
幼 稚 園 の ご 案 内
豊 か な 環 境 の 中 で、子 どもた ちの 生 きる 力 を育 む 。
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本園の特色・教育方針・教育の実際

本園の特色

�.たくましく、健康で、いきいきとした子ども
�.自分の思いを素直に表現できる子ども
�.考えたり工夫したりして、遊びを創り出せる子ども

教育目標

�. 心地よく整備された園庭は緑に包まれ、豊かな自然環境に
恵まれています。

�. 園舎や施設、設備や遊具は、幼児自ら創造して遊べるよう
な環境に整っています。

�. 遊びを通して豊かな体験ができるようにし、心身をたくま
しく育てます。

�. 年齢やクラスの枠をこえた交流を積極的に行い、友達と共
に育ち合えるようにします。

�. 四季を通して自然に親しみ、感動体験が得られるよう、園
外の保育も重視しています。

�. 経験豊かな教師がたくさんいます。

教育の実際

�. 教師は子どもの思いに添いながら、園内外の充実した環境
を活かして、子どもと一緒に楽しい遊びを創り出します。

幼稚園の生活の中心は、子どもの主体的な活動（遊び）です。
年間指導計画の基、子どもたちは様々に繰り広げられる遊び
を通して、表現力、人とかかわる力、健康な体、コミュニケー
ション力など、様々な力を身につけていきます。「新幼稚園教
育要領」に基づいた生きる力の基礎となる心情・意欲・態度
を育てます。

�. 四季折々の自然や生き物に触れ合い、見て触れて感じると
いう実体験を大切にしています。

幼児期の教育になくてはならないのが自然とのかかわりです。
幼児期は五感を刺激させ、実際のものを手に取り感じる体験が
とても大切です。園庭には季節によっていろいろな花が咲くよ
うに、また、木の葉の色が変わる樹木、香りのする樹木・植物、
果実のなる木など、様々な体験ができるようによく考えて植え
られており、子どもたちの五感や学びをほどよく刺激する環境
となっています。園より少し離れた場所に自然園もあり、野菜
を育てたり林で遊んだりします。子どもたちは四季折々の豊か
な自然を取り入れながら遊び、また、ウサギや小鳥など小さな動
物とのかかわりが子どもたちの生き物への思いやりを育てます。

�. クラスの枠にとどまらず、他クラスとの交流や他学年など
異年齢の交流を大切にしています。

子どもたちの生活や遊びはクラスの中だけにとどまらず、他
クラスや異年齢との交流を大切にしています。遊びを通して
交流したり、年長さんが年少さんのお世話をしたりしており、
年長さんに優しくしてもらった年少さんは、大きくなった時
に今度は自分が小さな子に優しくするなど、思いやりの心が
育ちます。また、小中学生が授業の一環で園に遊びに来たり、
多様な人とかかわる機会を大切にしています。

教育方針

広々とした園庭と恵まれた施設で、幼児が楽しく充実した園
生活を送れるよう、次の事を教育方針として保育を行ってい
ます。

�. 幼児期ならではの体験が豊かにできるようにし、人間形成
の基礎を培います。

�. かけがえのない存在として個性を大切にし、幼児一人ひと
りの発達に合わせた援助・指導をします。

�. 人とのかかわりや自然との触れ合いを大切にします。
�. 幼児の遊びを通して知的好奇心、思考力、創造力、表現力
等の能力を高めます。



教育の実際・本園の安全対策について

本園の安全対策について

本園ではお子様が安全に生活できるよう次のことを行ってい
ます。

�. 子ども一人一人の自分らしさを大切にしながら、人とかか
わる力が十分に育まれるようにしています。

一人一人のかけがえのない個性、その子らしさを大切に育て
ていきたいと考えています。
そのためには自己発揮することがまず大切。一人一人が自己
発揮して、主体的に動くことでトラブルも起こりますが、ト
ラブルは他者の存在を知り、他者を理解していけるようにな
るための大切な経験です。自分らしさを十分に出しながら、
人と折り合いをつけていくことも学んでいきます。やがて、
自分の良さと共に、友達の良さに気づき、お互いを認め合い、
協力し合うようになっていきます。

�. クラス担任だけでなく保育補助教諭を配置して子どもたち
への丁寧な援助と指導を行っています。

� クラス �担任制ですが、子どもたちを丁寧にみていくために、
保育補助教諭がいます。子ども同士の育ちあいを大切にしな
がら学年に応じた適切なサポートをしています。本園の補助
教諭は以前本園で教諭をしていた先生やその他経験豊富な先
生たちばかりです。クラスや子どもたちの活動をサポートし
て、丁寧な援助、指導にあたっています。

