どちらも対象になります。  

    

 
-３- -４- 

������	��
���

季節に応じた園外保育や遠足 

伝統的な行事 

家庭との交流 
 

 4月� 始業式・入園式・誕生会・保護者会・園外保育（年長）�

5 月� 誕生会・老人ホーム訪問（年長）・春の遠足（年長） 

自由参観日・個人面談�

6 月� 誕生会・交通安全指導・健康診断・じゃがいも掘り・参観日 

園外保育（年少・年中・年長）�

7 月� 誕生会（７・８月）・お泊まり保育（年長）・園外保育（年長）・終業式�

8 月� 夏の預かり保育・夏季保育・すいか割りごっこ・夏祭り�

9 月� 始業式・誕生会・幼稚園見学会・園外保育（年長）・自由参観日�

10 月� 誕生会・運動会・さつまいも掘り（年長）・バス遠足 

老人ホーム訪問（年長）・個人面談 

入園説明会・入園面接・入園手続き制服採寸�

11 月� 誕生会・老人ホーム訪問（年中）・自由参観日 

新入園児保護者会・園外保育（年少・年中・年長）�

12 月� 誕生会・生活発表会・もちつき大会・クリスマスお楽しみ会・終業式�

1 月� 始業式・誕生会・おしるこ会・自由参観日・幼稚園見学会 

かるた大会�

2 月� 誕生会・豆まき・作品展・小学校交流会・縄跳び認定式�

3 月� 誕生会・ひなまつり会・お別れ会・卒園式・終業式・保護者会・謝恩会�

�

◎ 地域の小学校や隣接した高校との連携を密にとり、児童と教職員との交流を通

じ、幼児教育への理解を深めながら教育にあたっています。 

◎ 園庭には草木がいっぱいでみかんや柿の実もなり、その美観は常に子どもたち

の心を和ませ、情操教育の役割を果たします。 

◎ 家庭との連携を深めるため、地域巡りの実施や個人面談などをしています。 

◎ 毎月はじめに発行される「つくばねだより」「学年だより」は、園と家庭とのよき架

け橋になっています。 

 

 

 

 

 

 

つくばね幼稚園では 

�

 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-５- 

 

- 

-６- 

- 

� ���������

「登降園はどうしたら？」  

・通園バス（有料）での登降園と徒歩による登降園が選べます。 

 ＊通園バスの方は、その日のご都合により徒歩に変更することもできます。 

 ＊パンダくらぶ（延長保育）を利用する場合は徒歩での登降園となります。 

「お弁当と給食どっちがいいの？」 

・保護者の方の都合に合わせて、手作り弁当と給食（有料）が選べます。 

＊ 給食は利用する曜日を選んで、年間を通して利用していきます。  

  例 ・月 給食利用  火、水、木、金 お弁当持参 

    ・火、木 給食利用  月、水、金 お弁当持参 

「子どもの様子を見られるの？」 

・ 参観は、運動会・発表会・作品展などの大きな行事はもちろんの事、普段の保育が

見られる自由参観日を設けているので、子どもたちの様子を見る事ができます。 

また、行事活動の際には、お手伝いをお願いすることもあります。楽しみながら、子ど

も達と関わって頂いています。 

「制服はあるの？」 

・指定の制服があります。基本的に登降園は制服を着用し、活動中は体操服を着用し

ています。夏服、冬服があります。 

＊年少→私服の上にスモックタイプの制服を着ます。 

＊年中長→ブラウス、ネクタイ／リボン、吊りズボン／スカート、ブレザー�

「未就園児保育には入ったほうがいいの？」  

・未就園児保育（クレヨンらんど）では幼稚園の活動を親子で知っていただき、集団生

活で必要な基礎を学び自立へとつなげることをねらいにして保育をしています。先生

やお友達のことを知れるので、入園後に園生活に慣れるのが早くなります。入園前に

クレヨンらんどへの入会をお勧めしています。�

�
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開催日  月２回程度（不定期）  ※申し込み不要 
     ポスター・園のホームページに年間の開催日を記載しています。 

時間   １０：００~１１：３０ ＊来る時間、帰る時間は自由です。 

持ち物  室内履き 

� �����

開催日  水曜日・金曜日 （祝日・休園日はありません） 
時間   １０：３０~１１：５０ 

 園庭の遊具で自由に遊んでください！園児が外遊びや活動をしている時もあります。

お兄さんお姉さんと触れ合うことや、どんなことをしているのかな？と様子を観ることも楽

しんでください。 

※参加カードの用意がありますので、職員室にお声かけください。 

 子育て中のお母様方に気軽に親子で遊んで貰える場所の提供をしています。  

お子さんを遊ばせながら、お母様同士のコミュニケーションの場ともなります。お子さ

んがお母様以外の大人と関わったり、同じくらいの年齢のお友達と場を共有して遊ん

だりする経験を通して、交流の輪を広げて欲しいと思います。担当の先生が絵本の

読み聞かせや手遊びをしたり、子育ての相談に対応したりもします。お気軽に足を運

んでください。 
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３歳児（年少組） 

 平成３０年４月２日生まれ～平成３１年４月１日生まれ 

 （２０１８）            （２０１９） 

４歳児（年中組） 

 平成２９年４月２日生まれ～平成３０年４月１日生まれ 

 （２０１７）            （２０１８） 

５歳児（年長組） 

 平成２８年４月２日生まれ～平成２９年４月１日生まれ 

 （２０１６）            （２０１７） 

 

