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２１世紀は環境問題、地球温暖化、人口増加（グローバル）と人口減少（日本）、食糧・資源

問題など、答えが簡単には見つからない難題が山積しています。そのような時代に立ち向かっ

ていく子供達にわれわれはどのような教育・保育を行っていくべきでしょうか。記憶にかたよ

った詰め込み教育や知識だけを教え込むような教育ではもはや成り立たないことは容易に想像

ができます。変化が激しいこれからの社会では、判断の根拠や理由を明確に示しながら自分の

考えを述べたり、分析して解釈・考察し説明したりするといった「主体的に学ぶ」「自分なりに

試行錯誤する」「多様な他者と協働する」「積極的に議論する」「自ら提案する」姿勢が大切とな

ります。それらの教育的側面に加えて、豊かな心や人間性、健やかな体を育んでいくことも重

要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年度には本園（幼保連携型認定こども園）が教育・保育を行う際に準拠する「幼保連

携型認定こども園教育・保育要領」が改訂され、同時に幼稚園が従う要領「幼稚園教育要領」、

保育所が従う指針「保育所保育指針」も改訂されました。施設の性質が異なるため多少内容に

差異はありますが、いずれの施設においても育みたい資質・能力として、「①知識及び技能の基

礎」「②思考力、判断力、表現力等の基礎」「③学びに向かう力、人間性等」の３つが柱として

掲げられています。 

 

 

  

 

 

① 知識及び技能の習得 

豊かな体験を通じて、感じたり、気付いたり、分かったりできるようになったりすること。 

② 思考力、判断力、表現力等の基礎 

気づいたことや、できるようになったことなどを使い、考えたり、試したり、工夫したり、

表現したりすること。 

③ 学びに向かう力、人間性等 

心情、意欲、態度が育つ中で、よりよい生活を営もうとすること。 
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人が働こうとするときの意思決定に関する社会的・経済学的な研究により、2000 年にノー

ベル経済学賞を受賞したジェームズ・ヘックマン（1944～）は「教育は開始時期が早いほど

費用が大きくかからず、成果が出やすい。その教育は認知能力だけでなく、非認知能力の育成

が重要だ」と指摘しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1972 年にアメリカで行われたアベセダリアン・プロジェクトでは、生後平均 4.4 ヶ月の乳児

を 2 つのグループに分け、一つのグループだけにゲーム形式の教育的な介入を就学前まで継続

的に行ったところ、教育的介入を行ったグループに IQ、学校出席率、大学進学率、技術が必要

な仕事に就く割合が高くなる傾向が見られることが明らかとされました。それに加え、犯罪

率、10 代で親になる割合には減少傾向が見られたそうです。5 歳児までの教育や環境が生涯に

渡り影響を及ぼすことは、同じくアメリカで行われたペリー就学前プログラムでも実証されて

います。 

この研究で興味深いのは、プロジェクトの教育を受けた直後は高かったＩＱ（認知能力）は、

その後数年で差がなくなっていたということです。つまり乳幼児期の教育・保育は認知能力を

育むことよりむしろ非認知能力を養うのに大きな効果があり、それが生涯において影響し続け

ているのだと考えられています。今までは、認知能力が高い人が将来、社会で成功すると考え

られていましたが、非認知能力が高い人の方が大人になってから社会的、経済的に成功してい

る人が多いというデータが出てきています。 

 

  

 

◆認知能力 

読み・書き・計算に挙げられるような記憶力や思考力に代表される知性 

◆非認知能力 

・難しい課題を前にしてもあきらめずやり抜こうとする粘り強さ（忍耐力） 

・他者を受け入れながら相互に対話して、協力できる力（社会性） 

・失敗しても「大丈夫」と気持ちをコントロールできる自信・楽観性など 
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乳幼児期での教育・環境が重要とはいえ、前述の通り算数や英語などを詰め込むような一方

的な学習指導が子供達にとって有益になるのではありません。国の指針である認定こども園教

育・保育要領では「就学前の教育とは遊びを主とするもの」と定められています。乳幼児は自

らの手や体を動かし、目で見て、耳で聴き、手で触れた感覚や経験から物事を理解していきま

す。子供達自身が主体となって活動することが学びに繋がっていくのです。遊びといってもテ

レビゲームなどの与えられた遊びではありません。自らが作り出す遊びであり、本気になって

取り組む遊びです。楽しい充実した体験なので真剣に取り組みますし、だからこそ多くの学び

が生まれます。子供は遊びを通して学んでいるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２歳から３歳にかけて自分の周りの環境への好奇心や探索欲はいっそうに強まっていきます。