�. 保護者との連携を密にとり、信頼関係がしっかり築けるよ
う努めています。

お子様のよりよい成長のためには、保護者の方と園との連携
が大切です。本園ではクラスだよりを毎月発行し、園での子
どもたちの様子をお知らせしています。また、個人の「れん
らくちょう」を通して、ご家庭と連絡を取りあったり、お子
様の様子をお知らせしたりもしています。ご心配なことがあ
れば必要に応じて面談も行い、見学なども自由にできます。

安心・安全が第一です !

砂場周り、プール周り、外水道
など、クッション材を含んだ
コーティングをしているので安
心です。

砂場の砂は抗菌されているので
安心して遊べます。

ガラス窓にはすべて飛散防止
フィルムが貼られています。

逆浸透膜浄水器で安心でおいし
いお水を提供しています。（各
棟ごとに設置）

・全棟を繋ぐ非常用放送設備
・毎月の避難訓練（防災・防犯
の避難訓練について、年間計画
を立て、毎月避難訓練を実施し
ています。）

多目的室に低濃度オゾン発生装
置（抗菌・抗ウイルス）を設置

※その他、防犯カメラの設置、空気清浄機（オゾン殺菌装置付）の設
置、全室エアコン完備を行っています。

※園舎内、園バス内　銀イオン配合光触媒コーティング（抗菌・抗ウ
イルス効果）を施工。



園生活の一日

登園
「おはようございます！」
朝は元気なあいさつから１日が始まります。
通園バスや保護者の送迎で登園します。

朝の身支度
遊び着に着替えたら
「さあ、遊ぼう！」

子どもからの主体的な活動（遊び）

クラスみんなで様々な活動を楽しみますみんなで楽しむ活動

●音楽的な遊び（ピアニカ・合奏・リズム・歌など）
●絵画・造形的な遊び（折り紙・紙粘土・油粘土・絵の具・工作など）
●ルールのある遊び（様々なゲーム・リレー・鬼遊びなど）
●集団遊び（はないちもんめ・だるまさんが転んだなど）
●季節の行事を楽しむ（七夕・クリスマス・節分等）
●水遊び・砂遊び・泥遊び等
●劇遊び・リズム表現 など

年少さんは…
先生と一緒に…使ったものは
元の場所に戻そうね！

年中さんは…
先生やお友達と一緒に…
また楽しく遊べるように先生と
一緒に考えながら…

年長さんは…
一緒に遊んだお友達と一緒に…
また明日も楽しく遊べるように
自分たちで工夫して…

お片づけ

子どもの遊びは無限に広がります !

片栗粉と水でスライム作り
分量を試しながら、考えながら…

動く船を作りたいな…
空き箱や空き容器、いろいろな
材料を使って工夫して

基地作り
友達と一緒に

お庭のお花で色水を作って
ジュース屋さん♪
どんな色がでるのかな？
試してみよう！

病院ごっこ
「どこが痛いですか〜？」

子ども達は遊びを通して、様々なことを学んでいきます。

◯◯ちゃんと遊びたいな…。
◯◯をやりたいな…！

子ども達はそれぞれの思いをもって
環境にかかわり遊び始めます。

今日は何をしようかな？

子どもの生活と遊び

人間関係

健康環境

表現 言葉

子ども達の生活や遊びの中には、
幼稚園教育要領（文科省）の保育内容（５領域）が盛り込まれています。

梶山先生と遊ぼう　運動遊び（年中・年長）

※外部の先生を招いての
活動です。
別途料金はいただきません。

英語で遊ぼう　（全園児）

カワイ体育教室から先生を招き、身体を
使っての運動遊び・集団遊びを保育の中で
行なっています。
たくさんの楽しい遊びや運動を通して、運
動が好きになる子どもを育てることがねら
いです。

アメリカ人の先生と英語の歌
や手遊び・ゲームなど楽しく
英語に触れていきます。



園生活の一日

早朝 時間／ 7:30〜登園まで
料金／１日 200 円

午後 時間／保育終了後〜18:00 まで
料金／ 1 日 600 円

（朝と帰り両方でも 1 日 600 円）

長期
休業

春・夏・冬休みなどの長期休業時も
お預かりしています。
時間／ 7:30〜18:00 まで
料金／ 1 日 1,600 円

・4 月、7 月、12 月、1 月、3 月は 10,000 円
・5 月、6 月、9 月、10 月、11 月、2 月は 9,000 円
・8 月は 13,000 円

