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ごあいさつ 

  Hello! 

本園の生活の中で、園児たちのみるみる成長する姿を見ることは、私に

とって何よりの楽しみです。 

 幼稚園とはドイツ語の『Kindergarten』に由来し、各国で展開してい

る就学前教育の場ですが、名前にある通り「子どもの遊びの園」でもあ

ります。  

                       友だちと遊びながら、多くの体験をし、学校に必要な生活 

                      習慣と社会性・協調性などを身につけます。  

                                              子どもたちと毎日遊びながら、活発で元気、自信ある国際 

                      的な人に育っていく支援ができて嬉しいです。        

 

園長  アンドリュー・デュアー 

Andrew Dewar 
 

 

喜ぶ、楽しむ、夢中になる幼稚園 

周りを緑に囲まれた別天地で、四季折々野山の変化がすばらしく、豊かな自然環境 

の中に、東海第一幼稚園はあります。園の面積は 13,000㎡、東京ドームに相当します。 

春には美しいサクラの花に囲まれ、運動場の周りはタンポポの黄色い花が咲きほこ 

ります。秋には、クリやドングリ拾いに歓声をあげ、また草むらをコオロギやバッ 

タを追いかけて夢中に駆け回ります。このような自然環境を通して、子どもたちは 

驚きや感動、発見や挑戦の世界を繰り広げています。 

３～５歳の幼児期は、自発性・主体性・自立心を育てるのに最も大切な時期であり、 

  それゆえ幼稚園選びは重要であるといえます。 

私たちは「子どもにとって楽しい幼稚園」ということをまず第一に考えています。 

そのために、東海学院大学及び東海学院大学短期大学部の附属という特性を生かし、 

大学と連携をとりながら、カリキュラムと環境づくりを常に工夫しています。 

   日々の保育や年間の諸行事においては、子どもたちが「喜ぶ・楽しむ・夢中になる」 

ことを期待しながら保育に努め、心が豊かになり、身体がたくましく育ってほしいと 

職員一同、心から願っています。 

   様々な社会問題が起きている現在、親の手だけで子どもを育てることはとても難し 

くなっています。 

大切なお子さまを自然環境に恵まれたところで、経験豊かな職員に見守られながら、

自由にのびのびとお育てになることをおすすめします。 

 

          お子さまのご入園を、心よりお待ちしています。  



 3 / 8 

 

      ひろ～い園庭で心も体も大きくなろう！ 

 

 

＜保育の特色＞ 

○1  一人ひとりを大切にする保育 

一人ひとりの良さや持ち味を大切にし、個々に応じた援助、指導をしています。 

○2  全職員でかかわる保育 

全職員が全園児を暖かい眼差しで見守っています。 

職員間での交流を持ち、援助、指導に役立てています。 

○3  少人数クラス編成の保育 

年少のひとクラスの人数は、17 名程度で一人ひとりに目が行き届きます。 

年少クラスには、補助教諭を置き、きめ細かい対応をしています。 

○4  ３つの育ちを大切にする保育 

広大な敷地、施設を生かした知育・体育・情操の綿密な教育プログラムの実践をして

います。 

 

○5  附属幼稚園の特色を生かした保育 

東海学院大学及び東海学院大学短期大学部の附属幼稚園です。大学との連携を図って

います。 

＜手作り給食＞ ＊アレルギー対応もします。栄養士にご相談ください。 

  栄養士が献立を立てて、本園で調理し、温かい食事を提供しています。 

 

・よく聞き、よく見、よく考える子 

・思いやりのある子 

・丈夫でひとり立ちできる子 

教 育 目 標 

 

音楽や造形、身体や言語などを使った遊びを通し

て生き生きとした生活意欲を養います。 

意 欲 

 

広い園庭で伸び伸び、豊かな自然や動

植物に親しみ、愛情と充実感を味あわ

せ、豊かな情操を養います。 

心 情 
 

各教室での多様な体験を通して豊か

な感性を育てると共に望ましい習慣

や態度を育てます。 

態 度 
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 たのしいようちえん＜幼稚園の一日＞ 

 

               8:30  登園    園長先生と英語であいさつ 自由遊び 

              10:15  朝の体操  体操や園庭かけっこ 

              10:30  主活動   クラスで仲良く楽しい活動 

              11:30  給食    みんなと一緒に食べる手作り給食 

              12:30  自由遊び  お友達を誘って遊びましょう 

              13:15  主活動   クラスや縦割りでの遊び 

              14:30  降園開始  「また明日！」バスで帰ります 

       朝 8:00～8:30と 14:30～18:30は預かり保育 

 

