
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 

認定こども園 

幼稚園 



目  次 

ごあいさつ 

 

沿革 

募集要項 

費用 

１日の過ごし方 

年間行事 

教育内容 

家庭との連携 

子育て支援活動 

案内図   

 

 

 

 



豊かな心と健やかな身体を育てる幼稚園  

    「遊びが学び」 ～幼稚園の主人公は子どもたち～ 

風通しのよい太陽がいっぱいの園庭、楽しい遊具、畑に実る野菜や果樹など、豊かな自

然環境の中で、子どもたちは、生き生き、伸び伸びと活動しています。 

 私たち保育者は、子どもたち一人ひとりの違いを受け止め、理解し、子どもの主体性を

大切にしながら教育や保育を心がけ、心身の豊かな成長を育んでいます。 

 また、本園は、専門講師を活用した体育指導や英語活動、地域の自然を体験することの

できる園外保育や森の幼稚園などの特色を生かした活動も行っています。 

 子どもとのあたたかい信頼関係をもとに、小学校への接続期としての幼児教育の基本を

ふまえ、日々のていねいな保育を積み重ねるとともに、保護者の皆様と一緒になって子ど

ものよりよい育ちを支えてまいります。 

みなと幼稚園 園長 今井 常夫 

沿革  
昭和５１年 ２月  富津市湊に学校法人天羽学園湊つくし幼稚園を設立 

  ５５年１０月  みなと幼稚園園歌発表 

  ５６年 ４月  学校法人天羽学園みなと幼稚園と改名 

  ５７年 ４月  体育指導開始 

平成 １年 ４月  預かり保育開始 

  １１年 ９月  舞台改修工事完了   

  １２年 ９月  園庭拡張工事完成  

          園庭遊具「たのしいぞう」設置砂場増設 

  １２年１０月  法面保護工事 完成    

  １３年 ７月  幼児トイレ入口拡張工事 完成 

  １４年 ２月  非常通報装置（県警へ直通）等、防犯設備の設置修了 

  １４年 ４月  定員変更 ３学級１００名 

  １５年 ６月  広報誌「つくしんぼだより」第１号発行 

  １５年 ８月  園庭遊具「ドラえもん」設置 

  １９年 ９月  認可外保育施設増設 

  ２１年 ４月  認定こども園として認可される 

  ２４年 ７月  園舎耐震診断後、遊戯棟耐震補強工事実施 

  ２７年 ４月  「子ども子育て支援新制度」に移行 

令和  ２年 ２月  創立４５年を迎える 

    ３年 ８月  園舎耐震工事完了  



募  集  要  項 

募集人員  １年保育 １８名  ２年保育 １７名 

     ３年保育 ２４名  保 育 部 １歳児：若干名 ２歳児：若干名 

願書配付開始 令和４年１０月１５日〜 

受付期間        令和４年１１月 １日〜１５日（土日祝日除く） 

入園までの手続き： 

① 幼稚園に申込（願書提出）  １１月 

② 入園内定          １２月 

③ 幼稚園を通じ認定を申請 

④ 幼稚園を通じお住まいの市町村からの認定証の交付を受ける   ２月頃 

⑤ 入園説明会                         ２月 

⑥ 入園式                                                       ４月 

＊提出書類 

 １号認定 ･･････教育・保育給付認定（変更）申請書 

 ２、３号認定 ･･･教育・保育給付認定（変更）申請書 

        両親分の就労（内定）証明書または申立書 

保  育  時  間 

＜平 日＞ 
１号認定            １０：００〜１４：００ 
２、３号認定 保育標準時間認定  ７：３０〜１８：３０ 

保育短時間認定   ８：３０〜１６：３０ 
＊第１、３水曜日 半日保育   １０：００～１２：００ 

＜土曜日＞ 希望者のみお預かりします。 
（行事、研修等で預かりが出来ない日もあります） 
 



