
 

 

 

平成 29年度 

笠松双葉幼稚園 教育方針 カリキュラム 

幼稚園生活の栞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆21世紀を幸せにする 

素敵な社会人になるために… 



 

笠松双葉幼稚園 教育理念 

１、美しいこころ （良心） 

＊生命を尊び、自然に感謝できる心 

＊まわりの人を喜ばせようとする心 

＊嘘のない素直な心 

２、丈夫な体   

  ＊基本的な生活習慣で、体を整える 

  ＊バランス良く食べ、体を作る 

  ＊遊び、体育で、体を育てる 

３、考える頭   

  ＊どんな時でも楽しめる発想を持つ 

  ＊難しい事にも挑戦し、やり抜く 

   ＊仲間とともに、問題解決ができる 

 

これらの理念のもと、笠松双葉幼稚園では、遊びと生活、

環境（教員・教材を含む）を通し、幸せになれる力を持った

子ども（未来の社会人）を育ててゆきます。 



 

☆笠松双葉幼稚園の教育カリキュラム（コンセプト）☆ 

＊遊びは、人間力（非認知能力）・学力(認知能力)を育てます！ 

＊カリキュラムを通し、20年後に必要となるであろう能力の 

根っこを作ります・種を蒔きます。 

 

20 年後を生きる力 

認知能力                発表会→表現力・作品との出会い 

算数 文字   学習      ITを絡めた発表、チームで学ぶ力の向上 

                     英語教育→コミュニケーション                        

      真の学ぶ力      積み木教材→学ぶ姿勢を作る 

     環境・遊び     音楽・体育→体で感じる     

      カリキュラム    仏教保育→価値観を伝える 

             食育→食べる楽しさ・食材 

     生活習慣      野外活動→自然・遊び     

      生活       非認知能力  

健康・体力      本物体験   意欲・協調性 

                  知的好奇心 

☆「5歳までの教育が、人の一生を左右する」 ジェイムス・ヘックマン 

 



☆生活＊遊び☆面白いこといっぱい、やってみよう。 

  好奇心をいっぱい持って、自分から行動する姿、挑戦する姿 

     

                 

 

 

 

 

 

  

 ケンカもするけど、いつも、友だちと一緒！ 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 泥んこあそびをしたかと思えば、トランプで勝負！ 

からだも、頭も使います 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊遊びは、運動能力、非認知能力、知的能力さえも育む、子供たちにとって、 

 非常に大切なものです。特に非認知能力、「意欲」「協調性」「粘り強さ」「忍

耐力」「見通す力」などの芽生えは、この時期の遊びのなかでしか、得ることが

出来ません。それゆえに、わたしたちは子供同士が育ちあえる環境が、良質で

あることに、こだわり続けています。 



＊野外活動＊ 

園庭や、園舎での遊びの延長線に野外活動があります。年に３～4回ほどの園外 

保育。また、年中さんの園でのお泊り会を経て、年長さんは、2 泊 3 日のキャ

ンプに出掛けます。 

 

 

 

 

 

 

 笠松運動公園             大きな遊具に挑戦 

 

            親子遠足で金華山に登りました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2泊３日板取の杉の子キャンプ場で過ごします。 

 

 

 

 

 

園で取れたジャガイモで        自分で決めて、ジャンプ！！ 

カレーを作りました。おいしい！    川にだって飛び込みます。 

 



*給食・食育＊ 

園内の厨房で調理される給食は、温かいものは温かく、冷たいものは冷たいま 

まで、食すことが出来ます。栄養士による栄養バランス、アレルギー対策はも 

ちろん、調理師による、大変おいしい給食が自慢です。また、季節を感じるも 

の、日本や世界の行事に関わるものをメニューに加えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

当園には、小さいながら園庭に畑があります。小さくても日当たりが良く、畑 

担当のおばちゃんが一生懸命お世話をしてくださいますので、本当にいっぱい 

収穫ができます。その旬になると、野菜や果物を、こどもたちは毎日のよう 

に収穫しています。 

                      いちご・苺・イチゴ… 

 

 

 

 

 

じゃがいも、いっぱ～い 

                   た～まねぎの収穫だ～    

                  

 

 

 

夏野菜の収穫祭だ！ 

 



＊仏教保育＊やさしい心を育てます 

美味しい給食、畑での野菜育て、焼き芋、食べることは楽しい。でも、食べる

ことは、命を戴くこと、自分のいのちが多くの大切な命に支えられていること。 

「いただきます」の言葉の意味を私たちは子どもたちに教えていかなければな

りません。そして、「ごちそうさま」食材を集めるために走り回った人、料理を

自分のために作ってくださった人への感謝の気持ちを育てなくてはならないと

思っております。 

そのほか、あいさつや親切にすることの大切さを折に触れ、行事などでも伝え

ています。 

 

仏教行事             

  花まつり お釈迦様の誕生日をお祝いします。 

「天上.天下唯我独尊」 どの命も大切   

                         