身の周りの新しい事柄を知ろうとするだけでなく、自分の理解の中に取り入れて自分の世界を

作ろうとする意欲が旺盛になるからです。子どもたちは人から教えられることより、自分の手で

触れ、目にして、耳をすませて、やってみることの中から多くのことを学びます。子どものして

いる遊びは一見意味のないことを繰り返していたり、何をやっているのかわからないようなこ

ともあったりします。そんな面白がっていることを他人に伝えて共有し合うとき、その感情やイ

メージはいっそう心の中に定着していきます。「どうしてこうなるんだろうね？」「これを使っ

たらどうなるかな？」「どうやったらできたの？」そんな子どもたちの面白いを面白がる保育者

の存在が、子どもたちの好奇心や探索欲をさらに高め、試してみよう、チャレンジしてみよう、

もっと知りたいという気持ちや学びに向かおうとする態度を形成していくと考えています。 

  

▲左右の手をうまく使いながら砂を道具から道具へ移し替える。 

遊びから左右の手の機能分化と協応が進んでいきます。 
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人を信頼する感性や感覚は乳児期から幼児期にかけて、もっとも豊かに育つと言われていま

す。赤ちゃんは泣くことで自分の要求を表現します。眠たいからなのか、お腹がすいているか

らなのか、おむつを替えてほしいからなのか・・・。初めのうちは泣いている理由がすぐには

わからないものです。しかし、「お腹すいたの？」「おしっこが出て気持ち悪いの？」などと、

周囲の大人に話しかけられたり、その要求が周囲の人によって満たされたりということを経験

し続けた赤ちゃんは、周囲の人や世界に対する信頼と、自己に対する基本的な自信（自己肯定

感）が育まれていきます。幼いときであればあるほど、子供の要求や希望が豊かにかなえられ

るという経験が人への基本的信頼感や自己肯定感を培っていくために大事になります。 

 

ただ、要求に応えてあげることと周囲の大人が何でも用意してあげることは意味が異なりま

す。1 歳前後になると「自分で○○したい」という心が生まれてきます。洋服のボタンを掛け

ようとチャレンジしている子供をもどかしげに見ながら、「（時間もかかるから）はいはい、や

ってあげるから」とすぐに大人が手を出してしまうのと、あえて見守りながらも自分でできる

だけの最低限の援助をしてあげて「やったね、出来たね！」と共に喜びあうのとでは、子供の

心に残るものは大きく変わります。 

 

また、手や足を泥まみれにしながら、「ほら、作ったよ。すごいでしょ！」とでも言いたげに

泥団子を差し伸べる姿に「あー、またそんなに汚して・・・」と言うのか、「ありがとう、作っ

てくれたんだ」と微笑むのとでも、子供の受け止め方は大きく変わるのです。 

 

これから成長していく過程や大人になってからもいろいろな困難や壁にぶつかることもある

でしょう。そんなときに乳幼児期にこそもっとも培われるこの信頼感と自己肯定感が、「きっと

大丈夫！」と不安や矛盾を乗り越えるための目には見えない大きな力となっていくのです。 

 

  

「～したいけど、まだできない」そんな発達への葛藤や矛盾を乗り 

越えるためには周りからの心の支えが必要です。達成したときの 

喜びや満足感が自信を生み、更なる挑戦意欲を引き出していきます。 
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園生活の中ではおもちゃを取り合ったり、些細なことから言い争いになったりなど、お友達

とのけんかやぶつかりあいが起きることもあります。家に帰って「今日Ａくんにいやなこと言

われた・・・」とつぶやく子供に親はどのように接したらよいでしょうか。「何を言われた

の？」「何があったの？」と聞いてもよくわからない・・・、園生活を送る上では保護者の方が

そのようなことも経験されるかもしれません。そんなときは落ち込んでいる子供のうまく言葉

にできない感情や思いを感じ取り、まずは「いやな気持ちだったんだね」「悲しくなったんだ

ね」などと、その気持ちをしっかりと受け止めてあげてください。「あなたはそのままでいいん

だよ。」というメッセージを表情や言葉、行動（抱きしめてあげるなど）で示してあげることが

子供にとっての安心感を作り出します。 

 