＜園児定員＞ 

３歳児（年少組）  ６０名 

４歳児（年中組）  ７０名 

５歳児（年長組）  ７０名 

-７- -８- 

����

２階 

 あじさい組 

年長５歳児 

階段 おれんじ組 

年中４歳児 

 

ベランダ 

１階 

 ちゅうりっぷ組 

年少３歳児 

階段  

ホール 

ベランダ 

園庭 

 

 

 

 

���������	�
�

��������

 お勤めをしているお母さんや、日々の所用に追われているお母さん方の子育

てを手助けします。利用理由は問いません。会員登録制ですが、急用の場合は

対応します。長期休業中も行っています。（お盆、年末年始等一部休園の時があ

ります。） 

 

 時間  朝パンダ   ７：５０~８：５０   午後パンダ  １４：００~１８：３０ 

                                   （午前日課の場合 １１：３０~） 

 

 内容  室内遊び・戸外遊び   ※午後パンダでは、おやつが出ます。 

  

 利用料金 

     朝パンダ１回 ￥250      朝パンダチケット５枚セット ￥1,000 

     午後パンダ１時間 ￥400 

     午後パンダ１１枚綴りのチケット（１時間券） ￥4,000 

     月極（１ヶ月間、朝・午後・午前日課も含む） ￥12,000 

 長期休業料金  

     夏休み期間パス ￥12,000    春休み・冬休み期間パス ￥5,000  

     １日券 ￥2,000 

 

＜利用について＞ 

 利用時間は日毎に自由に選択できます。お迎え予定時間を事前に知らせてい

ただきます。 

利用パターン  ＊朝のみ利用 ＊午後のみ利用 ＊どちらも利用   
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３歳児（年少組） 

 平成３０年４月２日生まれ～平成３１年４月１日生まれ 

 （２０１８）            （２０１９） 
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 （２０１６）            （２０１７） 
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-７- -８- 
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園庭 
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 お勤めをしているお母さんや、日々の所用に追われているお母さん方の子育

てを手助けします。利用理由は問いません。会員登録制ですが、急用の場合は

対応します。長期休業中も行っています。（お盆、年末年始等一部休園の時があ

ります。） 

 

 時間  朝パンダ   ７：５０~８：５０   午後パンダ  １４：００~１８：３０ 

                                   （午前日課の場合 １１：３０~） 

 

 内容  室内遊び・戸外遊び   ※午後パンダでは、おやつが出ます。 

  

 利用料金 

     朝パンダ１回 ￥250      朝パンダチケット５枚セット ￥1,000 

     午後パンダ１時間 ￥400 

     午後パンダ１１枚綴りのチケット（１時間券） ￥4,000 
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     夏休み期間パス ￥12,000    春休み・冬休み期間パス ￥5,000  

     １日券 ￥2,000 

 

＜利用について＞ 

 利用時間は日毎に自由に選択できます。お迎え予定時間を事前に知らせてい

ただきます。 

利用パターン  ＊朝のみ利用 ＊午後のみ利用 ＊どちらも利用   

 



 

参考資料（経費概要） 

  ＊年度によって多少の変動があります。 

   

・入園願書  １部 ３００円 

・入園願書提出時  面接・事務手数料  ３，０００円 

 

 入園手続き時納入額  （令和３年度参考） 

 入園料 施設費 園児傷害保険 

３歳児 ￥45,000 ￥35,000 ￥7,000 

４歳児 ￥45,000 ￥25,000 ￥7,000 

５歳児 ￥45,000 ￥15,000 ￥7,000 

 

 

 制服・学用品概算  （令和３年度参考） 

 制服・カバン等 学用品 

３歳児 ￥29,930 ￥7,660 

４歳児 ￥42,590 ￥8,540 

 ＊５歳児は４歳児とほぼ一緒です。 

-９- -１０- 

無償化の補助金及び納入方法について 

 

 市川市、船橋市は施設給付型のため、保護者の皆様には補助金を

差し引いた金額を納入していただくことになります。納入方法は、給食

代以外を東京ベイ信用金庫大野支店の口座から引き落としとなりま

す。口座をお持ちでない方は、お作りになっていただくことになります。 

※ 無償化の支払い方は自治体により異なります。施設給付型と償還払いなど

があります。 

 

【園に毎月納める授業料】 

（令和３年度参考） 

授業料 ￥26,000 

冷暖房費 ￥1,000 

行事費 ￥1,000 

教材費（絵本代を含む） ￥2,000 

無償化分 △￥25,700 

計 ￥4,300 

 

【その他の毎月納める費用】 

（令和３年度参考） 

バス代（利用者） ￥3,000 

卒園積み立て 

（年長児、年中児） ￥900 

給食費 １食 ￥310 
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無償化の補助金及び納入方法について 

 

 市川市、船橋市は施設給付型のため、保護者の皆様には補助金を

差し引いた金額を納入していただくことになります。納入方法は、給食

代以外を東京ベイ信用金庫大野支店の口座から引き落としとなりま

す。口座をお持ちでない方は、お作りになっていただくことになります。 

※ 無償化の支払い方は自治体により異なります。施設給付型と償還払いなど

があります。 

 

【園に毎月納める授業料】 

（令和３年度参考） 

授業料 ￥26,000 

冷暖房費 ￥1,000 

行事費 ￥1,000 

教材費（絵本代を含む） ￥2,000 

無償化分 △￥25,700 

計 ￥4,300 

 

【その他の毎月納める費用】 

（令和３年度参考） 

バス代（利用者） ￥3,000 

卒園積み立て 

（年長児、年中児） ￥900 

給食費 １食 ￥310 
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