 

 

 

 

  地蔵盆  地獄絵を見て、園長先生のお話を聞きます。 

 

 

 

 

 

 



＊音楽・体育＊この時期にしか身につかない力 

音楽と体育は、まったく異なるものと捉えがちですが、実は始まりは同じです。 

リズムに合わせて体を動かすことが出来る、どちらもそこから始まります。 

それは、音楽的な感覚（能力）と身体的な能力の両方が必要だからです。そし

て、この二つの力は、「学ぶ」ことの根本的な力となっていきます。リズム遊び

のあとは、少しずつ領域が分かれてきますが、音楽も体育も幼児期にしか身に

つかない能力がたくさんあります。楽しく元気に育ててゆきたいと思っており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

スキップ！  スキップ！      楽器・まねっこ遊び 

 

＊積み木教育（知能の刺激・算数の根っこ）＊ 

積木教材という具体物を使い、課題を解決してゆきます。同じものを作る、再

現する、推測する、見通すなど、様々な知能を刺激します。その過程の中で、

対象をよく見ること、先生の話をきちんと聞くこと、集中することなどが身に

ついてゆきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＊グレープシードカリキュラムの英語遊び＊ 

未来の社会人の強い味方となる 

 

国語もそうですが、英語にも教科という側面と、語学という側面があります。 

当園では、徹底的に語学教育にこだわって開発された「GrapeSEED」のカリキ

ュラムを採用、「必ず話せるようになる」を目標に、年少から、毎日英語遊びを

取り入れています。ネイティブや英語教員の経験のある先生とともに、楽しく 

英語で遊びます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 外国人講師は、幼稚園の教員でもあります。英語の時間だけではなく、給食

を一緒に食べ、外遊びも一緒、行事なども参加します。何を話しているのか、

外国人講師と子供たちが、笑いながらコミュニケーションをとっている場面も

よく見ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＊ITC教育＊ 情報機器を利用し、自分と仲間の考えをつなぎます。 

アイ・パッドの機能やアプリを利用して、面白い発想をする、立体折り紙で、

自分だけの動物を作る。など、子供たちの個性を重んじます。また、チームで

物語を考え、4 コマ漫画を作ったり、町のひとたちの関係性を考えたりします。

仲間と話し合いながら、課題を解決したり、ひとつの物を作ることの大切さを

学びます。 

 

象の模様をデザインします・展開図を印刷・立体的に組み立てて完成します。 

 

 

 

 

 

 

 

ストローから何がでる?        この男の子は何にびっくりしてる？ 

水が出て、火事が消せる。       たくさんのスズメバチ！！ 

 

 

 

 

4コマ漫画の完成           4コマ漫画のストーリー、どうする？ 

 

 

 



＊発表会＊  出会いと集大成 

☆ふたば音楽会☆音楽学習の成果発表とサラマンカホールとの出会い。 

        プロの演奏家との共演を通して、本物の音に触れる。 

        子供たちが誇りと自信をもって、ステージに立つ。 

          

 

 

 

 

 

 

 

サックスフォーンと共演        メロディオン オーケストラ 

 

☆生活発表会☆ 各担任が、生活の中で大切にしてきたことの集大成。劇や歌

などで表現します。先生たちが探してきた、または創作した

作品と出会い、子供たちもセリフを考えたりしていきます。 

        大道具・小道具もみんなで作ります。 

        また、英語レッスンで歌う歌も披露します。 

☆ステージ用絵本つくり      ☆手形で太陽を作ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 



 

     正課  専任講師 

積木指導  双葉知能教育研究所  黒地 亮・葛谷千恵美 

  音楽指導  ねむがきおんがくきょうしつ  合歓垣麻里 

  英語    マッケーラ先生・アンナ先生 

  体育    スポーツクラブ  トライル 

 

 

☆笠松双葉幼稚園 教職員の人間教育 

子ども達が成長していく中で、最も重要なことは、良い先生に出

会う事です。どんな教材やプログラムより、私たち教職員が、子供

たちに与える影響は大きいのです。それを自覚し、常に子どもと真

剣に向き合い、保護者様のお話に耳を傾けたいと存じます。また、 

 先人の残した良書を読むことや、多くの研修に参加し、人間性を

磨いていきたいと思います。 

  

 

 



平成 29 年度笠松双葉幼稚園  １日の流れ 

７：４５  登園可能です 

       （送りの方は９時１５分くらいには登園して下さい）    

 ９：３０  自由遊び （欠席の連絡はこの時間までに） 

       朝の会、出席確認、全体朝礼など 

 

１０：３０  年少組 ENGLISH（30分）他クラス活動＜担任 or専任講師＞ 

 

１１：００  年中組 ENGLISH（40分）他クラス活動＜担任 or専任講師＞ 

 

１１：５０  給食配膳 給食  

       自由遊び 

 

