
施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

公 保育所 加茂 子どもの健やか

な心身の発達を

図り、望ましい

未来を作り出す

力の基礎を培

う。

・安全で安心できる生活の場を整え、子ども

が自己を十分に発揮できるようにします。

・養護と教育を一体的に行い、子どもの発達

を援助します。

・保護者の気持ちを受け止め、共に子育てを

します。

・家庭と連携を図りながら、子育ての悩みや

相談に応じ助言するなど、地域における子育

て支援の拠点として、社会的役割を果たしま

す。

○「いっしょに遊ぼう」

　　家庭的であたたかい地域の保育園をめざ

して

・よく食べ、元気に友だちと遊べる子ども

・思いやりのある、心豊かな子ども

・自分で考え、行動する子ども

・一時預かり指定園

・旭山のふもと、里島発電所のカタ

クリ群生地の傍にあり、自然に恵ま

れた環境である。

・加茂神社・妻科神社・諏訪神社・

うるおい館等身近に豊富な散歩コー

ス有り。

・西長野ディサービスや地域和合会

との世代間交流をしている。

「食育の日」を毎月、「食育月間」を

毎年6月に設けている。

公 保育所 後町 〃 〃 ・元気に仲良く遊べる子

・意欲的に食べる子

・思いやりのある子

・老健施設野沢苑との交流、散歩等

園外保育を積極的に実施

・権堂の七夕まつりに子ども達の作

品を展示している。

「食育の日」を毎月、「食育月間」を

毎年6月に設けている。

公 保育所 山王 〃 〃 ・ 友だちと元気に遊ぶ子ども

・ 話をよく聞き考える子ども

・ 楽しく食べる子ども

・一時預かり指定園

・子育て支援センター併設

「食育の日」を毎月、「食育月間」を

毎年6月に設けている。

ＪＡフラワーフェスティバル参加

山王小学校との交流

公 保育所 中御所 〃 〃 ○子どもの気持ちや育ち遊びを大切にした保

育

・元気に友達と遊べる子ども

・話したり、聞いたりできる子ども

・思いやりのある子ども

・楽しく食事ができる子ども

・ホクト文化会館、県立図書館など

の文化施設が近隣にある。

・若里公園など広く遊べる環境があ

る。

・大勢の子ども達が元気に遊ぶ

「食育の日」を毎月、「食育月間」を

毎年6月に設けている。

公 保育所 柳町 〃 〃 ○子どもも大人も楽しい保育園

・よく食べ、よく遊び健康な子ども

・子どもの成長を喜べる大人

・休日・一時預かり指定園

・子育て支援センター併設

「食育の日」を毎月、「食育月間」を

毎年6月に設けている。

・中学生の職場体験、保育士実習生の

受入をしている。
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施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

公 保育所 皐月 〃 〃 ・楽しく食事ができる子ども

・思いやりのある子ども

・よく見、よく聞き、考えて行動する子ども

・市立長野高校との交流 「食育の日」を毎月、「食育月間」を

毎年6月に設けている。

公 保育所 若槻 〃 〃 ○みんな仲良し楽しい保育園

・よく食べ、よく遊べる健康な子ども

・よく見、よく聞き、考えて行動する子ども

・やさしく、思いやりのある子ども

・戸外遊びや園外保育を取り入れ、

丈夫な体づくりをめざす。

・異年齢の友だちと一緒に、いろい

ろな遊びを楽しむ。

・月１回「食育の日」、毎年6月「食育

月間」を設け、子どもや保護者に関心

を持ってもらえる企画をしている。

・野菜の栽培を通して、栽培物の成長

を見たり、収穫の喜びが感じられるよ

うな食育の活動を進めている。

・中学生の職場体験・保育士実習生の

受け入れをしている。

公 保育所 長沼 〃 〃 ○思いきり遊び、元気にあいさつ、おなかを

すかせておいしく食べる

・園舎は一面のりんご畑に囲まれ、

自然豊かなところです。

・神社や公園への散歩など、園外活

動が盛んです。

「食育の日」を毎月、「食育月間」を

毎年6月に設けている。

公 保育所 安茂里 〃 〃 ○心身ともに健康で生き生きした子ども

・友だちと身体を動かして遊べる子ども

・思いやりのある豊かな心を持った子ども

・人の話をよく聞いたり、挨拶をしたり、

思った事が言える子ども

・自分で考えて意欲的に行動できる子ども

・楽しく食べる子ども

・住宅街にあり、大きな桜の樹に囲

まれた落ち着いた雰囲気の保育園

・大勢の子ども達が元気に遊ぶ

「食育の日」を毎月、「食育月間」を

毎年6月に設けている。

公 保育所 子供の園 〃 〃 ○元気で心豊かな子ども

・何でも食べるげんきな子ども

・やさしい子ども

・楽しく遊ぶ子ども

・大きな桜の木に囲まれた園庭で、

四季折々の自然の中で原体験をもと

に慈しみや生命の大切さを知り、保

育者や友達と思う存分遊びながら丈

夫な体と豊かな心を育んでいます。

「食育の日」を毎月、「食育月間」を

毎年6月に設けている。

公 保育所 中央 〃 〃 ・心身ともに健康で元気に遊べる子ども

・意欲的に行動する子ども

・優しい心・思いやりのある子ども

・楽しく食事ができる子ども

・一時預かり指定園なので、日々異

なる未就園児が登園してくる。その

子ども達との交流を深め、思いやり

の気持ちを育む機会としている。

・野菜の栽培・月１回「食育の日」、

毎年6月「食育月間」を設けている。

・南部図書館「 読み語り講座」受講者

との交流（年１回）

公 保育所 塩崎 〃 〃 ○生き生きと生活する子ども

・よく食べ、 健康な子ども

・思いやりのある子ども

・自分で考えて行動する子ども

・太陽光発電設備が設置され、次世

代を担う子ども達の環境学習にも取

り組んでいます。

・年長児が竹馬に乗り、運動会に披

露することが伝統となっています。

・月1回の食育の日

・毎年6月食育月間

・野菜栽培

・塩崎小学校との交流

・年1回、地区の一人暮らし高齢者・夫

婦二人暮らし高齢者とのふれ合い



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

公 保育所 共和 〃 〃 ・あいさつができる子ども

・感動する心、思いやりのある子ども

・よく噛み、よく食べ､元気に遊ぶ子ども

・人の話しを聞き、考え（思い）を言える子

ども

・一時預かり指定園

・りんご畑に囲まれ自然豊かな環境

の中で五感を刺激する遊びを重視。

・地域の老人施設と世代間交流実

施。

・「食育の日」を毎月、「食育月間」

を毎年6月に設けている

・地域ボランティアによる読み聞かせ

・保育実習・中学生の職場体験の受け

入れ

・共和小学校との交流

・地域の老人施設と世代間交流

公 保育所 西部 〃 〃 ・よく食べよく遊ぶ健康な子ども

・思いやりのある心豊かな子ども

・考えて行動する子ども

・水田地帯に囲まれ自然豊かな環境

に恵まれ、のびのび体を動かして遊

んでいる。

・太陽光発電を取り入れた新築木造

園舎が２２年度完成した。

・園舎から中央線の電車の往来を見

ることができ、子ども達に人気であ

る。

・「食育の日」を毎月、「食育月間」

を毎年6月に設けている。

・地域ボランティアによる読み聞かせ

・中学生の職場体験・看護学生・保育

実習生の受け入れ

公 保育所 東部 〃 〃 ・よく食べ、元気に遊べる子ども

・思いやりのある情緒豊かな子ども

・よく見、よく聞き、考えて行動する子ども

・自分の思いを表現できる子ども

・周囲の自然環境や広い園庭でのび

のびと遊び、生活している

・子育て支援センターを併設してい

る

・「食育の日」を毎月、「食育月間」

を毎年6月に設け、子どもや保護者に関

心を持ってもらっている。

・園内の畑や地域の方の畑を借用し、

野菜の栽培を通して、食育の推進をし

ている。

・地域の方や近隣の福祉施設と交流

し、世代間交流を継続して行ってい

る。

公 保育所 象山 〃 〃 ・あいさつができる子ども

・人の話をよく聞き、自分で考えて行動する

子ども

・体を動かし何でも食べる元気な子ども

・思いやりや優しい気持ちが持てる子ども

・城下町の文化伝統が受け継がれて

おり、また、自然環境が豊かであ

る。

○「食育の日」を毎月、「食育月間」

を毎年6月に設けている。

○ボランティア活動が盛んに行われて

いる。

　・地域のお年寄りの会（ＧＢ会）

　・おはなしボランティア（ひまわり

の会

公 保育所 豊栄 〃 〃 と…友達とかかわり　共に育つ子ども

よ…よく考え　自然を取り入れて遊ぶ子ども

さ…最後までがんばろうとする子ども

か…体をたくさん動かし楽しく食べる子ども

・３、４歳児混合クラス、５歳児ク

ラス、０歳児～２歳児混合クラス

で、共に育ちあう保育園

・「食育の日」を毎月、「食育月間」

を毎年6月に設けている。

・毎月、食育だよりの発行

・世代間交流（夏祭り、さつま芋苗植

え　芋掘り）

・フッ化物洗口（年長児）

・地域ボランティアによる絵本の読み

聞かせや伝統行事の伝承

公 保育所 東条 〃 〃 ・自然の中で元気に友達と遊べる子ども

・思いやりのある子ども

・食の大切さをわかる子ども

・自然の中でのびのび保育

・地域のお年寄りとの交流

・子育て支援センターの併設

・「食育の日」を毎月、「食育月間」

を毎年6月に設けている。

・地域ボランティアによる絵本の読み

聞かせや伝統行事の伝承

・隣接している障碍者施設との交流



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

公 保育所 寺尾 〃 〃 ○元気に遊ぶ子ども

・健康で生き生きした子ども

・命を大切にし、思いやりのある子ども

・自分で見て、聞いて、考えて行動する子ど

も

・３、４、５歳児混合１クラスと、

１、２歳児混合１クラスの、小規模

で和気藹々とした保育

・「食育の日」を毎月、「食育月間」

を毎年6月に設けている。

・世代間交流

・フッ化物洗口（年長児）

・「にじいろキッズらいふ」との交流

保育

公 保育所 綿内 〃 〃 ○丈夫な身体

・友達と元気いっぱい遊ぶ

・喜んで食事をする

○豊かな心

・いろいろな友達と関わり、自分の思いを伝

え友達の思いを知る。

・身近な自然に触れ、感動する心を持ち命の

大切さを知る。

○生きる力

・遊びを通してよく見よく聞き考えて意欲的

に行動する。

・異年齢保育を実施。クラスとチー

ムに分かれた活動を通して、一人ひ

とりの成長の違いを認め合い、コ

ミュニケーション能力を育てる。

・「食育の日」を毎月、「食育月間」

を毎年6月に設けている。

・地域の方のご協力をいただき、特産

品であるレンコンを育てている。

公 保育所 保科 〃 〃 ・元気に遊べる子ども

・優しい気持ちの持てる子ども

・自分で感じ、考えて行動する子ども

・おいしく食べる子ども

・自然環境を十分に活かした、あっ

たか保育、のびのび保育

（小川のせせらぎ、小鳥の声、澄ん

だ空気、明るい子どもの声）

・世代間交流を行っている。

・「食育の日」を毎月、「食育月間」

を毎年6月に設けている。

・畑作りを通して、地域の方との交流

を

行っている。

　（お米作り、さつま芋の苗植え等）

公 保育所 昭和 〃 〃 ・心身ともに健康で、元気に遊び、給食をお

いしく食べる子ども

・よく聞き、よく考え、自分の思いを言葉で

伝える子ども

・友達と力を合わせ、何にでも挑戦する子ど

も

・「おなかのすく活動」を心がけ、

戸外遊びや、散歩を多く取り入れ、

元気に遊んでいる。

・「食育の日」を毎月、「食育月間」

を毎年6月に設けている。

・老（さつき会）保ふれ合いを年6回計

画している。

公 保育所 川中島 〃 〃 ・よく遊び、よく食べる子ども

・喜んで話したり、聞いたりする子ども

・思いやりのある子ども

・挨拶のできる子ども

・園周辺は田畑が多く、自然環境に

恵まれている。

・近くに小学校や児童センター・中

学校・老人施設があり、交流があ

る。

・園庭や園舎南側の公園で好きな遊

びや運動遊びなど楽しみ、丈夫な身

体づくりをしている。

・「食育の日」を毎月、「食育月間」

を毎年6月に設けている。

・野菜の栽培をし、収穫物を給食で味

わっ たり焼き芋会をする。

・毎月19日は「食育の日」

・毎年6月は「食育月間」

・保護者と取り組む食育（食育月間）

・川中島フェスティバルへの参加



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

公 保育所 青木島 〃 〃 ・友達と元気に遊ぶ子ども

・「ありがとう」など、あいさつができる子

ども

・給食をみんなで楽しく食べる子ども

・戸外遊びや園外保育を取り入れ、

丈夫な体づくりをめざす。

・地域の方々に元気に挨拶する。

・異年齢の友達と一緒に、いろいろ

な遊びを楽しむ。

・「食育の日」を毎月、「食育月間」

を毎年6月に設けている。

・遊びの内容（運動量）を工夫して、

空腹感と食欲増進を図る。

・近隣の休耕田を借りて、季節の野菜

を栽培、収穫する体験をしている。

公 保育所 真島 〃 〃 ・気持ちよいあいさつをしよう

・ みんなで楽しい経験をたくさんしよう

・ いっぱい遊んでおなかをすかして食べよ

う

・地域との交流（小学校、老人施

設、地域ボランティア等）に積極

的。

・異年齢クラスで共に育ちあう保育

を実施。

・「食育の日」を毎月、「食育月間」

を毎年6月に設けている。

・世代間交流を実施（地域のお年寄

り、老人介護施設）

・真島保健センター親子ひろばの会と

の交流

・フッ化物洗口実施（年長児）

公 保育所 七二会 〃 〃 楽しい保育園

＜心も体も元気な子ども＞

・あいさつができる子ども

・根気強くやる気のある子ども

・みんなを大切にできる子ども

・食べたい物好きな物が増える子ども

・みんな一緒に大きくなろう

・自然豊かな山間地にあり、恵まれ

た自然環境の中で、一人一人を大切

にし異年齢の関わりを活かした保育

を行っている。

・子育て支援センターを併設し園児

と未就園児が、触れ合って遊んでい

る。

・ふれあい交流ひろば利用者や地域

のお年寄りと交流を定期的に行って

いる。

・「食育の日」を毎月、「食育月間」

を毎年6月に設けている。

・七二会地区市民運動会や七二会地区

文化芸能祭に園児が参加している。

公 保育所 信更 〃 〃 ・自分のことを頑張ってやろうとする子ども

・思いやりのある豊かな心を持てる子ども

・友達と元気に遊び、給食をよく噛み楽しく

食べる子ども

・ 園庭前の山を使って四季折々の

遊び

・ 自然豊かな散歩コース

・地域の宅老所との交流

・小・中学校との交流

〈食育〉

・野菜の栽培

・食育月間で保護者も一緒に取り組む

(6月)

・食育の日(毎月)