 

園舎の案内 

東京ドームとほぼ同じ大きさの広い園庭と四季折々の花が咲くお庭・畑やいろんな遊具が

あります。たくさんのお部屋とみんなで遊べる大きな遊戯室があります。友だちと一緒に遊

びを見つけ、楽しみ、夢中になれます。 

 

２階 

教務室 浴室 図書館 年中組 トイレ 年中組 階段 プレイルーム 年長組 トイレ 年長組 

   

 

階段   

     

 

  

倉庫 うさぎ組 

１階 

ｱｲｱｲ

教室 
事務室 

玄関 給食室 トイレ 預かり 階段 年少組 年少組 トイレ 年少組 

   

  階段 

ロビー 

  （園庭） 

・総合遊具 

・アスレチック 

・滑り台 

・砂場 

・太鼓橋 

・鉄棒 

・ブランコ 

・畑 

（ちびっこ広場） 

・くりやドングリの木 

・でこぼこやま 

・ジャングルジム 

 園長室 

プール  トイレ 

 トイレ 

遊 戯 室 

（運動場） 

・運動会も出来る広さです 

（サッカー場） 

・運動場とは別にあります 



 5 / 8 

 

各分野の専門教員といっしょに楽しみながら学びましょう。 

東海学院大学と東海学院大学短期大学部の附属幼稚園であることを最大限に生かし、幼児

教育の専門家との連携により以下の様なカリキュラムを充実させています。 

 

＜体育あそび＞                                               

幼児体育の専門家による幼児期の成長に

合わせた楽しい運動をして遊びます。子ど

もたちは、ごく自然に体育が好きになり、

巧みな動きを身につけます。 

 

 

＜英会話＞                                                  

外国人の先生と日本人の先生がペアーに

なり、英語による日常の会話や歌・ゲーム

を楽しみます。外国人である園長先生とは、

朝のあいさつや日常の遊びの中で英会話

を楽しみます。 

 

 

＜音楽あそび＞ 

鍵盤ハーモニカ、鼓笛、チアダンス、器楽             

作曲家の先生と読譜やリトミック、ソルフ

ェージュ、合唱など楽しみながら音楽の基

礎を学びます。鼓笛の指導は、長い伝統を

もち年長児全員が信長まつりに出演して

います。チアダンスは、柔軟体操を中心と

した基礎体力つくりから始め、元気な声と

明るい笑顔を大切に、楽しく踊ります。 

 

 

 

＜パソコン＞                                                 

専門の先生とパソコンで遊びながら、基本

を学びます。マウスやペンを使って好きな

絵を描いて作品つくりにも挑戦します。 

 

 

＜絵画＞                                                   

プロの画家の先生と豊かな情操を育むお

絵かき遊びなどを楽しみます。 

 

 

＜スイミング＞                     

 ドルフィンスイミングの温水プールにて、

水に慣れるところから専門スタッフの 

 指導を受けます。 

 

 

＜食育＞                     

 岐阜県の食農教育のモデル園として、園内

の畑で野菜作りをし、調理実習や試食体験

をします。 

 

 

＜仲良しクラス＞                                               

 縦割り保育です。異なる年齢の友だちと一

緒に、年長児が下のお友だちのお世話をし

たり遊びの約束などを教えたりして、なか

よく遊びます。 

 

 

＜図書室・本の貸し出し＞                                         

 図書室には 2,5 00冊以上の本があります。

クラスごとで図書室に出かけ、本を見たり

担任の先生に読んでもらいます。年長児に

は、家庭への貸出しも毎週行います。また、

月に一度大学の先生の読み聞かせの時間

も設けており、子どもたちはとても楽しみ

にしています。 
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子育て支援の事業 

 

＜在園児の預かり保育＞                                           

1. 延長預かり保育 

（月曜～金曜日の平日朝夕 

8：00～8：30、14：30～18：30 無料） 

○1 朝 8 時から保護者各自の送りによる登

園を受け入れます。 

○2 保護者各自の迎えにより、18時 30分ま

で預かり保育を行います。 

 

 