費  用 

 保育料（資料 利用者負担のイメージ参照） 

実 費     ・給食費 主食代  ３５円×食数   副食代 ２４５円×食数 

・通園バス代（利用者のみ・利用距離による） 

・保育用品代 入園時約 4,500円〜約 5,000円程度 

・通園用品一式 約 37,000円 

制服 （夏・冬・スモック・帽子）、通園リュック 

体操服、防災ヘルメット等  

※譲り受けたものの使用も可能です。制服の下は私服です。 

１ 日 の 過 ご し 方 

登園開始 ２．３号保育標準時間認定      ７時３０分～ 

１号認定、２．３号保育短時間認定 ８時３０分～９時００分  

挨拶、所持品の始末 

子ども達が自分で選んだ好きな遊びを楽しみます。 

9：45～ 手洗い、うがい、排泄 

10：00～ 教育保育計画に沿って、友だちと一緒に遊んだり、課題に取り組んだり 

します。「健康な心と体」「自立心」「協同性」「道徳性・規範意識の芽生え」 

「社会生活との関わり」「思考力の芽生え」「自然との関わり・生命尊重」 

「数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚」「言葉による伝え合い」 

「豊かな感性と表現」など様々な能力を身につけていきます。 

11：30～ 手洗い、うがい、排泄 

11：50～ お弁当、休憩 読み聞かせ、音楽鑑賞 

13：00～ 園庭、園外での活動 

降園開始 １号認定  １４時３０分～１４時４０分 

15：00～ 預かり保育開始 

２．３号保育短時間認定 ～１６時３０分までに降園 

２．３号保育標準時間認定～１８時３０分までに降園 

 

 



楽 し い 年 間 行 事 

４月 入園式 
１０月 

運動会、さつま芋掘り  

参観日、ハロウィーンパーティー ５月 参観日、稲・さつまいも苗植え 

６月 貝拾い・砂遊び １１月 お芋パーティー、マラソン大会 

７月 七夕・夏祭り・プール遊び １２月 発表会、餅つき、クリスマス会 

８月 夏の遊び １月 お正月の遊び 

９月 稲刈り、おにぎりパーティー  ２月 豆まき、参観日 

  ３月 ひな祭り会、ありがとうの会、卒園式 

教 育 内 容 

 英語活動  

 基本的に『英語活動』で使う言葉は全て英語。歌や遊びはもちろん、先生とのやりとり

も英語。出来るだけネイティブの子どもが英語を身につける環境に近い状況をつくり、そ

の中で楽しく遊びながら、出来るだけ自然に英語を身につけていくという学び方をしてい

ます。また、英語を通して、他の国の人々、自然、文化、歴史等様々なものに触れていく

こともねらいとしています。 そして、この感受性豊かな幼児期に英語に触れ、心にたく

さんヒダを作ることが、豊かな人間、そして「生きる力」が育まれた強い人間へ成長する

土壌となってくれるよう願っています。 

 ＊毎週水曜日実施・・・各クラス 3０分  

 ＊英語指導専門講師：宮崎亜矢子 

☆課外活動（英語教室）･･･毎週水曜日の保育終了後、希望者を対象に実施しています。 

 

体育指導 
 幼児期から児童期は脳神経系が急激に発達する大事な時期であるため、五感を最大限に

使いながら、手や足等の運動器官を動かしたり、体のバランスをとったり、様々な方向に

移動したり、物を持つときの力の入れ具合の感覚をつかんだりするといった日常生活を送

る上での基本的な動きを習得するのに適しています。幼児に楽しく運動遊びや体育を行う

ことは、「健やかな体」「豊かな心」を育むために必要なことです。毎週火曜日には、専門

講師による体育指導があり(年中・年長組)子どもの発達に応じて、運動の基礎を指導しま

す。運動会では、パラバルーン（年中組）や組体操（年長組）に取り組みます。 

＊毎週火曜日実施･･･各クラス６０分（年中・年長） 



＊体育指導専門講師：荒井和洸 

☆課外活動（体操教室）･･･毎週火曜日の保育終了後、希望者を対象に実施していま

す。 

 