〈地域〉

・夏祭り参加

公 保育所 豊野さつき 〃 〃 ○みんな　なかよく、いっしょにおおきくな

ろう

・自然に触れて遊び、丈夫な身体をつくる子

ども

・思いやりのある子ども

・よく聞き、自分の思いを伝えられる子ども

・楽しく食事のできる子ども

・恵まれた自然環境や四季の美しさ

を保育に取り入れている。

・園庭にシンボルツリーの桜と樅の

木があり、園歌にも歌われている。

・日常的に異年齢の交流があり家庭

的で温かい保育園

・世代間交流で地域の方とふれあ

い、優しさや思いやりの気持ち、豊

かな感性を育む。

・「食育の日」を毎月、「食育月間」

を毎年6月に設けている。

・世代間交流で地域のお年寄りに野菜

作りを教えてもらいながら、食育活動

を行なっている。

・地域のお祭りや文化祭に協力してい

る。



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

公 保育所 豊野みなみ 〃 〃 ・楽しくのびのびと遊べる子

・よく聞きよく考えて、意欲的に遊べる子

・元気に体を動かし、何でもおいしく食べる

子

・子育て支援センターを併設し、在

園児と地域の未就園児が触れ合って

遊んでいます。

・世代間交流で地域の方と年６回ふ

れあいを通し生活の知恵、あたたか

い心や思いやりの心を学んでいま

す。

・「食育の日」を毎月、「食育月間」

を毎年6月に設けている。

・世代間交流の方と一緒に、食育をか

ね裏の畑でさつまいもの苗植え、収穫

をし焼きいも会を開催しています。保

護者・支援センター使用者に対し食育

だよりの発行や試食会などを通し食育

の啓蒙をしている。

公 保育所 豊野ひがし 〃 〃 ・よく食べ、生き生きと生活する子ども

・思いやりのある子ども

・自分の思いを伝え、意欲的に遊ぶ子ども

・恵まれた自然環境や広い園庭での

びのびと遊び、生活している。

・世代間交流を通して地域のお年寄

りと触れ合い、伝承遊びやお年寄り

の知恵を教えてもらう中で優しさや

思いやりの気持ち、豊かな感性を育

む。

・「食育の日」を毎月、「食育月間」

を毎年6月に設けている。

・食育を兼ねて世代間交流で野菜作り

を地域のお年寄りと一緒に行ない収穫

をし、焼き芋会を開催している。

・地域のお祭りや運動会に協力してい

る。

公 保育所 とがくし 〃 〃 ・自然の中で元気に遊ぶ子ども

・たのしく食べる子ども

・あいさつをする子ども

・自分の思いを伝えられる子ども

・思いやりのある子ども

・山間地の良さを活かした体づくり

と自然を大切にする保育を取り入れ

ている。

・平成23年に長野県産のカラマツ

材を使用した新園舎が完成した。

・「食育の日」を毎月、「食育月間」

を毎年6月に設けている。

公 保育所 鬼無里 〃 〃 ・意欲を持って活動する子ども

・言葉のやり取りを楽しめる子ども

・食事を楽しめる子ども

・自然豊かな山間地にあり、恵まれ

た自然環境の中で一人ひとりと集団

を大切に保育している。

・老人福祉施設と合築でお年寄りと

の交流を頻繁に行なっている。

・「食育の日」を毎月、「食育月間」

を毎年6月に設けている。

公 保育所 大岡 〃 〃 ・おいしく食べてじょうぶな子ども

・あいさつができる子ども

・友達といっしょに楽しく遊ぶ子ども

（お互いを認め、支えあう子ども）

・今年度は園児数が少ないため、他

園や地域との交流を定期的に行って

います。

・「食育の日」を毎月、信州新町保育

園との交流保育の中で行っています。

公 保育所 信州新町 〃 〃 ・思いやりのある子ども

・おいしく食べて、のびのびと元気に遊べる

子ども

・話をよく聞き、自分で考えて行動できる子

ども

・園舎の隣にあるろんでん沢で、自

然に触れて遊ぶことができます。

・園開放では、広いお部屋があり、

親子でゆっくり遊べます。

・「食育の日」を毎月、「食育月間」

を毎年6月に設けている。

・保育実習、中学生・高校生の職場体

験の受け入れをしている。



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

私 保育所 茂菅 子どもたちの心

身ともに健やか

な成長を願い、

それぞれの家庭

とともに喜びを

共感する。

・自然に親しみ情緒豊かな子どもを育てま

す。

・異年齢保育の良さを活かし、家庭的な雰囲

気の中で思いやりのある豊かな心を持った子

どもを育てます。

・よく寝てよく食べてよく遊び生き生きと活

動する子

・あいさつがしっかりできる子

・よく考え創造豊かな子

・意欲的で忍耐強い子

・善悪を正しく判断し勇気をもって行動でき

る子

・感謝し友達に優しく親切にできる子

年間を通して園庭を開放し、自然豊

かな中で未就園児と在園児との交流

を行っています。

・少子高齢化の波が押し寄せる中、地

域とともに子育て支援、地域老人の人

たちとの交流に力を入れています。

・五感を使って野菜を作り、育てる喜

びや収穫体験を通して「食の大切さ」

への理解を深めます。

私 保育所 川上 ＜愛の共感＞＜

個人の尊重＞＜

ヒューマニズム

精神＞３っの柱

を基本精神に据

えて、子どもの

発達の援助を行

い、養護と教育

の場の中で子ど

も主体とした活

動を通して展開

し、実施する。

当施設は児童憲章の三原則に基づき、児童福

祉法により認可を受けた保育所として、保護

者の就労または病気などの事由により、家庭

で保育にかけた乳幼児を預かり、明るい、よ

い環境の下で家庭と協力して、心身とも健や

かに、豊かな人間性を持った子どもを育てる

ことに努めます。

・生活習慣の自立と、豊かな人格形成の基礎

作りを目標に、明るく、健やかに、たくまし

く。異年齢の子供同士が集団生活の中で協力

し合うことで社会性を学ぶ。

・0.1歳児クラス、1.2歳児クラ

ス、3　.4.5歳児クラスの縦割り保

育

・姉妹施設との行事参加や交流の実施

・月１回の食育活動

・子ども消防隊として、地域への火の

用心の呼びかけ

私 保育所 善光寺 子ども一人ひと

りの最善の利益

を考えた保育、

家庭、地域の子

育て支援に努め

る。

仏さまのみ教えである「命の尊さに目覚めさ

せる」ことを保育の基礎として、人間形成の

確立を図ります。また「明るく・正しく・仲

良く」の実践により、一人ひとりの個性を尊

重し、豊かな人間性をもった子どもを育成し

ます。

・元気に遊べる子ども

・創造し工夫して遊べる子ども（集中力を養

う）

・豊かな心で素直に表現できる子ども

・友達と遊べる子ども（思いやりのある子ど

も）

・善光寺境内や城山公園など、市街

地でも緑豊かで広く安全な環境はす

べて 子どもたちの遊び場。

・善光寺駐車場を利用し、車での保

護者の送迎は安全で便利。

・毎月行う「おじぞうさまとお約

束」で良い姿勢と感謝の心を体得。

・自園給食により、栄養バランス、

除去などきめ細かなメニュー。

・専門講師陣による、体操指導や

絵画教室などの開催

・野菜作りや視聴教材を通した活動の

中で、命の大切さに気付き、食への感

謝の気持ちを育てる。

・近隣の老人保健施設や小学校との交

流、　地域の季節行事への参加等を通

して　人との関わりを広げ、思いやり

の気持ちを育てる。

私 保育所 聖フランシ

スコ

私があなたたち

を愛したように

互いに愛し合い

なさい(ヨハネ

15-12)