＊各月の利用最大料金は下記の通りです。
下記の料金以上の利用があっても、これらを最大料金とし、それ以上は請求しません。
ただし、振替休日の日の利用料金は含まれません。

登園前の早朝や保育終了後に、ご希望によりお子様をお預かりしています。
働くお母さんへの子育て支援事業のひとつです。
朝の早い登園やお迎えが遅れたり、ご家庭での急な用事などにも対応しております。

春・夏・冬休みなどの長期休業中も実施預かり保育

課外活動

ロボット
プログラミング教室

保育終了後に、ご希望により専門講師
による各種教室が受講できます。
降園後にそのまま教室に行けるので帰
宅してから再度教室に外出する時間を
省くことができます。 （場所）ホール／アイデアマラソン研究所　☎ 090-3514-4893（鈴木）

火曜日（２〜３回）　対象：年長児〜小学生

カワイ
体育教室 （場所）ホール／カワイ体育教室　☎029-821-3051

幼児体育 ▶ 水曜日 新体操 ▶ 土曜日

お昼の時間

帰りのひととき

一人ひとりの生まれた日を大事にし、その子のお誕生日の日にクラスの中でお祝いをします。
クラスの先生から誕生カードや冠（年少・年中）や誕生バッチ（年長）のプレゼント (^^♪
園長先生から誕生メダル（年少）、幼稚園のお花で作った花束（年中・年長）のプレゼント (*^^*)
冠やバッチをつけて帰るとき、クラス以外の子ども達からも「おめでとう！！」と声をかけられて…
自分だけが注目される最高にうれしい日です。

うれしい、うれしい誕生会

みんなで歌を歌ったり、絵本や紙芝居を見たり…
１日を振り返って、先生がお話をしたり…
子どもたちが楽しかったことをお話ししたり…
ほっこりした時間です。
明日もまた楽しみ！
子どもたちがそんな気持ちで帰れるように…

さようなら、また明日 !

●給食の希望は前の月に取りますの
で、お子様やご家庭の状況に合わせて
変更することが出来ます。尚、月２回
の午前保育の時は、園からおやつが出
ます。

●給食は「万年屋」より外部搬入して
います。

静かな音楽をかけながら

楽しく食べます !

選べる給食とお弁当

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

おにぎり

① ② ③

手づくり弁当

手づくり弁当

手づくり弁当

手づくり弁当

おにぎり

給食

給食

手づくり弁当

手づくり弁当

おにぎり

給食

給食

給食

給食



栄光幼稚園の PTA には４つの委員会があり、
皆様の自主的な企画・運営のもとに楽しく活動
しています。
会員相互の親睦を図り、教養を高めたり園児の
教育環境を整えたり、無理なく楽しく行ってい
ます。