１３：４０  年長組 ENGLISH (40 分) 他クラス活動＜担任 or専任講師＞ 

 

１４：２０  終わりの会・お帰り準備 

 

１５：００   隆園バス出発・課外教室・預かり保育開始  

       15：10 各自お迎え開始 

１７：３０  有料お預かり開始  おやつ有り 

  

１９：００  お預かり終了時間        

 今年度より 17：30からの 

 ☆半日保育の場合☆            預かりが 

                      1回 100円 

１１：００  保育終了           月上限が 2000円 

１１：１５  降園バス出発         となりました。 

１１：２０  各自お迎え 

１２：００  預かり保育開始＜お弁当水筒が必要です＞ 

１７：３０  有料お預かり開始  おやつ有り 

１９：００  お預かり終了 

 

 

預かり保育のご案内 



平成２９年度より  

1日保育・半日保育の預かり保育が、 １７：３０以降 

１回１００円。ひと月の上限が２０００円となります。 

長期休業日の預かり保育が、１７：００以降 

1回 200円となります。 

 

通常保育の場合 

１５：００ ～ １７：３０  無料お預かり 

１７：３０ ～ １９：００  おやつ有り １回 １００円 

半日保育の場合（事前の予約が必要） 

１２：００ ～ １７：３０   無料お預かり お弁当・水筒 

１７：３０ ～ １９：００   おやつ有り １回 １００円 

代休預かり保育の場合（事前の予約が必要） 

７：４５ ～ １７：３０   無料お預り  お弁当・水筒 

１７：３０ ～ １９：００   おやつ有り  １回 １００円 

長期休業日預かりの場合（事前の予約が必要） 

７：４５ ～ １７：００  無料お預かり、お弁当・水筒 

１７：００ ～ １９：００  おやつ有り  １回２００円 

子供とともに成長しよう！！ 



年間行事予定＜必ず最新の予定をご確認ください＞ 

 

4月 6日（木）午前 入園式  午後 進級式・英語カリキュラム説明会 

  7日 (金) 午前保育（バスあり）預かり・課外なし 

  10日 (月) 1日保育開始 給食・お預かり 有り 

27日 (木) 親子遠足 ＜１３８タワーパーク＞  

28日（金） 遠足予備日 

 ＊ゴールデン・ウィークはカレンダー通り 

             5月 8日（月）花まつり  

            11日 (木) 歯科検診 

            15日 (月) 健康診断 

 18日 (木)  年少組 給食参観  

      参観後 英語カリキュラム説明会 

  6月 17日（土） 保育参観 保護者向け講演会 

    19日（月） 代休 預かりあり 

 

   7月 7日（金） 懇談会  通常保育無し 預かりもありません 

     11日（火） 音楽の授業の参観 各クラス別 

     21日 (金)  終業式 半日保育 預かりなし 

           お泊り会 ～22日（土）午前中まで 

     26日（水）～ 28日（金）年長組 キャンプ 2泊 3日 

   

夏休み ひまわりクラス 預かり＊保育 

  7月 24日（月）25日（火）26日（水）27日（木）28日（金）31日（月） 

  8月＜1日（火）2日（水）３日（木）4日（金）＞→ 午前 お楽しみ会 

    8日（火）9日（水）10日（木）17日（木）18日（金）21日（月） 

    22日（火）23日（木） 

          

                          

     8月 7日（月） 午前 職員音楽研修   

            午後  夕涼み会 （平成 30年度年少児対象） 

     24日（木） 地蔵盆  自由参加 

     28日（月） 2学期 始業式 1日保育 給食預かりあり 

 

 



   9月 29日（金） 一日保育ですが運動会準備のため、 

            預かり保育は無し 

     30日（土） 運動会（笠松小学校）予備日 10月 7日（土） 

 

  10月 2日（月） 運動会代休 預かりあり  

      7日 (土)  運動会予備日 

     10日（月） 運動会代休 

     15日（日） リバーサイドカーニバル 

     28日（日） 創立記念日 

     30日（月） 芋ほり遠足 

     31日（火） 芋ほり遠足予備日 

 

11月 9日（木） 園開放日 年少組 

     15日（水） 七五三 

      16日（木） 園開放日  年中組 

      30日（木） 園開放日 年長組  

           

12月 8日（金） 成道会 

 11日（月）ふたば音楽会リハーサル 

  22日（金） ふたば音楽会 

  25日（月） もちつき 

  26日（火） 終業式 預かりなし 

 

                1月  ９日 (火)  始業式 通常１日保育  

   

 2月 2日（金） 節分 豆まき 

    15日 (木)   涅槃会 

     下旬  生活発表会 

 

 3月 20日（火） 卒園式     

   23日（金） 修了式 

 

☆あくまでも予定です。諸般の事情で変更になる場合があります。 

 必ず、最新情報（園便り・学年だより）で、日時等をご確認ください。 