―神と人に愛され神と人を愛するこども―

＜太陽のように強くあたたかな心を＞

・ 素直な心で祈りのできるこども

・ 善悪の区別のできるこども

・ 友達をいたわる親切なこども

・ 創造性と自発性に富んだこども

・ 自然を大切にするこども

子ども同志の交わりを大切にして縦

割り保育を主体にしています。

・毎月１９日は食育の日。野菜を育て

たり、食材に触れ食べ味わう中で食の

大切さを育んでいます。

・地域の方々とのふれあい

３か所のデイケアセンターの方々とう

たを歌ったり運動会にお呼びしたり年

間を通して交流しています。また権堂

の七夕飾りにも毎年参加しています。



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

私 保育所 博愛 ・子どもの心身

共に健やかな発

達を願い自ら伸

びようとする力

と心を育てる

・等しく子どもの発達を助長する為の人的・

物的環境を整え、安心で安全な生活を保証し

ます。

・毎日の積み重ねの中で基本的生活習慣の自

立を促します。

・子どもの生活は遊びが全て。遊びの中で社

会性・自主性を育み、自分で考え行動する判

断力を培います。

・子どもを中心に家庭と園との三位一体の保

育を目指します。

・健康で明るく元気な子ども

・創造力豊かな子ども

・人と人との和を大切にし、その場

に応じたあいさつのできる子を育て

ます。

・芝生の園庭と自然の中で五感を使

い、豊かな心と体力づくりに力を注

いでいます。

・音楽や絵本の読み聞かせを通して

情操教育にも力を入れています。

・茶道を取り入れ、日本の伝統文化

を伝えています。

・子育て支援センター併設。地域に

おける子育て拠点として子育ての応

援をします。

・旬の食材を使い、郷土食、伝統食も

取り入れた手作り給食です。

・老人施設訪問や地域のお年寄りとの

交流。

私 保育所 若葉 子どもの気持ち

に寄り添い、愛

情に満ちた雰囲

気の中で、情緒

を安定させ心の

通い合う保育を

行う

どんな 環境にも打ち勝てる、しなやかで強

い心と丈夫な身体をつくる

・ 基本的生活習慣と規則正しい生活リズム

を身につけた子ども

・ 思い切り身体を動かして遊べる子ども

・ 情緒の安定した子ども

・ 明るくのびのびしている子ども

・ 善悪をしっかり判断して行動できる子ど

も

・ 何事にも意欲をもって取り組める子ども

・思いやりのある子ども

・夜間保育園・異年齢保育 ・園内の畑で野菜を栽培し、食育の推

進を図る。

・近隣の福祉施設と交流し、人との関

わりを通し思いやりの心を育てる

私 保育所 秋葉 異年齢保育や地域とのつながりを大切にしな

がら、子どもたちが楽しんで園生活が送れ、

保護者が安心して預けられる保育を行う

・ 健康で明るい元気な子

・ 人とのかかわりの中で自分で考え感じる

心をもてる子

・ だれとでも遊べる思いやりを持った子

・異年齢保育

・食育

・園内の畑で各種野菜を育て、食に対

する意識を高める

・老人福祉施設を訪問、お年寄りとの

交流を通し優しい気持ちを育む

私 保育所 つましな 仏教の教えを基

本理念とする。

全ての「いの

ち」を「仏さま

のいのち」と受

け取めて「有難

う」という感謝

の心を養い、心

身共にはぐく

み、こどもたち

を育てていく。

健康にして豊かな人間性の基礎づくり

四つのちかい

（仏様の教えに基づいた保育の実践）

・今日も元気に過ごします

（元気でのびのびとしたこころ・からだ）

・お友達と仲良く致します

（他者を思いやるこころ）

・生き物を可愛がります

（動植物をいつくしむこころ）

・お道具を大切に致します

（ものを大事に扱うことの出来るこころ）

・児童福祉法における「保育に欠ける乳幼

児」の保育を通し、こどもが健やかに成長す

る為の支援を行う。

また、家庭・保護者・地域との連携を密にと

り、必要な子育ての支援を行う。

・生活のリズムを整え、からだの健康、豊か

で温かなこころの成長、心身共に健全なこど

も

・自分にも、他人にも有難うの言えるこころ

を持ったこども

・様々なものへ好奇心を持つことのできる意

欲ある、たくましいこころとからだを持った

こども

・他者との関わり合い、様々な事象への興

味、関心、経験を積み重ねていき、互いの思

いやりを持った子どもを育てていきます

・生活のリズムを整える保育

・体力づくり（体操・運動・スケー

トの各指導等）

・畑での農業体験、自然とのふれあ

い、自園での完全給食を活かした食

育を通した保育

・伝統的な様々な文化を通した保育

・音楽活動、図画等創造性を育む保

育

・異年齢保育等を通した他者との関

わり合いを大切にする保育

・畑での野菜の栽培、食に係る様々な

季節の行事、給食便り等を通した食育

活動。

・行事においての地域の様々な方々と

の交流また、ボランティア等での中学

生との交流。



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

私 保育所 芹田東部 ・仏様を拝みな

がら心豊かな子

に育つ

・認め合いの保育 ・日々確実に成長していく子供たちの未来の

可能性を信じ、その成長段階の一つずつを認

め、更に保育者として　又親として子等から

も互いに認められ合う喜びの保育を具現す

る。

・共感ある保育を推めながら精一杯の出会い

を実現していく。

・一人の人間が育つためには本人そしてまわ

りの人達の大きな努力と時間を要することを

知る。

・自然を含め自分のまわりにかかわってくれ

る多くのいのちに気付く。

・うつくしさ・やさしさ・あたたかさ・あり

がたさ・待つこころ・励むこころ・よろこび

等の思いやりある心情を大切に育てる。

・真宗保育連盟主催の「まことの保

育」を推進。

・近隣のご協力をいただき、田んぼに

て『もち米』を植え（田植え）、収穫

し（稲刈り）、脱穀した後、年末に杵

と臼をもちいた「お餅つき大会」を実

施。【食育の一環】

・徒歩１０分ほどにあるデイサービス

センターに定期的に訪問・交流【世代

間交流】

私 保育所 栗田 １.「ハイ！」と

はっきり返事の

言える子（礼

節）

２．最後まであ

きらめずに「で

きた」という喜

びの言える子

（忍耐）

３．「ありがと

う」と心から言

える子（誠実）

・無限の可能性を秘めている子どもたちが，

集団生活を通して生き生きと過ごし，望まし

い未来をつくり出す力の基礎を培うことを目

標に保育を行う。

『心身共に　健康な子ども』

　生活する力（食事，整頓，着替えなどの基

本的生活習慣），人と関わる力（思いやり，

意見を言う聞く）を育み，遊びから学びの芽

（意欲，関心，興味）を培う。

　・友だちと仲よく遊べる子ども

　・友だちを大切にし　思いやりのある子ど

も

　・最後まで頑張れる子ども

・「体育あそび」「音楽あそび」

「英会話あそび」を，専科教諭が指

導している。

・童謡を大事に取りあげ，童謡の会

を行っている。

・昔ながらの行事を大切に行ってい

る。

・野菜の栽培をし，収穫した物を味わ

うことで，食に興味をもてるようにす

る。

・給食室からのおたよりを出し，保護

者への啓発活動を行う。

・毎月７日の市民防火の日に防火の呼

びかけを行う。

・23日の「ふみの日」にポスト清掃を

行う

・園舎周辺地域のゴミ拾いを行う

・保護者アンケートによる園評価を実

施

私 保育所 北条 社会福祉法人

北条保育園は、

保育を必要とす

る乳幼児を保育

する児童福祉施

設であり、創立

者である曹洞宗

馬場祖玄のかか

げた三つの保育

目標(①小さな命

にも目をむけ大

切にする心を育

てる②豊かで広

い心を育てる③

どんなことにも

耐え抜く心を育

てる)をもとに保

育を行っており

ます。

・児童福祉法に基づき「保育に欠ける」乳幼

児を保育する。

・家庭や地域社会と連携を密にして、家庭養

育の補完を行い、子どもが健康、安全で情緒

の安定した中で自己を十分に発揮し健全な心

身の発達を図る。

・養護と教育を一体とした保育を行い、豊か

な人間性を持った子ども育てる。

・家族、他人への感謝と思いやりの心を養い

豊かな心の子ども

・日常生活に必要な知識や態度、生活習慣を

身につける。

・情緒豊かな意欲ある子ども

・丈夫な体をつくり活気ある子ども

・遊びを基に、想像力、思考力を養う。

・3歳～5歳は、縦割り保育を行っ

ている。

・年長・年中児は、月３～４回の体

育指導で体力づくりをしている。

・年長・年中児は、月２回外国人講

師による英語あそびを行っている。

・毎年一回、「花のおさなご」の文

集作成を行っている。



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

私 保育所 上高田 すべての子ども

たちに発達の保

障をする。

発達は、権利である。発達の可能性は、無現

である。発達は要求から。発達は、その子の

主体性、自発性を大切にする。発達は、集団

の中でより確かなものとなる。

心身共に健康で、意欲的な子。心から笑え，

目を輝かせて物事に向かえる子。自分のこと

は、自分ででき、友だちをも想いやれる子。

命を大切にする子。自信と優しさに満ちた

子。豊かな感性と理性で、物事を深くとら

え、自分の考えが出せる子

・自然・食農保育・リズム運動・描

画・毎日の体験のなかで、たくまし

く、自分で考え、要求する力・生き

ぬく力を育てる。ほとんど、どろん

こ遊び。高さ５メートルの築山・森

のある園庭で、足・腰を強くし、お

互い、共に生きる生活者として、誇

りと意欲を育てる。

・自由・対等の立場で、こどもとお

となの関係で呼び捨て・ニックネー

ムで呼び合う。

・紙パンツは、使用しない。６ヶ月

からパンツですごす。お昼寝は、布

オシメである。

・完全給食。野菜・魚中心の和食。

物事を深く捉えるため、高い文化を

こどもたちに与えていく。

・描画による発達診断をする。

私 保育所 古牧東部 「一人ひとりを

大切にする」仏

教精神に基づい

た保育を行い、

自立し、社会に

貢献できる子ど

もを育てる

乳幼児教育の目的を、「人格形成」「体験を

通した学び」「人とかかわることの喜び」

「子どもの主体性」を育むこととし、小学校

における教科学習に興味関心をもてるように

支援していく。

・心身ともに健康な子ども

・自分を好きになる子ども

・意欲的な子ども

・思いやりのある子ども

・チーム保育（一人ひとりを大切に

する）

・異年齢での生活（子ども同士の学

び）

・発達別（同年齢）での活動

・環境設定「人」「物」「空間」

・ねらいに応じた選択性の活動（自

己決定と自己責任）

未就園児対象の園開放は、地元の住民

自治子育て支援部と共催している。地

域の子育て経験豊富なスタッフが、若

い保護者へのアドバイスなどを行って

いる。



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

私 保育所 りんどう 一人ひとりの子

どもを大切に

し、保護者や地

域社会から信頼

され、選ばれる

保育所を目指

す。

○子どもたちの最善の利益を守ることを基本

とする。

・一人ひとりの個性を尊重するとともに、健

康や安全に必要な基本的習慣や態度を養う。

・人との関わりを通じて、愛情、信頼、思い

やりなどの人間性や、自主、自立や協同、ま

た規則を守る道徳性を養う。

・体験や自然との関わりによる、さまざまな

体感から、生命の尊さ、物を大切にする豊か

な感性を養う。

・園児の保護者及び地域の子育て支援の家庭

の保護者に対して、積極的に情報発信を行

い、必要な支援を行う。

○心身とも健やかで心の豊かな子どもの育成

・基本的生活習慣を身につけ、素直で思いや

りのある子ども

・伸び伸びと明るくたくましく、意欲的に取

り組み、最後まで頑張れる子ども

・縦割り保育を主体に、一人ひとり

の個性を尊重した保育

・子育て支援センター（相談・交

流）に指定され、園開放、子育て相

談等実施

・特別保育事業の異年齢児交流とし

て「わんぱくなかま」（未就園児

20組の親子）を受け入れ、毎週月

曜日に交流活動。

・平成１７年度、２１年度、25年

度（予定）に第三者評価を受審、保

育の質向上

・野菜の栽培活動や「朝の食材観察」

として毎日、給食担当者が各クラスを

巡回し、当日使用する食材を子どもた

ちに触らせたり、嗅いだりさせ、食へ

の関心を持たせる取り組み、また毎月

19日には「食育の日」とし、保護者の

皆様に活動状況をお知らせしている。

私 保育所 済生会 「済生」の精神

で、地域に根ざ

す心温まる保育

を行う。

済生の精神をふまえ子どもの最善の利益を考

慮し、たくましさと優しさに満ちた人間性豊

かな子どもを育てる。

・一人ひとりの成長を見極めつつ、より豊か

な環境のもとに、子どもの能力を精一杯伸ば

す保育をする。

・豊かな感性や思考力、そして情熱のある子

どもを育てるために最善をつくす。

・子育てと仕事の両立支援を図るとともに、

地域の子育て支援を推進する。

・明るくたくましい子ども

・基本的生活習慣を身につけた子

・素直で思いやりのある子

戸外遊びを中心に

・0歳児から2歳児までを2クラス

に編成し、きめ細やかに保育内容の

充実を図る。

・〈縦割り保育〉3歳児から5歳児

までの異年齢編成では、兄弟姉妹的

役割や人間関係を学び、尊敬や思い

やりの心を育む。

〈年齢別保育〉一人ひとりの発達に

応じ、年齢別の計画に基づいた活動

を展開する。

・広い園庭と清潔な保育室でのびのび

と過ごすことができる。

・動物園や科学センターなど公共の施

設を利用したり、地域の方々と交流

し、地域の関わりを理解し、いたわり

の心を育てる。

私 保育所 吉田 ・仏様の教えに

基づき、感謝と

反省の心を養

い、生きとし生

けるものの生命

を尊びあう

・仏教保育　「ありがとう」「ごめんなさ

い」の言える子どもに

・健康で礼儀正しく、よく見つめ、よく聞

き、

　よく考え、創造する子ども

・園庭には、「けやき」や「いちょ

う」などの大きな樹があり、美し

く、たくましい姿で、四季のすばら

しさ、生命の躍動感を伝えている。

・挨拶などの基本的生活習慣の習得

を大切に考え、お互いを尊び、認め

合う心を育む保育を行なう。

・毎月28日御堂参拝（親鸞さまの

日）

・毎月19日を「食育の日」とし、栄養

士と保育士の協力により、子どもが、

心身の健康や食への関心を高めるため

の発表を行なっている。

・植物や野菜の栽培を通して、生命へ

の関心を高め、感謝の心を育む。



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

私 保育所 聖徳 ・多くの『いの

ち』に支えられ

その『いのち』

のお蔭で生かさ

れていることに

気づき感謝する

『仏教保育』を

基本とする

・子どもの可愛らしさ、素晴らしさ、子ども

とふれあうことの楽しさを家庭と一緒に育ん

でいきたい。

・健康で明るい子ども

・豊かな情操も持ち、感受性のある子ども

・自主的で積極的な子ども

・友だちと仲良くでき、人の立場がわかる子

ども

不思議なご縁でいっしょになった子

ども達が様々な経験を達成感をもっ

て友だちと共に成長しあえる保育を

育む。

近隣老人福祉施設との交流

私 保育所 杉の子第二 ・児童福祉施設

として、地域の

人々に愛され、

保護者及び職員

同士の信頼関係

が深まる中で乳

幼児の安心、安

全な生活の場を

保障し健やかな

育ちを援助して

いく。

・本園の歴史と

伝統を重んじつ

つ児童福祉法並

びに保育所保育

指針に基づき、

地域の人々の願

いを生かしなが

ら、創意工夫し

保育する。

・子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育の

質的向上をはかる。

・子どもの育ちを大切にした楽しい行事を創

造していく。

・子どもに快適な環境づくりをする。

・おいしい給食供給に努め、”食”を通じて

食べる力を豊かに育む。

・保護者の子育てを支えるとともに、地域と

の連携をはかる。

・「保育は人なり」を合言葉に職員の研修の

充実をはかる。

○健康でいきいきとして、情緒豊かな子ども

○仲よくあそび、ひとりだちのできる子ども

・基本的生活習慣の自立

・丈夫な身体

・音楽活動を通して情操を養う

・専任講師による音楽、体育、英語

活動

・法人4園による合同音楽発表会

・同一法人老人ホーム特養”ふれあ

い荘”と年間を通じて交流

・近隣農園での農業体験

・地域の催し物での鼓笛演奏

・老人ホーム主催行事への参加

・地域老人会との交流

・小学生･中学生との交流

・火の用心の呼びかけ



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

私 保育所 浅川中央 「保育園は小さ

な学校であるよ

り、むしろ大き

な家庭でありた

い」をモットー

にして、養護と

教育を一体的に

行う保育によっ

て、子どもの健

全な心身の発達

を図る。また、

入所する子ども

の保護者に対す

る支援、保育に

対する指導及び

地域の子育て家

庭に対する支援

を行う。

・家庭的雰囲気・配慮のもと、養護を重視す

る。

・園児の主体的な生活を中心に展開する。

・遊びを通しての総合的な指導を行う。

・園児が自発的にかかわることができるよう

な人的・物的環境を構成する。

・園児一人ひとりの特性や個性に応じた保育

を行う。

・子どもが現在をもっともよく生き、望まし

い未来をつくり出す力の基礎を培う

・入所する子どもの保護者に対して、保育所

の特性や保育士等の専門性を生かし、その支

援にあたる

・「意欲と思いやりをもった子どもらしい子

ども」を育成する。

・なかよしランド（縦割りコーナー

保育）

・ランチルーム（幼児）

・成長のあゆみと園生活（乳児成長

の記録）

私 保育所 すずらん 共生・貢献　　　　　　　　　・子どもにとって主体的な活動を保障する保

育　・一人ひとりの発達や特性に応じた保育

・人との関わりを大切にする保育

・考える子

　自分で考え行動できる子になる

・元気な子

　遊びや運動を通して健康な体を作る

・心豊かな子

　物事に興味を持ち、意欲的に取り組む

○保育方法

・異年齢保育

・チーム保育

・遊びのゾーン保育

・食を通じた保育

・生活のリズムを大切にする保育

＜食育＞

給食は、自分で食べられる量を相手に

伝え、よそってもらうセミバイキング

形式を実践

＜地域＞

浅川社会福祉協議会と連携し、持続的

に関わりを持てる世代間交流を実践

私 保育所 大豆島 ・地元地域の豊

かな  文化、歴

史、自然環境の

中で未来をより

良く生きる力の

基礎を培う

・心身ともに豊かなこどもを育成します ・元気な子供

・心の明るい豊かな子供

・仲良く遊ぶ子供

・創造し工夫する子供

・独り立ちのできる子供

・広い園庭で四季折々の行事

・専任講師による体操教室、音楽教

室　     ・地元地域との交流の積極

的参加

私 保育所 風間 ○こども第一主

義 家庭的な雰囲

気の中で

○こども第一主義 家庭的な雰囲気の中で

・豊かな人間性の向上をめざす

・心身共に健康なこどもの育成

・基本的生活習慣の育成

挨拶　おはようが言える子ども

感謝　ありがとうが言える子ども

愛情　しんせつにできる子ども

謙虚　すみませんが言える子ども

・絵本に親しみ、心豊かな毎日をす

ごす

・保育士や友だちとのふれあいを通

して、思いやりの心を育てる



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

私 保育所 杉の子あ

ぴっく

・児童福祉施設

として、地域の

人々に愛され、

保護者及び職員

同士の信頼関係

が深まる中で乳

幼児の安心、安

全な生活の場を

保障し健やかな

育ちを援助して

いく。

・本園の歴史と

伝統を重んじつ

つ児童福祉法並

びに保育所保育

指針に基づき、

地域の人々の願

いを生かしなが

ら、創意工夫し

保育する。

・子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育の

質的向上をはかる。

・子どもの育ちを大切にした楽しい行事を創

造していく。

・子どもに快適な環境づくりをする。

・おいしい給食供給に努め、”食”を通じて

食べる力を豊かに育む。

・保護者の子育てを支えるとともに、地域と

の連携をはかる。

・「保育は人なり」を合言葉に職員の研修の

充実をはかる。

○健康でいきいきとして、情緒豊かな子ども

○仲よくあそび、ひとりだちのできる子ども

・基本的生活習慣の自立

・丈夫な身体

・音楽活動を通して情操を養う

・専任講師による音楽、体育、英語

活動

・法人4園による合同音楽発表会

・同一法人老人ホーム特養”ふれあ

い荘”と年間を通じて交流

・近隣高校と年間を通じて交流

・子育て支援センター併設

・一時預かり指定園

・地域の催し物での鼓笛演奏

・老人ホーム主催行事への参加

・中学生･高校生との交流

・火の用心の呼びかけ

私 保育所 雷鳥 ・み仏様の教え

の「思いやり」

と「心の豊か

さ」を育てま

す。

・国際的な精神

の育成。

・自然と共に生

きる五感を身に

つけます。

・日本の伝統と

文化を後世につ

なげていきま

す。

・のびやかに健

やかに心と体を

育みます。

仏教の教えを基に調和のとれた園を目指しま

す。

世界の中の日本として、人類の一員として国

際理解を深め偏見や差別をなくす価値観を育

みます。

自ら野菜や果物を育て土と一体となる喜びを

学び、自然の体系を身につけます。

世界から見て日本は精神性が高いと評価さ

れ、その「和」を大切にする情操教育を取り

入れ感性を磨きます。

健やかにのびやかに子どもたちを、自然に

たっぷり触れさせ、本来持っている子どもの

創造性を育みます。

・感謝の心をもつ子ども

・明るいあいさつのできる子ども

・仲良く遊べる子ども

・考える子ども

・美しいものを感じとれる子ども

・進んでやってみようとする子ども

畑で野菜や果物作り。

野外遊び、散歩で自然と触れ合う。

茶道の作法を学ぶ。

琴とふれあう。

乳児から始める英語あそび。

体操教室。

ヒップホップダンスの導入。

学研の読み書きタイム。

虫供養。

フラワーアレンジメント。

焼き芋会、もちつき会、どんど焼

き。

添加物の少ない食材を使用した食育。

みそ汁は、煮干しや鰹節からダシを取

ります。できるだけ産地物の食材を使

用。完全手作り給食・手作りおやつ。

年寄りとの交流。(レインボーわかつ

き、松寿荘)