2．夏期特別保育 

○1 夏休みの 7/22～8/31の間で、12日程度

(平成 25年)です。通常保育と同じ時 

 間帯ですので、スクールバス送迎、給食、

プール遊びなどがあります。 

○2 保育料の中に含まれています。 

○3 「1．延長預かり保育」も同時に行いま 

  す。 

 

 

3. 特別預かり保育 (8：00～18：00) 

(夏休み、冬休み、春休み対象。 

年末、年始、お盆、年度末、年度初めはお休み） 

○1 朝 8 時から 18 時まで、保護者各自の送

迎により預かり保育を行います。 

○2 有料です。両親ともお仕事をしてみえる

方に限ります。 

③夏期特別保育以外の平日を予定してい

ます。 

④お弁当は、各自家庭でご用意していただ

きます。 

 

 

 

 

＜未就園児の方への子育て支援＞                                     

1．アイアイ遊びの会（親子遊び） 

参加費：無料 

対象：来年入園年齢のお子さん 

小さいお友だちとお母さんの遊びの会

を毎月 2回開催しています。 

１回は体育専門講師による親子体操あ

そび、もう１回は造形あそび・戸外遊

び・エプロンシアター等で楽しみましょ

う。 

 

2．園庭開放 

参加費：無料 

対象：1歳以上のお子さん 

未就園のみなさんに幼稚園を開放して

います。お気軽にお出でください。専任

の先生と絵本や紙芝居をみたり、好きな

ところで遊びましょう。 

○1 毎週火曜日 10時 30分～12時 

 

 

 

 

 

＜子育て相談＞                                               

岐阜県私立幼稚園連合会より認定を受

けた子育て相談員が在籍しています。相

談のある方は、お申し出ください。無料

です。 

 

＜満３歳児クラス うさぎ組＞                                        

満３歳の誕生日の翌月より幼稚園に入

園できます。基本的な生活習慣を確立し

ながら、まわりの人とのかかわりの中で

遊びを楽しんでいきます。 
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平成 28 年度入園について 

1.募集人員 3年保育（年少組）：70名 

2年保育（年中組）：若干名 

1年保育（年長組）：若干名 

2.入園資格 （年少組）平成 24年 4月 2日～平成 25年 4月 1日生まれのお子様（年

中・年長組）平成 22年 4月 2日～平成 24年 4月 1日生まれのお子様 

＊満 3歳からの未満児保育もあります。 

3.申込手続き 7月 1日（水）より受付開始  

＊願書に所定事項を記入の上、検定料 5,000円を添えて提出してくださ 

い。 

4.園納付金 入園費 15,000円 

設備費  15,000円 

＊11月 1日（土）の新入園児のつどいで納入方法について説明します。 

5.毎月の保育料 保育料   31,000円 

教育充実費   2,148円 

教材費      2,052円 

計      35,200円 

＊11月 2 日（月）の新入園児のつどいにて説明します。 

＊上記は平成 27 年度の経費です。 

＊毎月の経費には、給食費、スクールバス運行費、英会話（外国 

 人講師）・絵画・音楽遊び・体育教室などの指導料、冷暖房費 

 などすべての費用が含まれます。給食は園内にある厨房で調理します 

ので安心・安全です。 

6.特典 ＊本園の卒園児のお子様、卒園児・在園児の弟妹、東海学院大学・同短 

期大学部の卒業生のお子様は設備費を免除します。 

＊兄弟姉妹が 2名以上在籍している場合は 弟妹の保育料を 5,000円免 

除します。 

7.満 3 歳児入園に

ついて 

満 3歳より幼稚園に入園できます。 

＊基本的な生活習慣を確立しながら、まわりの人とのかかわりの中で遊 

びを楽しんでいきます。 

8.公費補助金につ

いて 

私立幼稚園に通う保護者に対し、保育料負担の軽減を目的に補助金が交

付されます。 

就園奨励費補助金：62,000円～308,000円（平成 26 年度補助金額） 

※市町村によって補助金額は変動があります。 

幼稚園見学・体験、入園説明について 

＊随時受け付けておりますので、ご連絡ください。 
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東海学院大学附属 
東海学院大学短期大学部附属 

東海第一幼稚園 

園長  Andrew Dewar 

 

〒501-3134  岐阜市芥見 6-270 

TEL  058-243-2711 

                FAX 058-242-2229 

            http://www.tokai-daiichi.ed.jp 