喜ぶ、怒る、悲しむなどの気持ちを外に表すことはまさに人間の始まりとしての特徴です。

それが生きるエネルギーの湧き出る源となるのです。家では自分の要求に笑顔で応えてくれる

家族に囲まれて生活していたのが、園の集団生活では同年齢の子供同士での生活となるため、

お互いの主張がぶつかることも頻繁に起きます。しかし、周りの子供達や教師と共に遊んでい

く中で、次第に感情を鎮め、穏やかにしていくことを学んでいきます。怒るだけでなく、「どう

すれば自分のやりたいことを実現できるだろうか」と考えるようになるからです。相手を叩い

ておもちゃを取り上げてしまうことより、「交代して使おう」とか、「半分ずつにわけよう」と

折り合いをつけるようになります。それは感情を抑えつけて感じないようにするのではなく、

感情を持ちながらもそれに圧倒されないように自己調節できるようになるということです。 

 

子供同士のぶつかりあいを頭ごなしに「やめなさい」と大人が制止したり、大人同士の話し

合いとなってしまったりしても、子供が自分の気持ちをコントロールする力が育ちません。保

育者が「どうしてそうなったの？」「Ｂちゃんはどんな気持ちだったの？」「Ａ君は？」などと

尋ね 

 

 

 

尋ねながら丁寧に関わることで、子供達は徐々にお互いの

気持ちに気付いたり、相手の感情を理解したりしていきま

す。けんかや自己主張のぶつかりあいも含めた友達とのや

りとりを重ねる中で、友達の喜びや悲しみに気付き、他者

を思いやる気持ちが育まれていきます。 

▲自分一人では達成できなかったことをみんなで協力して成し遂げた

り、同じ気持ちを分かち合ったりすることは何事にも変えられない喜び。 
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▲グループでの粘土活動でどんなものを作ろうか、意見を出し合いながら話し合い（年長児） 

 

人が何かをしようとする意思を動機づけと言います。その中でも「○○をしたらおやつをあ

げる」といった外的な報酬や物品によるものを外発的動機づけ、その人にとっての達成感や充

実感など内的な要因によるものを内発的動機づけと呼びます。 

 

外的な要因に誘発される外発的動機づけばかりで行動する子供は自分で考えて行動するとい

う経験が不足してしまい、自らで物事を考える習慣が育ちません。学ぶことの本当の意味を自

ら見つけてこそ、子供達はやる気を持ち、学びへ向かう力を身につけていきます。社会で活躍

するのは自分にとっての損得で行動する人間ではなく、自ら考え自発的に行動する人間です。 

 

子供を大人より力が弱くて能力が低い未熟な存在として捉え、教師が一方的にやり方や知識

を教え込む教育や保育が繰り返されると、子供の意欲は低下してしまい主体的に取り組もうと

いう姿勢が削がれてしまいます。小学校以降で学習するものを前倒しして幼児期に詰め込むよ

うな早期教育は、「周りの子供より先を進んでいる」という意味でその瞬間だけの安心感を親に

与えてくれるかもしれません。しかし、子供にとって本当に意味のある教育とは適切な発達段

階を経て、その教育がもっとも効果的に受け入れられる状態のときにこそ行われるべきです。 

 

主体的な遊びは学力の基礎や思考力、判断力の育成に繋がります。遊びの中には、「こうすれ

ばどうなるだろう（思考、想像）」「思うようにならなかった（結果、論理）」「次はこうしよう

（判断）」「これでいいんだ（感情）」という繰り返しが含まれています。子供自身が考え、予測

し実践できるように工夫する、そしてその結果をまた自分の考えに反映させるという仕組みが

入っているのです。せんだい幼稚園では子供が活動（遊び）に主体的、意欲的に取り組めるよ

う、活動が子供達にとって楽しいものとなるよう配慮し工夫しています。達成感や充実感が得

られるような活動こそが乳幼児期の子供の発達にとって相応しく、身体や手、指で操作し、五

感を使った豊かで多様な活動を経験することが小学校以降の教育に確実に効果を表します。 
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●とらきちくんと遊ぼう（描画活動）！ 