小学生との交流。

地域の方と畑でぶどう狩り・栗ひろい

など。



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

私 保育所 かざぐるま 子どもが生涯に

わたって人間と

して生きる土台

を育む乳幼児

期、心身共に健

やかに育成され

るよう、最善の

利益を保障する

保育を行いま

す。

子どもを真ん中にして子どもたちの健やかな

成長を保護者と保育園が共同して共に育てあ

う保育を実施し、また保育を必要とする保護

者の皆さんの願いを保障し、地域の子育てを

応援できる保育園を目指していきます。産休

明け０歳児保育、延長保育、障がい児保育を

実践してきた実績をもとに、これからも、発

達の気になる子どもの保育、産休明け０歳児

からの保育、延長保育、地域の子育ての応援

を積極的に実施します。法人稲田会が運営し

ている障がい児童センターと積極的に交流

し、障がいのある子どもの成長と保護者の支

援を行います。

・五感を育てられる子ども

・人間として生きる基本的生活習慣を身につ

けられる子ども

・人と人がつながるあいさつができる子ども

・優しさを心に刻む子ども

・思いやりのある子ども

・一人はみんなのためにみんなは一人のため

に共感し、たのしくいきいきと生活出来る子

ども

・いつも“なぜ”“どうして”と考えを表現

できる子ども

・豊かな創造性のもてる子ども

・生活の仕方、集団生活でのルールを身につ

けられる子ども

・戸外遊びが多い。園庭での砂遊

び、どろんこ遊び、アスレチック等

遊具を使った遊びを楽しんでいる。

散歩では草花遊び、昆虫とのふれあ

いなど自然のなかで遊んでいる。歩

くことから身体づくりもできてい

る。

・稲作、畑づくりで作物を育てる活

動をしている。観察を通して植物の

育っていく様子を学び、収穫も楽し

んでいる。生活に根ざし生活を切り

開く活動をしている。

・昔からの伝統的な文化を子どもた

ちに伝えていくことを意識的にとり

くみ、あそび、行事にとりいれてい

る。

・地域との交流では子育て支援セン

ターを開設し、他に地域のお年より

との交流、中学生との交流など世代

間交流を行っている。

　給食は、食を通して子どもたちの心

や体を健やかに育てることも保育の一

環として大切に考えています。乳幼児

期は、心身の発達が最も著しく、「体

の栄養」「心の栄養」、「噛む力」や

「味覚」「触覚」「嗅覚」「視覚」

「聴覚」の五感を育む人間形成の土台

にもなります。

食を通して、子どもたちに、より良い

食事、食文化、食習慣の経験を育むよ

うにします。献立は、旬の物、食材は

地元産、地域の伝統食、食品添加物が

少ない物、野菜の切り方、味や食器な

どにこだわって、また作り手の顔が見

え、思いが伝わるような内容にしま

す。

私 保育所 小柴見 ・心身共に健康な子ども

・よく考えて行動し最後まであきらめない子

ども

・友だちや命を大切にし、思いやりのある子

ども

・家庭的な雰囲気の中で、一人一人

の気持ちや異年齢児との関わりを大

切にした保育を心がけている。

・園外保育や戸外あそび等での様々

な体験を通し、工夫する力や生きる

力、思いやりの心を育てていく。

私 保育所 松ヶ丘 ・子どもの心身

共に健やかな発

達を願い、自ら

伸びようとする

力と心を育て

る。

・等しく子どもの発達を助長する為の人的・

物的環境を整え、安心で安全な生活を保証し

ます。

・毎日の積み重ねの中で、基本的生活習慣の

自立を促します。

・子どもの生活は遊びが全て。遊びの中で社

会性・自主性を育み、自分で考え行動する判

断力を培います。

・子どもを中心に家庭と園との三位一体の保

育を目指します。

・健康で明るく元気な子ども

・創造力豊かな子ども

・人と人との和を大切にし、その場

に応じたあいさつのできる子を育て

ます。

・芝生の園庭と自然の中で五感を使

い、豊かな心と体力づくりに力を注

いでいます。

・音楽や絵本の読み聞かせを通して

情操教育にも力を入れています。

・子育て支援センター併設。一時預

り保育指定園として、地域における

子育て拠点として子育ての応援をし

ます。

・旬の食材を使い、郷土食･伝統食も取

り入れた手作り給食です。

・老人施設訪問や地域のお年寄りとの

交流。



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

私 保育所 小市 ・当園に入所す

る乳幼児の最善

の利益を考慮

し、その福祉を

積極的に増進す

る

・乳幼児期にふ

さわしい生活の

場をつくりあげ

ていく

・小市地区の沢山の自然のに囲まれた環境の

中で、四季を通して遊び、共に育ち合い、一

人ひとりの個性を大切にする保育を行う

○自然の中でたくましい心と体を！

・友達の中で共に成長していく子ども

・何事にも意欲的に取り組める子ども

・自由な創造性と感性を持つ子ども

・豊かな自然の中、散歩へ出掛け、

動植物にふれあい遊ぶ。

・年長児は雑巾ぬい、なわとび作り

に挑戦。

・畑での野菜づくり。

専門講師による英語、リトミック

私 保育所 杉の子第三 ・児童福祉施設

として、地域の

人々に愛され、

保護者及び職員

同士の信頼関係

が深まる中で乳

幼児の安心、安

全な生活の場を

保障し健やかな

育ちを援助して

いく。

・本園の歴史と

伝統を重んじつ

つ児童福祉法並

びに保育所保育

指針に基づき、

地域の人々の願

いを生かしなが

ら、創意工夫し

保育する。

・子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育の

質的向上をはかる。

・子どもの育ちを大切にした楽しい行事を創

造していく。

・子どもに快適な環境づくりをする。

・おいしい給食供給に努め、”食”を通じて

食べる力を豊かに育む。

・保護者の子育てを支えるとともに、地域と

の連携をはかる。

・「保育は人なり」を合言葉に職員の研修の

充実をはかる。

○健康でいきいきとして、情緒豊かな子ども

○仲よくあそび、ひとりだちのできる子ども

・基本的生活習慣の自立

・丈夫な身体

・音楽活動を通して情操を養う

・専任講師による音楽、体育、英語

活動

・法人4園による合同音楽発表会

・同一法人老人ホーム特養”ふれあ

い荘”と年間を通じて交流

・ちびっこ農園での農業体験

・民生委員さんとの老人交流

・地域の催し物での鼓笛演奏

・老人ホーム主催行事への参加

・中学生との交流

・火の用心の呼びかけ

私 保育所 たんぽぽ 児童福祉施設と

しての少人数制

保育の中で、一

人一人の子ども

を大切にし、保

護者からも安

心・信頼され、

地域に愛される

園を目指す

仕事を持つ保護者が、安心して職務を果たせ

るよう、家庭的にあたたかく保育する

○すこやかで 、たくましく、 すなおな子ど

も

・健康であり、心の安定がある子

・根気強く、最後までやり遂げる力強さの子

・誰に対しても挨拶ができ、感謝の心を持つ

子

・少人数制保育

・朝7時～の時間外保育

・近隣保育園との交流保育

・近隣老人施設との世代間交流

・子育て支援の一環で、未就園児対

象の園開放

・職員制作の、子ども達一人一人の

年間アルバムを通し、保護者と共に

子どもの成長の喜びを共有する

○食育の取組

・完全給食を実施し、食育の日を通

じ、食を営む基礎を育てる

○地域との関わり

・地元のお祭りに参加

・地元のお店で買い物体験

・公共の乗り物(電車)に乗っての遠足

○礼儀作法の習得

・思いあう心

・感謝の心

・人･物を大切にする心

・一期一会の心を伝える



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

私 保育所 ひよし のびのび健康保育 ○すこやかで、たくましく、素直で、子ども

らしい子ども

・すくすく育つ健康な子ども

・創造豊かな明るい子ども

・みんな　なかよく遊べる子ども

・思いやりがあり、自分のことは自分ででき

る子ども

・豊かな自然環境に囲まれ、広い園

庭、大きなプールで、のびのびと元

気に遊んでいる。

・散歩にもどんどん出かけ、丈夫な

身体作りをする。

私 保育所 杉の子 ・児童福祉施設

として、地域の

人々に愛され、

保護者及び職員

同士の信頼関係

が深まる中で乳

幼児の安心、安

全な生活の場を

保障し健やかな

育ちを援助して

いく。

・本園の歴史と

伝統を重んじつ

つ児童福祉法並

びに保育所保育

指針に基づき、

地域の人々の願

いを生かしなが

ら、創意工夫し

保育する。

・子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育の

質的向上をはかる。

・子どもの育ちを大切にした楽しい行事を創

造していく。

・子どもに快適な環境づくりをする。

・おいしい給食供給に努め、”食”を通じて

食べる力を豊かに育む。

・保護者の子育てを支えるとともに、地域と

の連携をはかる。

・「保育は人なり」を合言葉に職員の研修の

充実をはかる。

○健康でいきいきとして、情緒豊かな子ども

○仲よくあそび、ひとりだちのできる子ども

・基本的生活習慣の自立

・丈夫な身体

・音楽活動を通して情操を養う

・専任講師による音楽、体育、英語

活動

・法人4園による合同音楽発表会

・同一法人老人ホーム特養”ふれあ

い荘”と年間を通じて交流

・農園での農業体験

・子育て支援センター併設

・地域の催し物での鼓笛演奏

・老人ホーム主催行事への参加

・地域老人会との交流

・中学生との交流

・火の用心の呼びかけ

私 保育所 まきば ・子どもの最善

の利益を守る保

育を行う

・地域との交流

や連携を通し、

地域に開かれた

保育園にする

・子育てする親

の支援をする

・養護と教育の

一体的な保育を

行う

・ひとりひとりの子どもの育ちを支える

・野菜作りや季節の伝統行事などを通し、地

域の方との交流や触れ合いを深める

・保護者への育児支援とともに、園の施設や

ノウハウを活用し、地域の子育てパートナー

として共に子育てをしてゆく

・養護と教育の総合的な保育活動を通して、

子どもの健全な発達を図りながら、豊かな人

間性を育ててゆく

・職員の資質向上に努め、専門性を磨き、職

員間の連携を大切にしながら、子どもたちや

保護者に信頼される保育者を目指す

・心身の強い元気な子

・情緒豊かな明るい子

・創造し考え表現する子

・意欲があり、やりぬける子

・緑豊かな自然に囲まれた保育環境

で、野菜作りや小動物の飼育を通し

て、食育や命の大切さを学ぶ。

・鼓笛指導や体育指導で、強い心身

と社会性、協調性を育む。

・本格的な焼き物作りや外国人講師

による英語あそびで、様々な興味を

引き出す。



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

私 保育所 フレンド ・子ども一人ひ

とりを大切にし

子どもの育ちに

沿った保育を目

指す

体力づくりを通して健全な心身の育成を図る ○あんぜん

○けんこう

○あかるく　なかよく　たくましく

・あいさつのできる子

・だれとでも仲良く元気に遊べる子

・自分の考えで行動できる子

・温水プール施設を利用し、一年を

通してプール活動をしている

・飯綱山へのもろこしとりをはじめ

多数の園外活動を行っている

・1クラスを一人の職員が一年間責

任を持って保育している

・クラス名が全て果物の名前で、各ク

ラス自分のクラス名の果物を収穫して

いる

私 保育所 御厨 子どもの最善の

利益を追求し、

職業に生きる保

護者が安心して

其の職責を果す

よう支援し、健

やかな育ちを守

るために保護

者・地域・教育

機関・行政と連

携し、保育の専

門性を生かし保

育の質の向上に

努め、信頼に応

える為に最善を

尽くすことを旨

とする。

正しい愛情で守られた、たくましくて賢い子

を育てる。

明るく情熱的で思いやりのある子を育てる。

・基本的習慣の形成に力を入れ、自立心を養

う。

・情操を豊かに思考力・表現力・探究心を深

く養う。

・道徳の芽生えを充分にし、規律ある社会生

活の基礎を養う。

・健康保育・安全保育に力を注ぎ、生命を尊

重する心を養う。

・礼儀正しい心を育み、愛情や信頼の持てる