楽しい年間行事・沿革

広報委員会
保護者（PTA）の活動

各学期に発行する広報誌「栄
光」を作っています。

図書委員会

お子さんのクラスで、
読み聞かせをしたり、
お話しの会を開いたり
しています。

ひまわりクラブ
委員会

市の交通安全指導員の
方々と一緒に、子ども
たちへの交通安全指導
を行っています。

お話の会

親子歩行訓練

市の交通安全巡回指導

子どもたちの安全のために

　　頑張ってます！

幼児期に大切な経験や体験ができるよう、年間を通して様々な楽しい行事を行っています。
幼児期だからこそ大切な親子のふれあい、自然とのかかわり、集団での遊び…など、

幼児の心を豊かにするために様々な計画を立てて取り組んでいます。

１学期（春・夏）

●入園式　４月
先生たちの楽しい自己紹介に
子ども達も釘づけ…

●消防署レスキュー隊見学
（年長）　６月頃
消防車や救急車を間近で見たり、
レスキュー隊の訓練を見せて
もらったり…

●スポーツ day
（年少・年中・年長） 10月
幼稚園の庭で友達や家族と
体を動かす楽しさを味わっていきます。

●ひまわりクラブ親子歩行訓練
（年少・年中）　６月頃
市の交通安全指導員の方が丁寧に
指導してくださいます。

●七夕集会　７月
先生たちが七夕のお話を劇にして
見せてくれます。子どもたちは大喜び！

●じゃがいも掘り（年長）　６〜７月頃
年中の時に植えたじゃがいも「大きくなったかなー？」

●親子遠足（年長）
　5〜６月ごろ
子ども達が自分で作った凧を揚げたり、自然の中を散策したり、
自然の気持ちよさを感じながら、親子で遊びます。

２学期（秋）

3学期（冬）

●サツマイモ掘り（年中）　10月頃
いっぱい掘るぞー！！

●遠足（年中）　11月頃
秋のひたち海浜公園

●親子遠足（年少）　10月頃

●生活発表会　12月
年長さんは、友達と一緒に動きを
考えたり衣装を考えたり、
アイデアを出し合いながら自分たちで
創っていきます。
子どもたちの成長が感じられます。●ドングリ拾い　10月頃

●ひたちなか市芸術鑑賞会に参加（年中・年長）　9月頃
劇や影絵など、いつも質の高い作品を鑑賞してます。

●白鳥見学（年中・年長）　
１月 ●子どもの生活と遊びの表現展　2月　ホール等園舎内に子ども達の楽しい作品が広がります。

●保育参加
（満３歳児クラス・
年少・年中・年長）
親子で表現展見学



楽しい年間行事・沿革

沿革の概要

当時、この地域には幼児教育施設がなく、近隣の人達から幼
稚園の設置を強く要望されていました。
安省三は早くから、幼児教育の先駆者、豊田芙雄女史の教育
をもって世のため人のためにつくるという生き方に感銘を受
け、昭和 �� 年、公立学校長定年退職を機に私立幼稚園設置に
着手。理想的な幼児教育を行うべく栄光幼稚園を創立しまし
た。

昭和 42年 3月 29日
4月 1日

4月 10日
昭和 48年 4月 30日

12月 13日
昭和 49年 10月
昭和 51年 5月

昭和 52年 5月 10日
昭和 53年 4月

昭和 54年 5月 20日

昭和 56年 1月
昭和 60年 2月 28日
平成 5年 4月 30日

平成 6年 3月

平成 6年 4月
平成 7年 3月

平成 8年 1月 10日
平成 8年

平成 9年 1月
平成 9年 4月 26日

平成 9年 9月

平成 10年 8月 5日

平成 13年 12月
平成 15年 5月 31日

7月 25日
平成 18年 3月 28日

平成 18年 3月
平成 26年 8月

12月

平成 30年 7月 31日

令和２年 8月
令和4年 8月

栄光幼稚園設置について茨城県知事より許可を受ける
園長　安省三就任
園児 86 名３学級編成で入園式を行う
鉄筋園舎を新築し、８学級編成となる
学校法人栄光学園栄光幼稚園となる
第 29 回　国体茨城大会集団演技に参加
園長　安省三　第 29 回　日本保育学会にて講演する。
演題「豊田芙雄先生の功績について」
（会場：お茶の水女子大学）
文部省より幼稚園教育課程研究指定校の委嘱を受ける
園長　安省三　教育功労者として勲５等雙光旭日章叙勲
日本保育学会において
「幼児の発達に応じた、日常生活の中における数の指導」
のテーマで発表
園長　安省三　茨城県私立学校審議委員に任命される
鉄筋 2階建（630.46 ㎡保育室 3、遊戯室 1）増築
鉄筋園舎増築（619 ㎡）６学級と水遊び場完成
全国幼稚園教育研究協議会より委嘱を受け
「幼稚園の施設・設備のあり方に関する調査研究」をまとめる
「ー園庭の施設設備を中心にー」
子育て支援事業「預かり保育」を開始
全国幼稚園教育研究協議会より委嘱を受け
「幼稚園の施設・設備のあり方に関する調査研究」をまとめる
「ー園舎内の施設設備を中心にー」
A棟園舎裏側に 583 ㎡の土地を取得し、園庭とする
創立 30 周年記念行事を行う
園長　安初美　茨城県私立学校審議委員に任命される
皇太子ご夫妻ご臨席のもと「全国みどりの愛護の集い」
に参加（ひたち海浜公園）
未就園児のための子育て支援事業を開始
親子で遊ぶ日（園庭解放）、カンガルー教室（親子教室）
A棟園舎裏側園庭に川を造る
動物舎を拡張
園長　安初美　文部科学大臣賞を受賞
昭和 57 年 11 月 2日に取得した土地（馬渡地区）に
野外環境施設（自然園）完成
全国幼児教育研究協議会茨城大会の公開保育の会場園となる
防犯カメラ 8台設置
3歳児トイレ全箇所洋式に改修
全保育室エアコン設置
C棟玄関にふれあい児童画（平成 26 年度卒の年長児との合作）
設置（小野孝一作）
第 67 回全国幼児教育研究大会茨城大会の公開保育の
会場園となる
飼育舎改築
C棟 2階トイレ全箇所洋式に改修