ある日の描画活動。「実はね、この前トラのと

らきちくんからお手紙が届いたんだけど・・・」 

【僕はいつも狭いおりに住んでいるんだけ

ど、みんなはどんなところで遊んでいるのか

な。僕も一緒に遊んでみたいなあ】と手紙を

読み、「とらきちくん、みんなと一緒に遊びた

いんだって。みんながとらきちくんと遊んで

いるところを絵に描いてあげようよ」と問い

かけると笑顔で描画活動に取り組みました。 

想像力 

●とらきちくんにお返事を書こう！ 

描画活動以降も「とらきちくんからお手紙来

てない？」と気にする様子の子どもたち。「そ

うだ！お返事を書けばいいんだ」。平仮名を自

分で調べながらお手紙を書き始めました。 

発 想 

他者への

共感 

提 案 

表 現 

文字への 

興味・関心 

自発性 

●とらきちくんをクラスに連れてこよう！ 

「とらきちくんをクラスに連れてきたら一緒

に遊べるよね」と、段ボールを組み合わせて、

とらきちくん作りが始まりました。どんな色

にするかみんなで話し合って虹色のとらきち

くんを作ることにしました。 

話し合い 

提 案 

協 力 

工 夫 

とらきちくんのことを年中児なりに思いやりながら、絵の中でとら

きちんがのびのびと遊んでいる姿を表現したり、クラスに来たとら

きちくんをお世話しようとしたりする姿が見られました。遊びの中

から他者への共感や想像する力が育まれているのを感じます。 

発想の広がり ●とらきちくん１人じゃさびしいよね・・ 

今度は「とらきちくん 1人じゃさびしいよね」

と、女の子のトラ「とらこちゃん」も作り始

めた子どもたち。とらこちゃんが完成すると、

今度は小さな空き箱でミニとらくんを作って

友達と一緒に園内をお散歩させて遊んでいる

様子も見られました。 

意見の調整 

発 想 

遊びの広がり 

とらきちくんご飯だよー 

ミニとらきちくんとお散歩 

新しい目的 
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せんだい幼稚園で行っている描画・造形活動は「大人が見て見栄えのよい作品を作らせる・

指導する」ことが目的ではなく、進んで楽しむ意識を持ちながら、発想や構想の能力、創造的

な技能などを育てる活動です。子供は材料に働き掛け、自分の感覚や行為などを通して形や色

をとらえ、そこから生まれる自分なりのイメージをもとに、思いのままに発想や構想を繰り返

し、身体全体を働かせながら創造的な技能などを発揮していくものです。 

 

 

 

 

 

 

子供の表現（描画、造形）は子供の心や言葉そのものです。作品の出来、不出来ではなく、そ

れ 

子供の表現（描画・造形）は子供の心や言葉そのものです。作品の出来、不出来ではなく、そ

れらを教師や家族と共有し共感しあうことにこそ意味があります。子供の心を大事にしなけれ

ばならない教育が、反対に心を壊していくようなことがあってはなりません。そして、そもそ

も教育は賞をもらうことや誰かの評価のために行われるものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外での開放的な雰囲気のもと、年に 1 度、絵の具を使った塗たくり遊びを行います。筆や

刷毛、ローラー、身体全体を使って“塗る”という行為自体をダイナミックに楽しむことで、

画材の性質を肌で感じます。その経験は描画・造形活動などの表現にも活かされていきます。 

 

画材を使った描画活動だけでなく、泥、粘土など形が変化していく素材を用いて遊ぶ子供達か

らは、「ひこうきみたい」「いぬだよ」などと話しながら、様々なものに見立てる様子が見られ

ます。見立てる力とはまさに想像力そのものです。見たことや体験したことの中からイメージ

を広げて、想像したものを描く、作り上げるという行為が思いや考えの表現を豊かにしていき

ます。それは描く、作るというものから次第に「話し言葉」を通して豊かになっていき、そし

てやがて話すことが文脈を作る力へと結び付き、「書き言葉」の土台になっていきます。 

塗たくり遊び 

▲左から年長・年中・年少児の作品。素材と親しむことから始め、 

画材の性質を理解し自分なりの表現を楽しむようになっていきます。 
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せんだい幼稚園の保育室の壁面は教師が切り貼りしたイラストなどではなく、子供達自身が

製作した壁面構成作品を展示しています。 

 