人間関係を培う。

○和太鼓

○礼儀正しい生活

○指導は職員が行い、外部講師に保

育を委ねない

○伝統を大切にする保育（どんど焼

き・七夕・盆踊り・もちつき・かる

た・まめまき・ひな祭）

○お花見給食

○お弁当給食

○いも掘り・やきいも

○バイキング給食（年1回）

○食育の日（月1回）

○川中島ダンスフェスティバル

○交通安全大会

○敬老会

○文芸協会

○小・中学校との交流

私 保育所 ころぽっく

る

保育に欠ける子

どもの保育を行

い、その健全な

心身の発達を図

ることを目的と

し、入所する子

どもの最善の利

益を考慮する。

養護と教育を通して、乳幼児の最善の利益を

考慮し、家庭や地域社会と連携を持った保育

を行います

＊よく遊び、よく食べるたくましいこども＊

① 挨拶が気持ちよくできる子ども

② 家族や友だちを大切にする子ども

③ 自分のことは自分でできる子ども

④ 情緒豊かな子ども

・体験学習の機会を設け、様々な経

験や人との出会いを大切にしていま

す。

・親子で参加する行事を通し、園と

家庭のつながりや子どもの成長・発

達を共有する機会を多く持っていま

す。

・郷土食メニューを取り入れ,食や食材

に触れる体験を行っています。

・伝統行事を通じて、地域の方との触

れ合いの機会を設けています。

私 保育所 長野大橋 児童の健全発

達、保護者の就

労保障、地域の

子育て支援の拠

点、地域の方と

の交流を４つの

柱として園の役

割に最善をつく

す。

１、学校の先取りをする事なく個人差を尊重

し　一人ひとりの成長発達に即した保育

２、豊かな自然の中で季節を感じ仲間と触れ

合い育ち合える保育

・強く逞しくバネのきく健康な体を作ろう

・優しく思いやりのある豊かな心を育てよう

・個性を伸ばし力強く生きる力を養おう

園庭の地続きにある畑と田を使って

年長・年中組を中心に季節の野菜作

りと田植え、稲刈り、脱穀を行って

収穫しお泊り保育、餅つき会等行事

に全員で参加する。



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

私 保育所 丹波島 保育に欠ける子

どもの保育を行

い、その健全な

心身の発達を図

ることを目的と

し、入所する子

どもの最善の利

益を考慮する。

養護と教育を通して、乳幼児の最善の利益を

考慮し、家庭や地域社会と連携を持った保育

を行います

＊よく遊び、よく食べるたくましいこども＊

① 挨拶が気持ちよくできる子ども

② 家族や友だちを大切にする子ども

③ 自分のことは自分でできる子ども

④ 情緒豊かな子ども

・体験学習の機会を設け、様々な経

験や人との出会いを大切にしていま

す。

・親子で参加する行事を通し、園と

家庭のつながりや子どもの成長・発

達を共有する機会を多く持っていま

す。

・郷土食メニューを取り入れたり、年

齢に合わせたクッキングを行い、食や

食材に触れる体験を行っています。

・伝統行事を通じて、地域の方との触

れ合いの機会を設けています。

公

設

民

営

保育所 三輪 ・一人一人の子

どもが安全で安

心できる生活の

場を整え、健や

かな心身の発達

を図る。

・子どもが現在

をもっともよく

生き、望ましい

未来を作りだす

力の基礎を培

う。

・地域とともに

子育てし、地域

に根差した保育

園作りをする。

・保護者と一緒に考え共に子育てをする。

・子ども一人一人が安らげる生活の場と、子

どもが自らかかわれる環境の中で、子どもが

事故を十分に発揮できるよう保育する。

・養護と教育の一体化して、子どもの育ちを

支える。

・家庭や地域と連携を図りながら、保護者な

ど誰でも気軽に話しができる雰囲気を作り、

子育ての悩みや相談に応じ、助言をしたりす

るなど、地域の子育て支援の拠点として社会

的役割を果たす。

・園外へどんどん出かけ、身近な自然の四季

の変化と美しさに十分に触れ、驚き・発見・

憧れの心を抱く保育をする。

・おじいちゃん、おばあちゃんと交流を積極

的に行い、豊かな心をもった子どもを育て

る。

　生き力をはぐくむ

・健康で生き生きとできる子ども

・よく遊び、よく食べる子ども

・自ら意欲的に行動し、自分の考えや思いを

伝えられる子ども

・思いやりある、豊かな心をもった子ども

・地域との交流を基本方針としてい

る。

・特におじいちゃん、おばあちゃん

との交流を積極的にしている。

・「食育」「地域」「運動」の３つの

職員研究プロジェクトチームを作り取

組んでいる。

・エコ活動「子どもエコクラブ」に参

加

公

設

民

営

保育所 川田 子どもの健やか

な心身の発達を

図り、望ましい

未来を作り出す

力の基礎を培

う。

・安全で安心できる生活の場を整え、子ども

が自己を十分発揮できるようにします。

・養護と教育を一体的に行い、子どもの発達

を援助します。

・保護者の気持ちを受け止め、共に子育てを

します。

・家庭と連携を図りながら、子育ての悩みや

相談に応じて助言するなど、地域における子

育て支援の拠点として、社会的役割を果たし

ます。

～友だちと共に遊びを創造し、一人ひとりが

心身共に自立していく保育をめざします～

・あいさつができる子

・よく食べ、友達と元気に遊ぶ子

・思いやりのある子

・自然と関わり、感動する子

・食育の推進

・英語あそび

・運動あそび

・異年齢交流

・季節や文化を取り入れた行事

・朝の散歩

・ティームティーチング保育

・毎月１９日は食育の日（体験を重

視）

・畑での野菜作り

・交流保育（老人施設・ろう学校・幼

稚園他）

・恵まれた自然環境

・天然木を最大限に利用した園舎

・バリアフリー



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

公

設

民

営

保育所 下氷鉋 子どもたちの最

善の利益を保護

します。そし

て、子育て支援

にも努力しま

す。

・「育てます未来に花咲く小さな芽」

小さな芽を出した子ども達の体と心を元気に

すくすく育てたい。それが下氷鉋保育園の願

いです。

・保護者と共に子育てを考え、家庭と地域と

が連携して一人ひとりの子供の育ちを支え

る。

・健康で明るい子ども

・優しく素直で思いやりのある子ども

・創造性豊かな子ども

このような子どもの成長に合わせぬくもりを

感じて安らぐことができる保育園であり続け

ます。

・緑豊かな自然に囲まれた保育環境

で、野菜作りを通して食育の大切さ

を学ぶ。

・自然の中の昆虫や生き物を身近に

触れることのできる大きな畑で学び

遊ぶ。

・本格的な太鼓演奏やダンス教室を

開催するなどして、様々な興味を引

き出す。

・毎月１９日は食育の日

・畑での野菜作りを実施し、地産地消

を進めます。

・恵まれた自然環境を十分に生かし

て、子どもの成長と食べ物の季節感を

体験する。。

公

設

民

営

保育所 芋井 子どもの健やか

な心身の発達を

図り、望ましい

未来を作り出す

力の基礎を培

う。

・安全で安心できる生活の場を整え、子ども

が自己を十分に発揮できるようにします。

・養護と教育を一体的に行い、子どもの発達

を援助します。

・保護者の気持ちを受け止め、共に子育てを

します。

・家庭と連携を図りながら、子育ての悩みや

相談に応じ助言するなど、地域における子育

て支援の拠点として、社会的役割を果たしま

す。

・健康で明るく　たくましい子ども

・思いやりの心を持ち友達を大切にする子ど

も

・最後まで頑張れる子ども

・自然豊かな環境の中で、丈夫な体を育てな

がら、健やかな子どもを育む

・自然豊かな環境の中で、春は神代

桜を見学し一年の無事を願い、四季

折々の遊びを十分に楽しんでいる。

・丈夫な身体づくりをしている。

・芋井甚句や地域の良さを保育に生

かしている。

・食品の分別・食育の日の活動・食育

だよりの発行・芋井小学校との交流・

芋井公民館との交流・異年齢交流・世

代間交流

公

設

民

営

保育所 青池 ・子どもの健や

かな心身の発達

を図り、望まし

い未来を創りだ

す力の基礎を培

う。

・安全で安心できる生活の場を整え、子どもが自

己を十分に発揮できるようにします。

・養護と教育を一体的に行い、子どもの発達を援

助します。

・保護者の気持ちを受け止め、共に子育てをしま

す。

・家庭と連携を図りながら、子育ての悩みや相談

に応じ助言するなど、地域における子育て支援の

拠点として、社会的役割を果たします。

・健康でたくましい子ども

・友だちと仲良く遊ぶ子ども

・思いやりのある子ども

・自分で考えて行動できる子ども

・心身ともに豊かな子ども

・自然に恵まれた環境で春は草滑

り、冬はそり滑り

・野菜作り　山菜取り

・近くに、茶臼山動物園、植物園

、恐竜公園

・毎週嘱託歯科医による歯磨き指導

・朝の散歩

・野菜作り：植える、収穫、食する。

を世代間交流、異年齢児交流で行う。

・食育の推進



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

公

設

民

営

保育所 西条 子どもの健やか

な心身の発達を

図り、望ましい

未来を作り出す

力の基礎を培

う。

・安全で安心できる生活の場を整え、子ども

が自己を十分に発揮できるようにします。

・養護と教育を一体的に行い、子どもの発達

を援助します。

・保護者の気持ちを受け止め、共に子育てを

します。

・家庭と連携を図りながら、子育ての悩みや

相談に応じ助言するなど、地域における子育

て支援の拠点として、社会的役割を果たしま

す。

・ 心身共に健康で生きいきと生活する子ど

も

・ 友だちと元気に遊べる子ども

・ よく見、よく聞き、考えて、意欲をもっ

て行動する子ども

・ 思いやりのある心豊かな子ども

・ 身近な自然にふれ、おもしろさ、不思議

さ、美しさに感動する子ども

・ 自然や文化に恵まれ、四季折々

の遊びを楽しむことができる。

・夏は、青垣公園のプールに通い、

のびのび遊ぶことができる。

・3世代同居の家族が多く、地域のお年

寄りの方との交流ができる。

・園庭で季節の野菜を育て、収穫の喜

びを体験し、給食に取り入れ食べ物の

大切さを知る。

公

設

民

営

保育所 清野 子どもの健やか

な心身の発達を

図り、望ましい

未来を作り出す

力の基礎を培

う。

・安全で安心できる生活の場を整え、子ども

が自己を十分発揮できるようにします。

・養護と教育を一体的に行い、子どもの発達

を援助します。

・保護者の気持ちを受け止め、共に子育てを

します。

・家庭と連携を図りながら、子育ての悩みや

相談に応じ助言するなど、地域における子育

ての拠点として、社会的役割を果たします。

○のびのびと自発的活動を目指す

・生き生きと遊べる子ども

・健康で明るくたくましい子ども

・思いやりの心を持ち、友達を大切にする子

ども

・よく見、よく考えて行動する子ども

・自分のことは自分でできる子ども

・山や田園に囲まれた自然豊かな環

境

・小学校がすく隣にあるので、交流

を行っている。

・食育活動の取り組み

・地域との協働

・一時保育

・世代間交流

・異年齢交流

私 幼稚園 パドマ 明るく正しく仲

好くの仏教精神

を信条としてし

つけの良い元気

な規律正しい幼

児の育成を図る

個と集団との調和、その中で一人一人の持ち

味を大切にして長所を伸ばす

・健康で元気な心の安定した子どもらしい子

ども

・友だちとの集団生活にすなおに入っていけ

るこども

・自分で考えて判断し行動できる子ども

・正しいことばを使いありがとうの言える子

ども

・情操豊かでやさしい心を持った子ども

・少人数園の特徴を生かし学年の枠

を超えた日常のかかわりやつながり

の中で社会性の基礎を養う

・子どものための音楽会

・おとなのための音楽会

　(上記２つの音楽会はプロの演奏

家により園内にて行う)

・幼児期の食の基本は、保護者の手に

より　こどものために用意された食事

をおいしく一生懸命に食べることと認

識している。

・規則正しい生活と食事、特に朝ごは

んの大切さを説き、必ず食べるように

指導している。

・地域とのつながりを大切にする(長商

デパートでのステージ発表など)