言 語 
子どもたちは、自分の気持ちを言葉で表現する楽しさを味わったり、人の言葉や話など

をよく聞き、自分の経験したことや考えたことを話し、伝え合ったりする喜びを味わいま

す。また、日常生活に必要な言葉がわかるようになるとともに、絵本や物語などに親し

み、先生や友達と心を通わせます。その第一歩が日常の適切な挨拶ができるようになるこ

とです。言葉の使い方を当番活動や絵本・紙芝居の読み聞かせなどを通して養います。 

 
音楽活動  

子どもは、音楽に合わせて身体を動かすことが大好きです。「フレー！フレー！○○ ち

ゃん！」の応援や、「うんとこしょ、どっこいしょ」のかけ声など、自然にリズムをつけ

て、身体を動かしながら言葉を発しています。リズムや歌を伴った遊びに面白さを感じた

り、楽器で音を出すことを楽しんだりして、音楽的活動や表現が子どもたちの生活に根づ

いているとき、子どもたちのイメージは豊かになり、感性が発達してい 

きます。 

日常活動の中で歌・リズム遊び・ピアニカ演奏などに取り組みます。 

運動会では鼓笛、発表会では劇・歌の発表をしています。 

 

絵画  
指を使うと、脳神経が刺激され、知能の発達に効果がありま

す。また、絵を描くときに、腕や手、手首を使うため、自分の

体をコントロールする方法を習得できます。また、クレヨンや

色鉛筆、ペンなどを使うことによりたくさんの色に触れること

ができ、色彩感覚を養うことができます。さらに、自由に絵を

描くことで、自分の思っていることを絵で表現することができます。これは、言葉で十分

に意思の疎通ができない幼児にはとても重要なことです。また、絵を描くことは、形をと

らえる訓練になります。観察力が育ちますし、空間認識能力も養えます。 

 

食 育 
 子ども達のまわりには、たくさんの食べ物があり、すぐに手に入ります。 

だからといって好きな物ばかり食べていたらどうなるでしょう！食べる事は生きる事につ

ながります。健康で豊かな生活を送る為に「食」に対する興味、関心を持ち体に良い食物

を自分で選び食べられるようになってほしいと思います。そんなきっかけ作りが出来たら

と思い、米作りやさつま芋の育成を始めました。 

苗を植え、育て、収穫する体験を通し、たくさんの手間や時間がかかっていることがわか

り、感謝して食べることの意味を感じてほしいと思います。 



幼稚園で取り組むことによって、今まで抵抗感のあった食べ物も、自然に口にして「おい

しい！！」と感じられたら・・・今まで食べられなかったものが食べられるようになって

くれたらと願っています。 

○体験を通しての主な食育活動 

＊さつまいもの苗植えから芋掘りまで 

・収穫したお芋を焼き芋にしてお芋パーティーを開いたり 

おやつにしたりといろいろな食べ方で楽しみます。 

＊野菜作り 

・身近な野菜を育て、収穫した野菜を給食の食材にしてみんなで食べます。 

   いちご、トウモロコシ、空豆、なす、ピーマン、きゅうり、トマト等 

＊米作り 

・苗植えから収穫までを体験します。  

新米を使っておにぎりパーティーを開きます。 

○教材を使用しての活動 

 ＊栄養士による栄養指導 

 ＊エプロンシアター、パネルシアター、紙芝居等を使って、三大栄養素を食品分類表に

表し、バランスよく食べることの大切さをわかりやすく楽しく指導します。 

 

園 外 保 育 
自然に恵まれた環境を生かし、季節ごとの園外保育を出来るだけ多く取り入れていま

す。自然と触れ合う中で、様々な事象に興味や関心を持ち、

動植物を愛する心を育てます。感じたこ

とや考えたことを伸び伸びと表現できる

ように働きかけています。 

※貝拾い・砂遊び・海遊び・花摘み 

・落ち葉、木の実拾い・遠足・芋掘り 

情 操 教 育 
美しさに心うたれる豊かな感性と、やさしく思いやりのある心を育て、自分の意思を素

直に表現できるように教育活動をしています。 

※人形劇、生演奏コンサート、季節の行事等参加 

 