年少児（３歳児）はテーマを教師が決め、絵の具遊びやスタンプ遊びなどを行った物で教師

が基本的な壁面構成を行い、そこから子供達がさらに発想して個人製作したものを加えていき

ながら完成させます。年長児（５歳児）になると、日常生活においても遊びのルールをお互い

で話し合いながら決めるということができるようになってきます。壁面テーマも子供達で話し

合って決定し、共通の目的を達成するためにグループごとで役割を分担したり、協力し合った

りしながら構成していきます。相談しながら作り上げることで自分とは違う考えや発想がある

ということに気付き、共に学び合う関係性が築き上げられていきます。ものづくりの共同作業

から集団による問題解決や協調することの楽しさを経験していきます。 

 

 

 

せんだい幼稚園では園独自に発達についての専門家、言語聴覚士、タートルスポーツクラ

ブ、小児歯科医など子供達の育ちに係るあらゆる分野の専門家にお越しいただき、保育者への

アドバイスを頂くことで、適切なかかわりを行い、より良い育ちが得られるよう努めていま

す。「他の子に比べて落ち着きがない気がする」「サ行・カ行がうまく話せない」など、子育て

には悩みはつきものです。早くから対応したほうが良いか、そのままでいいのか保育者でもな

かなか判断がしにくい専門的な領域については、専門の方から助言を頂くことで、そのときに

でき得る最善の取り組みをしていきたいと考えています。ご希望に応じて保護者の方と専門家         

との直接相談の機会も設けています。 

 

 

 

         

壁面構成 

◀言語聴覚士・小児歯科医・歯科衛生士・保育者合同による 

「言葉を育むための研修会」 

地域における多職種が協働することで地域の子育て環境を 

より豊かにしていけると考えています。 
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子供達を取り巻く社会的な環境は昔と比べると大きく様変わりし、屋外での遊びや実体験が

減少しています。そのため生き物や自然と触れ合う中で不思議なことに出逢って驚くといっ

た、心からわくわくするような感動を呼び起こすことが難しくなっています。何かを創造して

いくときに必要な発想力や想像力はそういった体験や感動から生まれていくものです。せんだ

い幼稚園は、植物や生き物などの自然と日常的に触れ合うことで驚きや感動を体験し、豊かな

感性を育んでほしいとの思いで、園バスで出かけなくても毎日自然と触れ合えるよう人工の森

「な～もの森」を 2006 年、園内に造成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

な～もの森は多くの木々、岩、小川などで構成されており、季節によって葉の色が緑や黄、

赤に変化することで季節の移ろいを身近に感じることができます。どんぐりや柿、柑橘系の実

のなる樹も多く植えており、それらの実から季節を感じ取る子も出てきます。そして、自然も

自分達と同じように日々変化し、生長している、生きているという生命の繋がりを実感するこ

とができる場でもあるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

な～もの森の一角にはお米、さつまいも、大根、玉ねぎ、空豆など四季に応じた作物を植え、

子供達がお世話をしています。園内に畑があるので子供達は日々その生長を確認することがで

き、食への興味や関心を抱き、自然への感謝の気持ちを育んでいけるように努めています。 

こども畑 

◀２０１４度末に完成した「アス

レチックツリーハウス」は日々子

供達の達成感や悔しさ、さまざま

な思いが生まれる挑戦の場所。 
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な～もの森を構成している芝生には意図的に傾斜を設けています。森の中で追いかけっこを

するといった単純な遊びの中でも、傾斜を駆け登るような脚力や駆け降りるときの体の調整

（バランス）機能が自然に獲得されるように配慮したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

外での遊びの経験が不足している子供の中には、転んだときに手が出ずに顔から地面にぶつ

かってしまい大怪我に繋がってしまうこともあります。もちろん怪我はしないにこしたことは

ありません。しかし、怪我することをおそれるばかりに危険なものを一切排除した段差のない

ような環境では、将来子供が自分自身の身体を守る能力を身につける機会を削いでしまうこと

になります。 

乳児期には大人が危険のないように周囲の安全を十分に配慮 

しながら見守ることが大事です。しかし、その一方で子供が自 

身の力によって安全を獲得していけるように発達段階に即して 

自立を促していくという視点も必要です。安全や健康を自ら獲 

得していけるように支援を重ねていくことが乳幼児期における 

教育・保育の役割でもあります。 

 

 

  

生き物との触れ合い 

な～もの森が造成されてから 1４年目。人工で造成された森にも今では鳥や蝶、トンボ、バッ

タ、カエルなど自然の生き物が多く見られるようになってきました。クラスによっては子供達

の意見をもとに保育室内での飼育活動などを行い、いたわったり、親しみを持ったりすること

で生命の尊さを感じられるよう取り組んでいます。 

 