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

私 幼稚園 長野 １.「ハイ！」と

はっきり返事の

言える子（礼

節）

２．最後まであ

きらめずに「で

きた」という喜

びの言える子

（忍耐）

３．「ありがと

う」と心から言

える子（誠実）

○健全な生活習慣と道徳性の芽生えを培う

　・社会生活のルール・マナー，靴を揃える

などの作法，正しい言葉遣い，基本的な躾な

ど，基本的生活習慣の向上や生命の尊さを理

解させ，あわせて道徳的心情や判断力の芽生

えを育む

○心身ともにたくましく育てる

　・子ども自ら遊びたくなるような環境で友

だちと十分遊び，自己を発揮することで充実

感を味わい，時には葛藤の体験をし，そして

乗り越えて行くことを通して，たくましく忍

耐強い子どもを育てる

○自主・自立の心の芽生えを育てる

　・自分で考え行動する自立心や自分ででき

ることは自分でするという自主性を育てなが

ら情緒の安定を図る

○豊かな情操や国際感覚の素地を育てる

　・音楽や絵画制作，英会話などを通して，

個性の伸長を図るとともに，情操豊かな子ど

もを育てる。そして，将来海外の人々と心を

通わせ，国際交流の促進に活躍するだけでな

く，世界の人々を愛し，国際社会に奉仕する

心を培う

『情緒豊かな子どもを育てよう』

「えがおいっぱい!!　はだしマン」

～ げんきマン！　あいさつマン！　そろえ

るマン！ ～

○明るい挨拶のできる子

　・声に出してあいさつをする子，「ごめん

ね」「いいよ」「ありがとう」が素直に言え

る子を育む

○元気に仲良く遊べる子

　・園庭・グラウンドで思い切り体を動かし

て遊び，基礎体力を培うとともに，集団遊び

の中で思いやりの心を育む

○情操豊かで想像力豊かな子

　・「おはなしの日」や日々の絵本の読み聞

かせを通して，聞く力，想像する力を育む

○国際感覚を持つ子

　・外国人とあいさつを交わしたり，遊んだ

りすることから，英語・外国文化に親しむこ

とで，国際感覚の素地を育む

　子どもの好奇心に応える「ダイナミックな

遊び」「アカデミックな学び」のメリハリあ

る活動で子どもたちの「脳力」を育む。

○日曜祝日，年末年始を除き，早朝

保育(7:30～)･延長保育(～19：

00)，土曜希望保育，夏季(お盆含

む)・冬季・春季希望保育を実施

○常勤専科教諭による「英会話あそ

び」「運動あそび」「音楽あそび

（鍵盤ハーモニカ指導ほか）」

○小学校生活を視野に入れた活動

　・「もじ・かず」の学びへとつな

がる楽しい活動

　・広い園庭・グラウンドを活用

し，小学校への登下校や授業でも疲

れない体力づくり

　・箸の持ち方・紐の結び方

○五感に訴える「園外保育」の充実

○県民文化会館での合同音楽会

○伝統行事を大切に実施

○年長児宿泊保育の実施

○子育てひろばとして「ママとも

パーク」を開設

○はだし保育（冬は床暖房）

・「幼稚園教育要領」「保育所保育指

針」を踏まえ，０歳児からの発達を踏

まえた「信学会教育課程」による保

育・教育活動

・モニター会・アンケートによる外部

の方・保護者による園評価を実施

・自園の畑で野菜づくりをし，調理し

て，実際に食べることで「食」への関

心を高める

・異年齢児との交流

・小学校児童との交流

・中学生職場体験等での交流

・地域・お年寄りとの交流

・子育て相談随時実施

・未就園児教室開室

・子育て支援としての２歳児の受け入

れ

私 幼稚園 ルンビニ ・健康で元気

な、心の安定し

た子どもらしい

子ども。

・思いやりのあ

る優しい子ど

も。

・笑顔で挨拶の

出来る子ども。

・正しい言葉を

使い、ありがと

うの言える子ど

も。

・自分の力で最

後までやり抜く

子ども。

・仏教園として、慈愛の心を抱き、知恵を磨

く努力を怠らず、和の世界を具現する実行力

のバランスのとれた子どもの育成を心掛け

る。

・子ども自身が先生から愛され、信頼され、

価値を認められている自覚が持て、安定して

成長していける教育。

・花や果実、稲を育て栽培活動を通して体験

の幅を広げる事を重視した教育。

・異年齢交流教育。

・未就園児教育の内容充実を図る。

・誠意に満ちた教育、保護者のための多機能

幼稚園教育。

・情操を豊かにし、やさしく思いやりの持て

る子を育てる

・健康で元気な、心の安定した子どもらしい

子を育てる

・自分の力で最後までできる子を育てる

・正しい言葉を使い、挨拶や有難うと言える

子を育てる

・集団生活ができるような基礎力を育てる

・飯綱ルンビニ幼稚園保養所お山の学校にお

ける自然体験により命の尊厳、生きる事の大

切さを学び情操教育を行う。

・臨床美術の取り組み。

・生演奏によるバイオリン、ピアノ

のクラシックコンサート(音楽鑑

賞)。

・講師を招いての茶道教室、書道教

室、体育教室、英語教室の取り組

み。

・飯綱高原に1000坪の保養所があ

り、「お山の学校」として各学年が

夏から秋にかけて自然の中で学習す

る。

・成道会寺参りにおいて礼拝。

・花祭り寺参りにて甘茶の配飲。

・園児が餅をつき給食で頂く。地域

の方にやしょうまを作って頂く。

・自然観察、プらネタリウム星座観

察

・地域の老人ホーム・デイケアセン

ターを訪問し、交流活動を行ってい

る。

・飯綱高原にあるお山の学校にて、父

と子のふれあい遠足や、山羊とふれあ

う遠足など自然体験の取り組み。

・栄養士による食に関する食育指導。

・地域の方より田んぼをお借りして、

田植えから稲刈りまで園児が行う。

・地域の方の畑に育ったとうもろこし

を園児が収穫させてもらう。

・園庭に、いちご　ぶどう　りんごを

栽培し収穫する。



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

私 幼稚園 長野あけぼ

の

すくすくと　自

ら伸びる子　明

るく　優しく

たくましく

・明るい挨拶ができる

・自ら考え決断し、行動できる

・人の話を静かに聞くことができる

・誰にでも優しくしてあげられる

・誰とでも仲良く遊べる

・素敵な人間関係をつくる能力を育てる

・集団の規律を守る自立心を育てる

・集団の中でやらなければならないことに真

剣に　取り組む心（力）を育てる

・和太鼓指導

・体育指導

・絵本の読み聞かせ

・自由遊びを活発に

・童謡、唱歌を歌う

・トマトや二十日大根などの栽培を通

し、野菜に興味、親しみを持つ。

・食べ物に感謝する心を育てる

・地域のお祭り・敬老会など、協力を

出来るところで長年連携をしている。

私 幼稚園 長野ひまわ

り

「幼年時代は黄

金時代である」

愛し愛され幸せ

な幼年時代を送

ることが、一生

の土台となる。

子どもの「基本的な願い」を満たし、愛を

もって安全に生命を守り育む。一人ひとりを

大切にし、人間性を全面的・調和的に発達さ

せることを常に念頭に置き、自立心、自律心

をやしなう。

○｢ひまわりのように明るく元気な子ども｣

・一人ひとりの子どもが日々の生き生きした

生活の中で自己発展力(よく生きる力)をつけ

ていき、｢ひまわりのように明るく元気な子

ども｣に育つことが目標。

・個性を見極め、一人ひとりを大切

に保育している。

・体育教育（スイミングを含む）に

力を入れている。

・様々な制作活動に意欲的に取り組

み楽しむ。

・日本語を大切に遣うことを重ん

じ、英語の教育にも力を入れてい

る。

・希望に応じ、朝は7時より、午後

は7時まで「預り保育」を実施して

いる。

・週4日間は完全給食を行ってい

る。

・食育として、年長児は毎年カレー作

りを行っている。地域のスーパーより

食育インストラクターを招き、食物に

ついて学び、材料を購入するところか

ら園児が行い調理をしている。

・年中児が園庭でトマトや二十日大根

を育て収穫をし、全園児で食べる機会

を設けている。地域との協働として

は、地区の運動会に参加を呼び掛け、

協賛する他、近くの公園に毎年チュー

リップの球根を植えに行っている。

私 幼稚園 古牧あけぼ

の

すくすくと　自

ら伸びる子　明

るく　優しく

たくましく

・明るい挨拶ができる

・自ら考え決断し、行動できる

・人の話を静かに聞くことができる

・誰にでも優しくしてあげられる

・誰とでも仲良く遊べる

・素敵な人間関係をつくる能力を育てる

・集団の規律を守る自立心を育てる

・集団の中でやらなければならないことに真

剣に　取り組む心（力）を育てる

・和太鼓指導

・体育指導

・絵本の読み聞かせ

・自由遊びを活発に

・童謡、唱歌を歌う

・トマトや二十日大根などの栽培を通

し、野菜に興味、親しみを持つ。

・食べ物に感謝する心を育てる。

・地域のお祭り・敬老会など、協力を

出来るところで長年連携をしている。

私 幼稚園 あかしや 豊かな心を育

み、元気な身体

づくりをし、創

造する楽しさ・

喜び、困難をの

りこえてやりぬ

いた時の充実感

の素晴らしさを

味あわせたい。

自然に親しみ、環境の大切さ、命の尊さを知

り、友達との関わりの輪を広げ「思いやりの

心」を育むことを教育の中心とする。

○子どもたちの夢工房

　楽しさがいっぱい

　優しさがいっぱい

　笑顔がいっぱい

○豊かな心の育みに

・自然に親しみ豊かな心の育ちを！

・人とのかかわりあいの中で思いやりや感謝

の気持ちを！

・お話や絵本に親しみ感性豊かな芽を！

○元気な身体に

・毎日のきまりよい生活リズムを大切にしよ

う！

・どろんこ遊びをしよう！

・ランニング　なわとび　水泳　などの継続

に力をそそごう！

〇田植えから稲刈りまでの体験

〇芝のある庭でおもいきり遊ぶ

〇農園で作物花の栽培等

〇飯綱へ一泊保育（年長児）

〇心豊かにコンサートや観劇

〇体操教室（月２回）

◎東和田地区運動会参加

◎御みこし練り歩き

◎よもぎ団子作り

◎芋煮おにぎりパーティー

◎カレーパーティー

◎焼き芋会（芋掘り体験）



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

私 幼稚園 和光 仏教精神に基づ

き豊かな心身を

培う。

○ 御仏に守られての生活に感謝し、一日一

日の生活を大事にする。

○ 緩やかな時間空間の中で、子ども一人ひ

とりに寄り添い、自主性、創造性、頑張る

力、思いやりの心を育てる。

○ 友だちとのかかわり、戸外あそび、園外

保育を通してあそびを楽しむ。

「ありがとう」の言葉で育つ和光の子

　５つの約束を通して豊かな園生活を送る。

○ お友だちと 仲良くしましょう。

○ おどうぐは 大切にしましょう。

○ いきものは かわいがりましょう。

○ 一日にひとつ 良いことをしましょう。

○ 人のいやがることは やめましょう。

【 継続活動を通しての 体力づくり  】

・マラソン ・竹馬 ・リトミック ・体操教室

・仏教行事への参加 （おはな祭り･

みたま祭り･成道会）

・ 坐禅（本堂にて）

・ 静座会（み仏の前でのお話会）

・ 栽培活動　 収穫祭

・ 異年齢交流保育

・ 園外保育（近隣公園 徒歩遠足）

・ 少人数保育

・ なかよし教室（未就園児とかか

わり）

・栽培活動　 命の尊さや感謝の心を育

む。

〔自園 もりもり畑〕･･ジャガ芋、さつ

まいも、ミニトマト、大根など

〔花壇〕･･パンジー、朝顔、ホウセン

カ、ひまわりなど

・和光祭

地域に開放し、園児の製作活動やバ

ザーなど近隣と共に楽しむ。

・近隣地区運動会への参加（鼓笛演

奏）

私 幼稚園 旭 キリスト教人間

観に基き、みん

なで共に生きる

真の自主性、自

立性を育む。

○キリスト教保育

　神様の恵の中で育つ。

　成長の基礎となる豊かな心を育てる。

○自由保育

　遊びを中心に自主性、自立性を養う。

○縦割り保育

　年齢の違う組み分けで、異年齢で育ちあ

う。

○　神と人（家族や保育者、ともだち）に愛

されている自分を、喜ぶことが出来る。

○　仲間と共に生きる喜び・・・社会の責任

を担い、自主性、自立性を発揮するおとなに

育つ。

○　力を尽くす達成感を知る。

○　日毎の集まりで部屋ごとの礼

拝、また週１回全園児礼拝をしてい

ます。

○　長野県町教会で幼児祝福礼拝を

しています。

○　収穫感謝園解放

・自分たちで育てた、じゃがいも、

さつまいも等を神様に感謝して収穫

し、調理して食べる。

・園の落ち葉を使って、焼き芋大会

をする。

・お餅つき

○　クリスマス礼拝、全園児による

ページェント

○　年長児　２泊３日の夏期保育。

○　年長児　飯綱登山

○　年長児　雪中遠足

○　夏祭り

○　家族と運動を楽しむ「けやきの

日」

　　（運動会）

○　在園児が使わなくなったり、着

られなくなった物の交換会「おさが

リサイクル」

○　毎年、１年の子どもたちの成長

と園の歩みを記した「旭誌」を保護

者と保育者が一緒に編集して発行し

ている。

○  クローバー組

　　要望の多い、満２歳児の保育を

行っています。

○　こひつじ広場

    未就園児が親と子で過ごすひととき

を、年20回前後行います。

○　園解放

    年2回、未就園児とお家の方に園の

保育を紹介します。

　　決められた日以外でもご覧になる

ことは可能です。

○　園の畑で、じゃがいも、トマト、

さつまいも等を育てて食す。

○　希望する人はお弁当の注文もでき

ます。

○　お弁当も庭やホール等で、友だち

と自分たちで自由に決めて食べます。



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

公 幼稚園 県短期大学

付属

「人への信頼感

を持ち、集団の

中の自分を意識

でき、自信を

持って自己表現

できる子ども」

に育てたい

基本的な目的

１、保育実践・・・毎日の保育をとおして、

幼児の健やかな成長・発達を援助しながら、

右の教育目標のような子どもたちに育てるこ

とを目的としています。

２、保育者養成・・・本短期大学の学生を実

習生として受け入れ、その指導をすることを

目的としています。

３、研究活動・・・幼児教育の理論と実践に

ついての研究をし、幼児教育のあり方を追求

することを目的としています。

＜自立した子ども＞

　自分のことが自分でできるだけでなく、周

りの人との関係の中で自分を発揮すること。

精神的自立も大切にしています。

＜意欲的な子ども＞

　十分に遊びを追求できるゆとりのある時間

の中で、意欲的な活動を繰り返すことで育ち

ます。

＜思いやりのある子ども＞

　温かい人間関係の中で相手に親しみを持

ち、相手の気持ちを汲んだり、受け入れたり

することで育ちます。

本学の学生との

・食育の話を聞き、郷土食調理実習

をして一緒に食べる

・絵本の読み聞かせをしてもらう

・大学祭のミュージカルなどに招待

してもらう

・避難訓練を一緒に行う

・保護者の親父の会があり、環境整備

もするが、畑で育てた野菜を使って、

子どもたちと『うどん』や『すいと

ん』などを作って皆で食べる。

・教師と保護者が一緒に編集する『手

をつなごう』という往復通信を２７年

間発行し続け、現在１３９号に至って

いる。

私 幼稚園 吉田マリア 当法人のカト

リック教育・保

育理念は

『わたしがあなた

がたを愛したよう

に、あなたがたも

互いに愛し合いな

さい』（ヨハネの福

音書13章34節）

と語られるキリ

ストのみことば

に、人間として

のふさわしいあ

り方を見、その

実現のために教

育・保育を行う

ことである。

＜教育目標＞

－神と人に愛され　神と人を愛する子ども－

(1)子どもは何よりもまず、愛情を豊かに受

けることから始まります。十分に愛されて

育った人は自分が大好きになります。そして

自分に自信を持つことができます。幼児期は

特に両親、先生に深く愛されていることを、

子どもが意識することがとても大切です。

(2)イエスさまは神は遠く離れている抽象的

なものではなく、また恐ろしい方っでもな

く、愛と哀れみを持つ「父」であることを教

えられました。何でも吸収する純粋な心を

持ったこの幼児期に、宗教教育を通して“自

分がどれだけ愛されているか”“一人一人が

どれだけ大切な存在か”に気づいてほしいと

願っています。

＜教育目標を達成するために＞

（目指す子ども像）

・あいさつのできる子ども

・りんじん（隣人）を愛する子ども

・がまん強い子ども

・ともだちと仲良くできる子ども

・うそをつかない正直な子ども

→ありがとう（感謝）の心を育てる

※すべてのことが『あたりまえ』ではなく『ありがた

い』ことに気づいていくことで、感謝の心が育ってい

くと考えています。

また上記の姿が育っていくことが「教育目標」の達成

に繋がっていくと考えています。

①カトリックの愛の精神に基づく

「人間教育」…宗教的な雰囲気のう

ちに、神と隣人に対する愛、祈る

心、正しい人間としての生き方の木

曽を培う。

②生きる力を育てる「モンテッソー

リ教育」…それぞれの発達段階にあ

る子どもたちにふさわしい環境を整

え、豊かな人間としての基礎を育

む。

③たくさんの不思議と出会う「自然

とのふれあい」…季節の生き物や草

花に触れる園外保育をはじめ幼稚園

の畑の活動を通してさまざまな体験

をする。

＜食育の取り組み＞

・じゃがいも、なす、ピーマン、おく

ら、トマト、枝豆、さつまいも、大根

など年間を通して、季節の野菜を栽培

し、その野菜を使って調理を行う。

・稲の栽培を通して、いつも自分たち

が食べている「ごはん」がどのような

過程でできるのかを学ぶ。



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

私 幼稚園 若草 ・仏教精神によ

る　情操豊かな

人間性の基礎を

培う。　　・一

人ひとりの発達

段階を見きわ

め、ゆっくり着

実に個性を伸ば

す。　　集団生

活の中で、五感

を働かせる直接

的な体験に重点

を置き、心情、

意欲、態度など

生きる力の基礎

を培う。

①丈夫な体作り

②自ら進んで取り組み最後までやりぬく力

③社会性とよい躾

④伸び伸びとした感性と想像力

⑤表現力の開発