図書の貸し出し 
本を読むことは大切なことです。本に興味を持ち、読む習慣を

つけ、集中力、読解力、理解力等を養い、豊かな心を育てる意味

でも幼稚園にある本の貸し出しを行っています。 

 

交通安全指導 
信号機の見方や、道路の渡り方など幼児に関わる交通ルールを交通指導員の方がわかり

やすく指導してくださいます。 

 



昼 食（自園給食） 
自園給食は、園内に調理設備を設置して給食の専属調理スタッフが作る

方式です。食材については、新鮮で安全なものを厳選し、栄養バランスの

とれた美味しい給食を提供しています。お昼の時間が近づくにつれ、園内

に「美味しそうなにおい」が広がり、子どもたちも給食が出来上がるのを

楽しみにしています。 

・栄養士が献立を作成しています。 

・温かい食事の提供、地産地消、手作りを心がけています。 

・園で育てた野菜も調理して食べます。 

 

生活指導 

家庭から離れて初めての集団生活を送る子どもたちに、お互いを

尊重しあいながら、みんなで行動する協調性と社会性を身につけさ

せるとともに、友だちの心の痛みを感じ、思いやりのある心で接す

ることができるよう指導を心がけています。また、手洗い・うが

い、食事の仕方などの基本的な生活習慣を身に付け、身の回りのこ

とを自分でできるようにします。 

 

家庭との教育連携 

＊保育参観や、行事・登降園の際、お子さんの様子を保護者の方に伝えています。 

＊個人面談によって、お子さんの成長の様子を伝えます。 

＊園だより（みなとだより）、おたより等の配付やホームページによって連携を心がけて

います。 

＊「れんらくちょう」を使い、保護者の方と連絡を密にとるよう心がけています。 

＊メール配信によって、緊急時の情報をお伝えします。 

 

送迎バスがあります！ 
お家の近所まで運行しています。送迎バスご希望の方と希望停車場所や到着時刻等を打

ち合わせするとともに、交通事情や利用者間の調整などを行った上で、運行方法を決めさ

せて頂きます。 

 

 



子 育 て 支 援 活 動 

○預かり保育（１号認定） 

両親が働いていて保育を必要とする場合、急な用事でお迎えの時間に間に合わない場

合、近隣に遊び友達がいない場合などは、お子様をお預かり致します。また、長期休

業中もお預かりしますので、お気軽にご相談下さい。 

預かり時間･･･月曜日～金曜日 保育終了後～午後６時 

   ＊半日保育の時には、お弁当が必要となります。 

（給食を注文する場合は、一食３４０円) 

＊料 金･･･1回４００円（おやつ代１５５円） 

 

○つぼみ教室   

＊毎月２回 午前１０：００～１１：００ 

未就園児を対象に、同年齢のお友達と遊び、集団生活の場である幼稚園に慣れてい

ただく機会を設けています。 

＜料金＞ ・おやつ代 親子で２００円 

・教材費  無料 

 

○一時預かり保育   

未就園のお子さんを一時的にお預かりします。「お友達と遊びたい」等、お子さんの

要望を叶え、働く保護者の方々のサポートを行っています。（有料） 

 ＊１日単位、１週間単位、月単位 

 ＊対象：生後１歳からどなたでもご利用できます。 

 

○ふれあいサークル 

午前８時３０分～１０時まで未就園児を対象に園庭を開放しています。遊具があ

り、お友だちもたくさん居る環境で思いっきり安心して遊べる環境に、お子さんも 

きっと満足することと思います。心身ともに健康に育てる一助となればと願っていま

す。（新型コロナ感染防止対策のため、休止中） 

 

 

 

 



＜ 案 内 図 ＞ 
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〒299-1607 千葉県富津市湊４０４−１ 

電話      0439-67-2525 

ファックス   0439-67-1557 

メールアドレス minato-youchien@bf.wakwak.com 

ホームページ https://www.minato-youchien.com 
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