▲な～もの森の中には地下水を循環して流している小川があり、 

小さなエビなど生き物の棲みかにもなっています。 
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人の身体は毎日の食事で成り立っています。子供達が口にする給食は安心・安全でおいしい

ものを提供したいとの思いから、食材や調味料はよく吟味したうえで選定しています。国産品

の使用はもちろんのこと、出来る限り不要な添加物や遺伝子組み換え食品を使用しないように

しています。そのため、加工品の使用は主にデザートのみに留め、基本手作りで給食を提供し

ています。味付けは北海道から取り寄せた昆布出汁を基本にし、化学調味料を使用しない素材

の味が活かされた優しい味付けに心がけています。食材にこだわる分、費用はかさみますが、

乳幼児期に「味の記憶」をしっかりと形成していきたいと考えています。中高生になると友達

同士でスナック菓子を口にするような機会も出てくるでしょう。それでもある時期になって、

「やっぱりあの味がいい」と思えるようなそんな味の記憶や思い出を残してあげたいのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

主食はご飯を中心とした献立作成を行っています。パンは国産小麦での調達が難しいため、

お楽しみとして月に 1 回パン給食を実施しています。また、本園の給食は野菜を多く使用しま

す。初めは野菜への抵抗感からか全く箸もつけようとしなかった子も徐々に慣れて友達同士で

会話しながら楽しそうに給食を食べる様子が見られます。乳幼児期にどのような食事を経験す

るかが今後のライフスタイルに大きな影響を与えるものと考え、食育に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給食のメニュー（一例） 

炊き込みご飯／豚汁 

鶏肉のおろしソースかけ／牛乳 

ご飯／チンジャオロース／牛乳 

中華風コーンスープ／ひじきふりかけ

ます 

 

▲園内で採れた野菜やお米も給食で頂きます。 

▲月に約 1～２回はご家庭からのお弁当の日となっています。 

ご飯／さつま汁／牛乳 

魚の竜田揚げ／納豆和え 

ビビンバ丼／きのことわかめのスープ 

プリン／牛乳 

ロールパン／コーンスープ／牛乳 

豆腐入チキンナゲット／緑豆春雨サラダ 
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お米・契約農家 

【使用食材】お米・野菜 

・薩摩川内市産のお米（原田米店） 

・野菜（吉永農園） 

・園で栽培した野菜 

県内の生産者さんと直接取引し、旬

のものを取り入れています。 

グリーンコープ 

【使用食材】マヨネーズ、みり

ん、酢、酒、ハム、ウインナー等。 

マヨネーズの母鶏のエサは非遺伝

子組み換え、加工肉は発色剤不使

用、豚肉もグリーンコープ産直の

ものが使用されています。 

こだわりの味協同組合 

【使用食材】ツナ缶、国産ひきわり納

豆、国産小麦ホットケーキミックス等。 

国産原料 100%、食品添加物原則カッ

ト、自然素材というこだわりのもと

昔ながらの製造法で作られた「手作

りの味」を提供されています。 

松合食品株式会社 

【使用食材】丸大豆醤油 

醤油、味噌、酢などの醸造物に着

色材、防腐剤、漂白剤、甘味剤等

の食品添加物が多用される中、有

機栽培の原料を伝統の天然醸造

法により醸造されています。 

ｚ 石元淳平醸造 

【使用食材】麦みそ（COCORO MISO） 

長島で作られている麦味噌です。

原材料は国産／九州産を使用し

ており、無添加・減塩の味噌です。

こくや香りを感じる優しい味の

味噌汁になります。 

（本園で使用している食材や調味料の一部をご紹介します。）

 

Homepage Homepage Homepage 

橋本水産 

【使用食材】魚 

学校や幼稚園・保育園で給食とし

て出される魚は冷凍品がほとん

どですが、献立にあわせて近海で

とれた魚を新鮮な状態で納品し

てもらっています。 

Homepage 

金七商店 

 

 

 

 