丈夫な身体を持ち、自分のことは自分でで

き、よく見、よく聞き、よく考えて、優しい

心で誰とも仲良くし、最後までやりぬく力を

持つ幼児を育てる。

１　仏教保育に基づく

生命尊重　保育

２　「ちえのみあそび」による

知的能力育成

３　体育遊びで運動能力、

気力、体力育成

４　専門講師による

英語あそび

５　早朝保育、時間外保育、長期休

業中の預かり保育

６　自園の完全給食による食育

有機農法の野菜を豊富に用い、化学調

味料を使わない自園給食によって、味

覚が定まる幼児期に食物本来の味に触

れる。自分たちで丁寧に配膳する経験

を通し、食物の大切さを体感する。四

季折々の食材に直に触れる体験学習を

する。

私 幼稚園 古里中央 仏教の精神に基

づき、「明る

く・のびのびと

心豊かなたくま

しい子」の育成

・基本的な生活習慣･態度を身につけ心身と

もに健やかに成長する。

・集団との関わりの中で自立と自己表現がで

きるようにする。

・思いやりの心や感謝の気持ちを常に持てる

ようにする。

・さまざまな体験を通じて豊かな感性を育

て、創造性を豊かにする。

・自然等の身近な事象に深い興味や関心を寄

せ、豊かな心情を育てる。

１．じょうぶな子ども・・自主自立の芽生え

を培　　　　う

２．「ありがとう」が言える子・・思いやり

の心　　　　　、感謝の心を培う

３．あきらめない子ども・・たくましさを培

う

１．仏教保育・・命の尊さを重視し

た　　保育又、仏教行事への参加

２．体育遊び・・外部講師による体

育指導。運動能力・体力・気力の向

上

３．英語遊び・・専属の英語講師に

よる英語遊びを行い、英語に慣れ親

しむ

４．異年齢の仲良しグループ活動

５．時間外保育・長期休業時の預か

り保育

食育・・毎月食育便りを発行。各学年

で目標を決め。箸の使い方、食事の姿

勢など家庭と共に取り組んでいく。

毎日の給食時に、３色食品群の役割に

ついてパネルを用いてメニューの内容

をクイズ形式にして、楽しく食べ物に

興味を持てるように取り組んでいる。

各学年２種類以上の野菜の栽培をし、

育てる楽しみ、大変さ、食べ物の大切

や作ってくれる人への感謝の気持ちを

培う。



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

私 幼稚園 昭和 １.「ハイ！」と

はっきり返事の

言える子（礼

節）

２．最後まであ

きらめずに「で

きた」という喜

びの言える子

（忍耐）

３．「ありがと

う」と心から言

える子（誠実）

○健全な生活習慣と道徳性の芽生えを培う

　・社会生活のルール・マナー，靴を揃える

などの作法，正しい言葉遣い，基本的な躾な

ど，基本的生活習慣の向上や生命の尊さを理

解させ，あわせて道徳的心情や判断力の芽生

えを育む

○心身ともにたくましく育てる

　・子ども自ら遊びたくなるような環境で友

だちと十分遊び，自己を発揮することで充実

感を味わい，時には葛藤の体験をし，そして

乗り越えて行くことを通して，たくましく忍

耐強い子どもを育てる

○自主・自立の心の芽生えを育てる

　・自分で考え行動する自立心や自分ででき

ることは自分でするという自主性を育てなが

ら情緒の安定を図る

○豊かな情操や国際感覚の素地を育てる

　・音楽や絵画制作，英会話などを通して，

個性の伸長を図るとともに，情操豊かな子ど

もを育てる。そして，将来海外の人々と心を

通わせ，国際交流の促進に活躍するだけでな

く，世界の人々を愛し，国際社会に奉仕する

心を培う

「はだしでジャンプ　おひさまだいすき　ア

リンコ隊」

　 ～逞しく　優しく　そして　感性豊かな

子どもの育ちを求めて～

　・元気にあいさつできる子

　・足腰をきたえてたくましくがまんできる

子

　・自然の美しさに感動し友だちを大切にで

きる子

　年間を通してはだし保育で，ダイナミック

な遊び，歌声響く園舎でのアカデミックな学

びで，心も体もたくましい子を育む。

○日曜祝日，年末年始を除き，早朝

保育(7:30～)･延長保育(～19：

00)，土曜希望保育，夏季(お盆含

む)・冬季・春季希望保育を実施

○常勤専科教諭による「英会話あそ

び」「運動あそび」「音楽あそび

（鍵盤ハーモニカ指導ほか）」

○小学校生活を視野に入れた活動

　・「もじ・かず」の学びへとつな

がる楽しい活動

　・園庭ほかを活用し，小学校への

登下校や授業でも疲れない体力づく

り

　・箸の持ち方・紐の結び方

○五感に訴える「園外保育」の充実

○県民文化会館での合同音楽会

○伝統行事を大切に実施

○年長児宿泊保育の実施

○「うた」を大切に，うたの集会，

クラスでの歌い合いを行っている

○はだし保育（冬は床暖房）

・「幼稚園教育要領」「保育所保育指

針」を踏まえ，０歳児からの発達を踏

まえた「信学会教育課程」による保

育・教育活動

・モニター会・アンケートによる外部

の方・保護者による園評価を実施

・自園の畑で野菜づくりをし，調理し

て，実際に食べることで「食」への関

心を高める

・異年齢児との交流

・小学校児童との交流

・中学生職場体験等での交流

・子育て相談随時実施

・未就園児教室開室

・子育て支援としての２歳児の受け入

れ

私 幼稚園 ひかり "強く、正しく、

明るく"育つこと

を念頭にした教

育

・五感（視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚）を

震わす体験を多く体験する事で感性を伸ば

す。

・基本的生活習慣、望ましい社会性を身に付

ける。

・自主性、協調性、集団性を大切にしながら

園生活を楽しむ。

・様々な体験や経験から学んだ事を次のス

テップに繋げられる力を育てる。

・身近な生き物や自然に触れる事で命の大切

さ、自然の恵みに関心や感謝の気持ちを持

つ。

・小規模園ならではの目の行き届い

た心のこもった保育。

・子ども達の豊かな五感を育む様々

な体験。

・恵まれた環境を大いに生かした園

外での体験（園外保育）

・長年に渡る絵画教育に力を注いで

います。（子ども達の感性溢れる作

品が高い評価を頂いています。）

・体操教室、英語教室、茶道教室、

水泳教室等、外部講師による各教室

があります。

・縦割り保育を取り入れた調理、会食

があります。（食材の購入、準備、調

理全てを子ども達が行います。）

・地域の食育ボランティアさんによる

おやつ作り教室への参加。

・地域の運動会への参加。

・地域の中学校の生徒さんとの交流。

・消防署で行なわれる行事へのマーチ

ング参加。



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

私 幼稚園 みかさ ・心身共に健康で生き生きとした子ども

・遊びの中から協調性や自立を育て、生きる

力を身に付ける

・絵本や音楽を通じ心豊かな子どもを育てる

・生命の尊さを学び道徳心を培う

・異年齢による仲良しクラスを設定

しいろいろな行事に参加する。

・みかさ図書館を活用し定期的にお

はなし会や読書週間ををおこないた

くさんの絵本に親しむ。

・さまざまな音楽による情操を育て

合奏やマーチングをたのしみ発表を

する。

私 幼稚園 長野北 １.「ハイ！」と

はっきり返事の

言える子（礼

節）

２．最後まであ

きらめずに「で

きた」という喜

びの言える子

（忍耐）

３．「ありがと

う」と心から言

える子（誠実）

○健全な生活習慣と道徳性の芽生えを培う

　・社会生活のルール・マナー，靴を揃える

などの作法，正しい言葉遣い，基本的な躾な

ど，基本的生活習慣の向上や生命の尊さを理

解させ，あわせて道徳的心情や判断力の芽生

えを育む

○心身ともにたくましく育てる

　・子ども自ら遊びたくなるような環境で友

だちと十分遊び，自己を発揮することで充実

感を味わい，時には葛藤の体験をし，そして

乗り越えて行くことを通して，たくましく忍

耐強い子どもを育てる

○自主・自立の心の芽生えを育てる

　・自分で考え行動する自立心や自分ででき

ることは自分でするという自主性を育てなが

ら情緒の安定を図る

○豊かな情操や国際感覚の素地を育てる

　・音楽や絵画制作，英会話などを通して，

個性の伸長を図るとともに，情操豊かな子ど

もを育てる。そして，将来海外の人々と心を

通わせ，国際交流の促進に活躍するだけでな

く，世界の人々を愛し，国際社会に奉仕する

心を培う

「考え，話せ，人と協調して健やかに生活す

る子どもの育成」

○自分の気持ちをしっかり表現できる子ども

　・思ったこと考えたことを，自分なりに

しっかり表現しようとする子ども

○ねばり強く頑張れる子ども

　・あきらめずにねばり強く頑張り，「でき

た」「やりとげた」喜びを味わえる子ども

○健康な心身の子ども

　・好き嫌いなく食べ，体を動かすことが大

好きな子ども

○心やさしいお友だちいっぱいの子ども

　・友だちと楽しんだり，気遣ったりできる

優しい子ども

○日曜祝日，年末年始を除き，早朝

保育(7:30～)･延長保育(～19：

00)，土曜希望保育，夏季(お盆含

む)・冬季・春季希望保育を実施

○常勤専科教諭による「英会話あそ

び」「運動あそび」「音楽あそび

（鍵盤ハーモニカ指導ほか）」

○表現領域のティームティーチング

指導

○小学校生活を視野に入れた活動

　・「もじ・かず」の学びへとつな

がる楽しい活動

　・園庭マラソンや園隣のみどりの

広場を活用し，小学校への登下校や

授業でも疲れない体力づくり

　・箸の持ち方・紐の結び方

○五感に訴える「園外保育」の充実

○県民文化会館での合同音楽会

○伝統行事を大切に実施

○年長児宿泊保育の実施

・「幼稚園教育要領」「保育所保育指

針」を踏まえ，０歳児からの発達を踏

まえた「信学会教育課程」による保

育・教育活動

・モニター会・アンケートによる外部

の方・保護者による園評価を実施

・自園の畑で野菜づくりをし，調理し

て，実際に食べることで「食」への関

心を高める

・異年齢児との交流

・小学校児童との交流

・中学生職場体験等での交流

・地域・お年寄りとの交流

・子育て相談随時実施

・未就園児教室開室

・子育て支援としての２歳児の受け入

れ



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

私 幼稚園 安茂里 １.「ハイ！」と

はっきり返事の

言える子（礼

節）

２．最後まであ

きらめずに「で

きた」という喜

びの言える子

（忍耐）

３．「ありがと

う」と心から言

える子（誠実）

○健全な生活習慣と道徳性の芽生えを培う

　・社会生活のルール・マナー，靴を揃える

などの作法，正しい言葉遣い，基本的な躾な

ど，基本的生活習慣の向上や生命の尊さを理

解させ，あわせて道徳的心情や判断力の芽生

えを育む

○心身ともにたくましく育てる

　・子ども自ら遊びたくなるような環境で友

だちと十分遊び，自己を発揮することで充実

感を味わい，時には葛藤の体験をし，そして

乗り越えて行くことを通して，たくましく忍

耐強い子どもを育てる

○自主・自立の心の芽生えを育てる

　・自分で考え行動する自立心や自分ででき

ることは自分でするという自主性を育てなが

ら情緒の安定を図る

○豊かな情操や国際感覚の素地を育てる

　・音楽や絵画制作，英会話などを通して，

個性の伸長を図るとともに，情操豊かな子ど

もを育てる。そして，将来海外の人々と心を

通わせ，国際交流の促進に活躍するだけでな

く，世界の人々を愛し，国際社会に奉仕する

心を培う

「遊びで知育，育てて食育，歩いて体育」活

動を通して，「楽校・学校・合校」の幼稚園

～ひとりでできる　みんなとできる～

　・だれとでも仲よくできる思いやりのある

優しい子

　・何でも食べてのびのびと笑顔で元気に遊

ぶ子

　・自分のできることは進んで自分からやる

子

○日曜祝日，年末年始を除き，早朝

保育(7:30～)･延長保育(～19：

00)，土曜希望保育，夏季(お盆含

む)・冬季・春季希望保育を実施

○常勤専科教諭による「英会話あそ

び」「運動あそび」「音楽あそび

（鍵盤ハーモニカ指導ほか）」

○小学校生活を視野に入れた活動

　・「もじ・かず」の学びへとつな

がる楽しい活動

　・立地環境を活かした散歩や体

操・運動を通じて，小学校への登下

校や授業でも疲れない体力づくり

　・箸の持ち方・紐の結び方

○五感に訴える「園外保育」の充実

○県民文化会館での合同音楽会

○伝統行事を大切に実施

○年長児宿泊保育の実施

・「幼稚園教育要領」「保育所保育指

針」を踏まえ，０歳児からの発達を踏

まえた「信学会教育課程」による保

育・教育活動

・モニター会・アンケートによる外部

の方・保護者による園評価を実施

・自園の畑で野菜づくりをし，調理し

て，実際に食べることで「食」への関

心を高める

・異年齢児との交流

・小学校児童との交流

・地域・お年寄りとの交流

・子育て相談随時実施

・未就園児教室開室

・子育て支援としての２歳児の受け入

れ



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

私 幼稚園 裾花 １.「ハイ！」と

はっきり返事の

言える子（礼

節）

２．最後まであ

きらめずに「で

きた」という喜

びの言える子

（忍耐）

３．「ありがと

う」と心から言

える子（誠実）

○健全な生活習慣と道徳性の芽生えを培う

　・社会生活のルール・マナー，靴を揃える

などの作法，正しい言葉遣い，基本的な躾な

ど，基本的生活習慣の向上や生命の尊さを理

解させ，あわせて道徳的心情や判断力の芽生

えを育む

○心身ともにたくましく育てる

　・子ども自ら遊びたくなるような環境で友

だちと十分遊び，自己を発揮することで充実

感を味わい，時には葛藤の体験をし，そして

乗り越えて行くことを通して，たくましく忍

耐強い子どもを育てる

○自主・自立の心の芽生えを育てる

　・自分で考え行動する自立心や自分ででき

ることは自分でするという自主性を育てなが

ら情緒の安定を図る

○豊かな情操や国際感覚の素地を育てる

　・音楽や絵画制作，英会話などを通して，

個性の伸長を図るとともに，情操豊かな子ど

もを育てる。そして，将来海外の人々と心を

通わせ，国際交流の促進に活躍するだけでな

く，世界の人々を愛し，国際社会に奉仕する

心を培う

『いっぱい遊んで元気に挑戦』～心が動く子

どもの育成～

　砂や水，どろんこなど自然物を使って外で

のびのびと遊ぶ中で「友だちへの思いやり」

「考える力」「行動する力」を育み，「心の

動く子」の育成を目指す。

　・少しくらいの困難に負けない強くて「逞

しい」子ども

　・遊びを「広げたり・深めたりできる」子

ども

　・誰とも「楽しく・なかよく遊び・思いや

りのある」子ども

　・心のこもった「挨拶ができる」子ども

　・人の話をしっかり「聞く」ことができる

子ども

　・豊かな「感性・表現力をもつ」子ども

○日曜祝日，年末年始を除き，早朝

保育(7:30～)･延長保育(～19：

00)，土曜希望保育，夏季(お盆含

む)・冬季・春季希望保育を実施

○遊び＝学び。豊富でダイナミック

な遊びの「遊びの過程の指導・支援

の充実」

○五感に訴える「実（擬似）体験活

動・園外保育」の充実

○常勤専科教諭による「英会話あそ

び」「運動あそび」「音楽あそび

（鍵盤ハーモニカ指導ほか）」

○小学校生活を視野に入れた活動

　・「もじ・かず」の学びへとつな

がる楽しい活動

　・小学校への登下校や授業でも疲

れない体力づくり

　・箸の持ち方・紐の結び方

○県民文化会館での合同音楽会

○年長児宿泊保育の実施

○伝統行事を大切に行っている

・「幼稚園教育要領」「保育所保育指

針」を踏まえ，０歳児からの発達を踏

まえた「信学会教育課程」による保

育・教育活動

・モニター会・アンケートによる外部

の方・保護者による園評価を実施

・自園の畑で野菜づくりをし，調理し

て，実際に食べることで「食」への関

心を高める

・異年齢児との交流

・小学校児童との交流

・中学生職場体験等での交流

・地域・お年寄りとの交流

・子育て相談随時実施

・未就園児教室開室

・子育て支援としての２歳児の受け入

れ

私 幼稚園 こどもの森 ○～いのちを慈しみ、いのちを育む～

この保育目標を、「自然の恵みの中で過ごす

こと」と「保護者・教職員の愛情に囲まれて

過ごす」ことの二本の柱で支えています。

・自然の中で五感をフルに働かせ、豊かな感

性を育む。

・自己・人・物・動植物に対する愛情と思い

やりを育む。

・創造する力・協働する力・考え話し合う力

を育む。

・メルヘンの世界をたっぷり味わう。

・子ども･保護者・教職員共に育ちあう場で

ある。



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

私 幼稚園 篠ノ井 幼児期の主体

的・創造的な遊

びを通し、心身

の調和のとれた

発達を図り、生

涯にわたる人格

形成の基礎を培

う。

○幼児教育の重要性に思いをいたし、理想的

な幼稚園を設置するとともに、地域社会の要

望や保護者の期待に応えるべく、優位な人間

形成を願い、幼児の教育に理想と情熱をもっ

てあたる。

○人間形成上最も大切な時期に、豊かな情操

を養い、健全な身体と精神を育成し、望まし

い基本的生活習慣を身につけさせる教育を進

める。

○職員は幼児教育者として常に自己研鑽に励

み、園児に対して深い愛情を注ぎ、個性を尊

重するとともに謙虚で思慮深い人間形成に努

める。

○｢明るく元気にのびのびと遊ぶ子」

～楽しいこと　みつけよう　かんがえよう

やってみよう～

・望ましい基本的生活習慣を身につけた子

・いろいろなものに興味と関心をもち、意欲

的に取り組める子

・思いやりの心をもち、感性豊かな子

○小学校以降の学習の基盤となる

「学びの芽生え」を育む教育。

・5歳児の育ち｢戸隠高原年長児合

宿｣

・伝統文化の体験「茶道教室」

・国際交流外国人講師の「英語遊

び」

・体育指導の充実(NPICによる体

育、

　運動会組体操、柳澤運動プログラ

ム)

・季節感のある行事(七夕祭,餅つき

等)