教養委員会

みんなでやりたい
ことを募って、手
作り講習会やス
ポーツ講習会、
聞いてみたいお話
しの講演会などを
企画・運営してい
ます。

委員会活動に参加して
お友達ができました！

手作り講習会

スポーツ講習会

●保育参加・懇談会（年長）　
親子陶芸　７月
お家の人と一緒に幼稚園の
記念になるものを作ります。●保育参加・懇談会

（年少）　７月
親子で楽しく！！

●保育参加（年中）　７月頃
お家の人と楽しく遊びます。

●クリスマス会　12月
趣向を凝らした先生たちの劇や楽器の演奏に、
子ども達は大喜び！！

●お楽しみ会
「たにぞうさんとうたおう！おどろう！」
（NHKおかあさんといっしょの歌や踊りを作っている）
“たにぞうさん ”と…
毎年、音楽や影絵や読み聞かせなど、
外部の方をお呼びして「お楽しみ会」を開いています。

●修了式
園長先生から１人ひとり修了証書を受けとります。



施設と園庭イラスト

職員室・保育室

〒���-����　ひたちなか市松戸町１丁目��-��   Tel.���-���-����　

公式ホームページ 「お問い合わせフォーム」 から質問ができます。

https://eikou.ed. jp

四季折々に彩られる園庭で

季節の風を感じながら

子どもたちはのびのびと

すこやかに成長していきます。

水 の 園 庭

川が流れる自然い
っぱい、水のある庭

花 の 園 庭

花と遊具が楽しい、
花咲く庭

風 の 園 庭
（ 第 � 園 庭 ）

風のように思い切り
走れる、広い庭

（ 第３園 庭 ）

（ 第 � 園 庭 ）

1F

2F

保育室・事務室

保育室・職員室
A棟

1F

2F

保育室

保育室・ホール
B棟

センダンの木
春には甘い香りの花が
秋には実がなるよ

ウサギのお家
フワフワのウサギさんと
あそべるよ

ツバキ
春にはきれいな花びらを
たくさん落としてくれるよ

川
葉っぱや船を
浮かべて水遊びも
できるよ

いちょうともみじの木
秋にはきれいな葉っぱが
ひろえるよ

池
金魚にエサをあげるよ

ログハウス

マロニエ

クスの木

おうちごっこが
できるよ

ジャンボ
スベリ台もあるよ

サッカーや鬼ごっこ
もできる
広〜い屋上だよ

大きな花の咲く
タイサンボクの木

キンモクセイの
いい香りがするよ

むらさきしきぶの実
はままごとに使えるよ

いろいろなお花を使って
ジュース屋さんが楽しいよ

プール

砂場

砂場

もみじ

小鳥小屋

トンネルだよ!

いろんな遊びの生まれる
楽しい森のステージだよ！

シナモンの木
枝を折るとシナモンの香り

センダンの木
夏には木陰を作ってくれるよ

カキツバタ
アヤメ

いろいろな香りの
ハーブがたくさん
カモミール、ミント…

いろいろな香りの
ハーブがたくさん
カモミール、ミント…

お花を植えていますA棟裏庭

ドングリの木
ドングリがたくさ
んひろえるよ

竹林
タケノコと
背比べ
ができるよ

桜の木
春は桜が
きれいだよ

グミの木

桜の木

ミカンの木

コブシの花

カキの木
甘くておいしいよ

もあるよ

春を告げる

もみじ
イチョウ 畑

いろいろな野菜が
つくれるよ

アジサイ

クリスマス
ホーリー

桜の木

ここも
ウサギさんの
お家だよ

マテバシイの木
木のぼりができるよ

預かり保育、
親子教室等
行っています。

多目的棟

ハーブの中庭ハーブの中庭

BC棟

A棟 幼児用玄関

幼
児
用
玄
関

トンネルくぐったら
何があるのかな？

1F

2F
C棟

保育室

保育室

いろいろな種類のドングリの木があるよ
（クヌギ、カシ、マテバシイ）
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