【使用食材】鰹節 

当園の味噌汁は昆布と鰹節の混合

出汁で作っています。枕崎の金七

商店さんの削り節を使っており、

混合出汁を使うことで旨味が増す

だけでなく、減塩効果もあります。 

Homepage 

(有)くすもと豆腐 

【使用食材】豆腐、厚揚げ等 

薩摩川内市内のメーカーで、厳選

された契約栽培の無農薬大豆や

地下ミネラル水を用いて豆腐作

りを行っています。 

Homepage 

平田産業（有） 

Homepage 

【使用食材】菜種油 

遺伝子組み換えしていない菜種を

化学薬品ではなく、圧力を加えて搾

る「圧搾法」で出てきた油です。サ

ラダのドレッシングはこの油を使

用して手作りしています。 

写真は調理後。鯛のねぎソースかけ 
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せんだい幼稚園に入園する際には今までに記載した教育・保育方針に加え、以下に挙げるすべ

ての事項をご理解、ご同意の上入園して頂くようお願いします。 

 

本園の教育・保育方針、また園が定める諸規程や園便り等を通じてのお願い、さまざまな約

束事にご賛同頂ける方を入園基準としています。園と保護者の方の考え方が異なる場合は子供

にとっての不利益が大きく、お子様に対しての保育を致しかねますので、入園をお断りさせて

頂く場合があります。入園後であっても園に対して過剰な異議を唱える、ルールを守って頂け

ない等の行為が見られた場合には退園して頂く場合があります。あらかじめご了承下さい。 

 

本園では共働きのご家庭が増えているなどの社会状況の変化を鑑みて、ＰＴＡ組織を設けて

いません。その代わりに任意で保護者の方に園での行事や保育のお手伝いを随時募っていま

す。いずれも毎回の参加を強制するものではなく、お時間が取れるときにご協力頂く形で構い

ません。保護者の方のご協力により園の保育の充実が図れますので、ぜひご参加ください。 

★エプロンママ（給食配膳のお手伝い） 

  月に１～２回程度給食の配膳をお手伝い頂きます。その時間を活かして担任が読み聞か

せをしたり、活動時間を十分に設けるなど、一層の保育充実に繋がります。 

★ママライブラリー（絵本の貸し出し作業をお手伝い） 

  ご家庭でも絵本に触れる機会を増やし、本に親しみを持つ習慣作りの一環で絵本の貸し

出しにお手伝い頂いています。 

★ＧＥＮＫＩ会（お父さん方の夏祭りの運営・出店、運動会のお手伝い） 

★ＥＣＯママ（ベルマークの回収・分類）など 

 

 教職員の資質向上のために、年に 1 回の全国の幼稚園・保育園教育関係者向けの公開保育を

はじめとした園内研修を定期的に行っています。普段の研修は子供達が降園した後や 19 時以

降に行っていますが、年に１～３回はキッズクラブ（預かり保育）をお休みさせて頂き、全教

職員で研修に参加することがあります。就労されている保護者の方には申し訳ございません

が、教育・保育の質の向上にどうぞご協力ください。（上記の他、研修参加のためにクラス担任

ではない保育教諭が臨時でクラスを受け持つ場合もあります。） 

 

せんだい幼稚園に入園する前に知っておいてほしいこと 
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 せんだい幼稚園では職員が子供達の発達をより理解し、日常の保育に活かしていくために週

に 1 回、専門の方に来て頂き発達相談をしています。 

 

中にはクラスの中にいることができずに興味のある場所にずっと留まっていたり、生活の場

で困っている状態が見られたりなど、発達における課題を抱えているお子さんもいます。いず

れも早期からの対応をしていけば改善していけるものです。就学していくにあたって子供自身

が困難を感じてしまうような状況を避けるためにも、まずは保護者の方を交えた発達相談を行

ったうえで、適切な医療機関や療育機関の紹介等をさせて頂いています。年度途中でご家庭で

の様子をお伺いするために話し合いの機会を設けることや発達相談を提案させて頂く場合もあ

ります。本園では障がいがある、なしに関わらずすべての子供がそれぞれに適した支援を必要

とする存在であると考えており、それぞれのお子さんにとって適切な関わり方や保育を検討

し、充実していくために発達相談をさせていただいています。 

 

入園当初は 1 週間の午前保育（給食無しの１１：３０降園）をお願いしています。慣れない

環境で過ごすことで身体的にも心の面にも無理な負担がかからないよう配慮したものです。３

～５歳児は進級児も午前保育となり、午後の時間を活用して個人面談（新入園児・進級児）を

行っています（預かり保育は 19:00 まであります）。子供達が徐々に園生活にも慣れ、楽しん

でいけるよう取り組んでいきますのでご協力をお願いします。 

 

 

午前保育や長期休みを除いて、およそ月に１～2 回の手作り弁当をお願いしています。 

 