・幼年消防隊結成

○野菜栽培とそれを使った料理（トマ

ト、キュウリ、カボチャ等全9種）と食

育便り発行による食育推進

○地域に立脚した園外活動

・街に出て行なう園児の節分豆まき

・幼稚園と老人介護施設の協同活動

（園児の施設訪問交流 年中･年長児）

私 幼稚園 松代 ○キリスト教精

神に基づき子ど

もの生活を充実

させ、生きる力

の基となる心と

体を育てる。

◎一人ひとりが主役です。

遊びを通じて生きる力を身につけ、夢と信じ

る心を忘れず歩んでいける子どもへ。

・神様に守られたくさんの人に愛されている

ことに感謝の気持ちを持つ。

・一人ひとりがかけがえのない存在であるこ

とを知り、個性を大切に引き出す。

・子どもの探求する生活を充実させ、体全身

を使って体験し、学ぶことを大切にする。

私 幼稚園 俊英 教育目標；

心身ともに明る

く元気で 思いや

りのある子の育

成

めざす子どもの姿

・基本的生活習慣を身に着けた子（情）

・何事にも活発に取り組める子（意）

・豊かな心情や創造力の持てる子（知）

○豊かな遊びから お友達とたくさん交わり

運動をして、丈夫な体と活発な気持ちを育て

る

・お友達と仲良く遊べる子

・自然とたくさん触れ合い、四季の変化に親

しめる子

○ 豊かな遊びから いろいろな活動を経験す

る

・絵本に親しむ ・お絵描きあそび

・制作（ものづくり）あそび ・リズムあそ

び

・ことばあそび　等を通して思いやりとアイ

ディアのある子の育成

○ 豊かな遊びから 望ましい基本的生活習慣

を身に付ける

・大きな声でのあいさつ

・自分でできることは自分でしよう

・広い園庭で思いっきり遊べる場の

保障；樹齢３０余年のケヤキや桜の

木の自然豊かな環境

・少人数保育から繰り出される、一

人ひとりに心の通った保育；人間関

係

・いっぱい遊び沢山食べて丈夫な身

体；健康

・豊かな遊びの経験から生まれる語

彙；言葉

・本に親しみ、のびのび制作活動が

出来る；表現

・園内にて気軽に子育て談義が出来

る気さくな雰囲気；親親関係

・週３回の給食そしてあと２回は心の

こもったお弁当

・専門業者による発育に欠かせないメ

ニューの給食（アレルギー対応食あ

り）

・園の農園で育てる大豆・かぼちゃ・

サツマイモへの育てる心と食の大切さ

学習

・地域の老人会とのお花見交流会

・地域の老人施設との多面的交流

・身近な地域への園外保育と清掃活動



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

私 幼稚園 東長野 職員は常に研修

に励み、園児に

対しては深い愛

情を注ぎ、個性

を尊重し行き届

いた教育を行

う。

幼児期は人間形成上最も大切な時期であるの

で、学校教育法第２２条に則り次の三点を中

心に据える。

①　豊かな情操を養う

②　健全な身体と精神を育成する

③　正しい基本的生活習慣を養う

・自らあいさつしようとする気持ちを育て

る。

・「友だちや先生と一緒に体を動かすことを

楽し　　　み、さまざまな運動遊びを意欲的

に取り組む」

・健康な身体とたくましい精神力をもった子

を育てる。

・基本的生活習慣を身につける。

１．子どもの生活によって学ばせる

保育

・身近な自然の事象と十分に関わり

を持ち、人間と自然との調和を図

る。

２．「心」を育てる

・あそびを通して、生きた体験や経

験をしながら「豊かな心」「人を思

いやる心」「感謝の心」「自立心」

をそだてる。

・家庭や地域と連携した食育の取組の

中で、トマト・キュウリ・ピーマン・

オクラ・カボチャ・さつま芋等を栽培

し収穫した物をクラスや学年で調理す

る楽しみを実施しております。

・園全体で姉妹交流で食事会を行った

り、誕生日会には特別メニュウを提供

している。又地元の野菜や県外の郷土

の特産品を注文している。

私 幼稚園 南長野 　学校教育の始

まりである幼稚

園では、子ども

が多様な遊びを

通して他の子ど

もとかかわり、

考え、感じ、表

現できる力を育

み、生涯にわた

る人格形成の基

礎を培う。

○幼児教育の重要性に思いをいたし、理想的

な幼稚園を設置するとともに、地域社会の要

望や保護者の期待に応えるべく、有為な人間

形成を願い幼児の教育に理性と情熱をもって

あたる。　○幼児期は人間形成上最も大切な

時期であり、学校教育法第２２条･２３条に

則り　　　　　　①豊かな情操を養い

②健全な身体と精神を育成し

③正しい基本的生活習慣を身につける

○職員は幼児教育者として、常に自己研鑽に

励み、園児に対して深い愛情を注ぎ、個性を

尊重するとともに、謙虚で思慮深い人間形成

に努める。

・明るく心やさしい子ども

・力いっぱい頑張るたくましい子ども

・自らを律することができる子ども

・美しいものに感動し、夢の世界を広げてい

ける子ども

＜＜＜＜親子読書親子読書親子読書親子読書のすすめのすすめのすすめのすすめ＞＞＞＞

「「「「ちびっこ図書館」を設置し、子ど

も自ら選んだ絵本を親子で楽しみ、

会話やふれあいの時を持っていただ

くことを目的としている。

また、絵本を通して空想の世界を楽

しむことで、想像力や思いやりの心

が育っていくことを大切にしてい

る。

○食育の取組

・家庭では難しい体験として園の畑で

野菜を栽培して、水やり、草取りなど

を体験し、収穫の喜びを味わい自分た

ちで調理して食べる。

・みんなで作り、みんなで食べる活動

を通して、普段は食べられない野菜を

自然に食べれる。

・友だちとのコミュニケーションを通

して食の楽しさを伝える。

公 保育所

型認定

こども

園

なかじょう 子どもの健やか

な心身の発達を

図り、望ましい

未来を作り出す

力の基礎を培

う。

・安全で安心できる生活の場を整え、子ども

が自己を十分に発揮できるようにします。

・養護と教育を一体的に行い、子どもの発達

を援助します。

・保護者の気持ちを受け止め、共に子育てを

します。

・家庭と連携を図りながら、子育ての悩みや

相談に応じ助言するなど、地域における子育

て支援の拠点として、社会的役割を果たしま

す。

・みんなとできる子ども

・一人でできる子ども

・命を大切にする子ども

を目標に、全職員で子ども達の発達に応じた

援助を行う。

・保育所型認定こども園

・保育に欠ける子どもを保育すると

ともに、保育に欠けない子どもも幼

稚園機能として保育を行っている。

・園舎が小学校の１階という利点を

生かして小学校との連携を密にし、

交流している。

・毎月「食育の日」、「食育月間」を

毎年6

  月に設けている。

・世代間交流、地域の運動会への参加

・中条保小中一貫教育プロジェクトを

実施している。（中条地区の保育園・

小学校・中学校との連携）



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

私 幼保連

携型認

定こど

も園

朝陽学園幼

稚園・保育

園

・人間形成の基礎を築く幼児期に、精選され

た保育内容と各種行事を十分に楽むことによ

り、健全な人格形成の素地を養います。

・「子どもは子どもの中で育つ」という原理

にのっとり、集団の中で互いに育ちあう環境

づくりや、適切な援助を行います。

・毎日の徒歩通園により交通安全の意識を身

につけるとともに、心身の成長を促します。

・運動あそびを積極的に取り入れ、幼児期の

発達段階に即した「できた！」の自己肯定感

の形成を助けます。

・教育は指導者が常に進展していくことが、

何より大切です。より良い保育、教育を目指

し、教師の研修に心掛けます。

・家庭との連携に努め、保育、教育の質の向

上を目指します。

○「健康で明るくたくましい子ども」

・やさしく思いやりのある子を育てる。

・自主性の豊かな子を育てる。

・健康安全な生活を営む為の基本的生活習

慣、態度を養う。

・各領域を偏りなく取り上げ、多くの体験を

配慮する。

○元気なこども

・豊かな生活の体験から、五感を育てる。

・健康で安全な生活習慣及び態度を身につけ

る。

・情緒が安定し、意欲的に遊ぶ力を育む。

○基本的生活習慣の自立

・正しい生活習慣を繰り返し、自立の芽生え

を養う。

・身の回りの事を自分でしようとする力を育

む。

・幼稚園と保育園の機能を併せ持つ

認定こども園。9時～3時の幼稚園

（学校教育）を中心に、朝7時～夕

方7時半までの保育を行っていま

す。

・地域の子育て支援事業として、毎

週火曜日の午前中に「未就園児教

室」（無料）を開催し、毎回多くの

皆さんが利用されています。

・野菜をふんだんに使った家庭的な

自園給食。食を味わい、楽しみ、バ

ランスのとれた食事、正しい習慣を

身につけらるよう年間を通じて食育

を推進しています。伝統的な季節を

楽しむ食育行事も行います。サンマ

焼き、石焼き芋、野沢菜つけ、餅つ

き大会など

・園バスを使わず、1班につき３～

４名の教員引率による徒歩通園を実

施しています。毎日自分の足で歩く

ことにより、安全に歩く習慣を身に

つけながら、足腰が丈夫になりま

す。暑さ寒さ、雨や雪も、タンポポ

や蝶々、季節を感じながらみんなで

歩きます。

・複数担任制（１クラス２～３名の

ティームティーチング）を採用して

います。発達に合わせて複数の教諭

による細やかな指導を行います。ま

た小学校就学前には、１人担任への

順化期間も設けています。

・外部の医療系機関と連携した「運動

あそび教室」を実施しています。学校

体育のイメージではなく、「やった、

できた！→体を動かすのが楽しい」を

通して、自己肯定感につながる幼児期

「機能の喜び」を味わえるように工夫

しています。　　　　　　　　　　・

外国人教師による「英語あそび教室

Kid's English」を行っています。教師

との触れ合いを通じて、英語や異文化

に触れ親しむことを目的にしていま

す。



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

私 幼保連

携型認

定こど

も園

和田学園

（正満寺保

育園、若穂

幼稚園）

○仏教精神のも

と、健やかな心

身の発達と良き

社会人となる基

礎を育む。

○仲間と力を合

わせ、体験を通

して、自分を信

じ、たくましく

前向きに生きて

いく力を育て

る。

○経験を通じて、体得できるよう、環境を整

え、ひとりひとりの個性を尊重し「知育（あ

たま）・徳育（こころ）・体育（からだ）・

食育（しょくじ）」の総合教育によって、子

どもがバランスよく成長するための援助をす

る。

○安全で安心して生活でき、子どもたちが他

者に支えられているという安心感に包まれ

て、自分を十分表現できる環境を整え、家庭

と協力し、保護者の皆様の気持ちを理解し、

寄り添い、共に大切な子どもを育てる。

・仏教の教えのもと「明るく（天地の恵によ

る様々な「いのち」を頂くことによって自ら

の命の存続に気付き、その恩恵に感謝し、自

らの命を大切にし、また他を思いやる優しい

子どもを育てる）、正しく（自ら考えて行動

でき、力いっぱい最後までやり遂げる子ども

を育てる）、仲良く（豊かな心で素直に表現

でき、健康でいきいきと仲良く遊べる子ども

を育てる）」過ごし、色々な人との関わりを

通じ、人間としての根っこ （根幹） をしっ

かりと育てる。

・明るく・・・恵みに感謝する心

　　　　　　「いのち」を大切にする心

　　　　　　　他を思いやる優しい心

・正しく・・・自ら考えて行動できる

　　　　　　　友達と知恵、力を合わせ力

いっぱい頑張り最後までやり遂げる

・仲良く・・・小さくとも社会の一員とし

て、礼儀作法、マナー、善悪の判断ができる

　　　　　　　豊かな心で素直に表現できる

　　　　　　　健康で生き生きと仲良く遊ぶ

・幼稚園と保育園の機能を併せ持つ

認定こども園

・0歳から就学前の子どもの成長・

発達について連続性を考慮し、さら

には就学後を見据えた保育・教育の

実施

・複数担任制でのきめ細やかな保

育・教育の実施

・音楽、英語、体育の専科講師によ

る楽しい活動

・自園給食

　自園設置の給食施設で、自園の栄

養士と調理員による、安心で温かな

給食の提供

・栄養教諭による子どもたちへの栄

養指導

・おひさま畑、おひさま田んぼでの

農作物の栽培収穫

○食育

・おひさま畑（自園農場）での野菜の

栽培収穫、そしてそれを頂くことによ

り天地の恵みに気付き感謝し、好き嫌

いを言わず残さず頂く心を育ててる。

・伝統的な食とのふれあい

・農作物の栽培、収穫を体験し、それ

を給食材料として「食す」ことを通

じ、天地の恵による様々な「いのち」

を頂くことによって、自らの命の存続

に気付き、その恩恵に感謝をし、好き

嫌いをせず食べる。

・昔からの伝統行事等に触れ、それに

まつわる、地域ならではの食べ物を祖

父母等と一緒に作り、食べる機会を設

け、伝統文化を肌で感じ、大人と共に

行動し覚えていくことを大切にする。

・食事マナーを覚えながら、楽しく、

食事ができるようにする。

○社会参画事業

・鼓笛隊の地域の祭礼や式典への参加

を通じて、社会参加の意識を高める。

・老健施設等への訪問

・公的機関への御礼訪問

・駅舎清掃



施設 園名称
教育・保育理念 基本方針 目標（目指す子ども像）

特色ある取組等 その他事項（食育の取組、地域との協働など）

施設の運営方針

私 幼保連

携型認

定こど

も園

円福学園

円福幼稚園

(3～5歳児)

・豊かな心を育む

・元気な体に育てたい

・正しいしつけを与えたい

・創造する能力を開きたい

・命を尊ぶ心、思いやりの心、助け合う心、

感謝する心を持った子ども

・忍耐強くたくましい子ども

・仏教の教えにより、祈りや感謝の心を持

ち、はきものをそろえるなどの正しいしつけ

が自然に身についた子ども

・能力が自然に引き出され、遊びを通して楽

しく取り組み、大きく能力を開花した子ども

幼保連携型の認定こども園として、

就学前の教育・保育を一体として捉

え、一貫して仏教の精神を根底に据

えた全人教育を全人保育間で伸ば

し、５年間の一貫保育・教育を行い

ます。合わせて子育て支援に力を注

ぎ、子どもと共にある子育ての幸せ

を深めます。

円福おひさ

ま保育園

(0～2歳児)

・元気な体に育てたい

・やさしい思いやりのある心を育みたい

・子どもと共にある子育ての幸せを深めたい

・安心・安全・清潔なぬくもりのある施設で

子どもたちに細やかな愛情を注ぎ、健やかに

育つ

・好き嫌いをなくし、丈夫な体の子ども

・基本的な生活習慣が身につく子ども

・たくさんの愛情と良い環境の中でやさしい

思いやりのある心を育んだ子ども

・子育ては親育てです。子どもの成長を共に

喜び、共に深めるために園と家庭との連携の

中で安心して育つ子ども

私 幼保連

携型認

定こど

も園

信濃ひまわ

り幼稚園

（信濃ひま

わり幼稚

園・信濃ひ

まわり保育

園）

子どもの命を守

り心を育む保育

を行う。

　「幼年時代は黄金時代である」という考え

の下、こどもの「基本的な願い」を満たし、

愛をもって安全に生命を守り育みます。

　一人ひとりを大切にし、人間性を全面的・

調和的に発達させることを常に念頭に置き、

自立心、自律心を養います。

○「ひまわりのように明るく元気な子ども」

に育つことが目標です。

・一人ひとりの子どもがそれぞれ自分のペー

スで一歩一歩成長していく力を育む。

・安全な環境の中で元気な心と体を育てる。

・一人ひとりのこどもが日々の生き生きとし

た生活の中で、自己発展力（＝よく生きる

力）を伸ばす。

1.すべての先生が一人ひとりの園児

に関わる、ティーム保育を行いま

す。

2.保育園を含めた認定こども園にな

り、0歳からの幼児教育を行いま

す。

3.園児一人ひとりの食育を考え、美

味しい自園給食を行います。

4.「預かり保育」「延長保育」を行

います。

5.エムウェーブや公園への散歩等、

充実した園外保育を行います。

・交通安全、運動会、クリスマス会な

どを通して地域との交流を図ります。

＜幼稚園＞

・未就園児サークル「ぴーなっつくら

ぶ」と園開放を行います。

＜保育園＞

・毎週火曜日に園開放を行います。

・「一時預かり」を行います。（離乳

食、アレルギー食にも対応）

・園内外の環境に力を入れ、森や川、

築山等、園庭には自然が溢れていま

す。

・幼稚園祭では地域に開放し、大勢の

地域の方々が来園します。

　園児たちの祖父母参観、老人施設へ

の慰問、地域のお年寄りにも手作りの

プレゼントをしています。

・当園の農園おひさまファームでは無

農薬のお米作り、野菜作りを行ってい

ます。野菜作りなどの体験を通して、

感謝の心が育ち、野菜が大好きになり

ます。

・当園の給食は食の安全食育を重視し

た自園給食です。調理と栄養管理は、

㈱ミールケアに依頼し、地元農家との

契約栽培の安心な野菜を使い、全ての

食材は生産者及び産地等を確認した安

全な食材です。心のこもった暖かで作

りたての給食で子どもたちにとって

「楽しい食事」を目指しています。ア

レルギーのお子さんの対応をしていま

す。

仏教の精神に基

づき、み仏さま

から授かった子

どもたちの天真

爛漫な心と生ま

れながらの個性

を尊重し、敬う

心、感謝の心、

思いやりの心を

育み、善悪がわ

かり友だちと和

し規律が守れる

調和のとれた全

人教育を進めて

います。


