
（⽇々の活動）

（体幹あそび）

（英語あそび）

（⾳楽あそび＆リトミック）

（サッカーあそび）

（地引網体験）

（収穫体験・⾷育体験）

⼦どもたちの可能性を広げる幅広い活動-１

教育⽬標の『遊び＝学び』をもとにお友だちや先⽣
たちと⼀緒に遊べる喜び、幼稚園に通うことが楽し
くなるよう活動を考えて実践しています。
⼦どもたちがたくさんの遊びの中から⾃分の「楽しい」
や「好き」を⾒つけながら『⾃ら考える⼒』『⾃⽴する
⼼』『社会性』を育んでいきます。

運動指導者＆発達育児アドバイザーとして札幌市内
で運動指導を中⼼に活動している講師を招いて、
「⾛ったり」「跳ねたり」⾝体を動かすことが⼤好き
なこの時期に多様な動きを取り⼊れて、⾝体の⼟台を
強くし、運動能⼒を⾼めていくプログラムを実施。
『やってみたい！』という気持ちがチャレンジする経
験となり、『できた！』という⼩さな成功が積み重なり、
⼦どもたちの⾃信につながります。

〜⼦どもの興味の引き出しを増やす〜

コンサドーレ札幌の選⼿をコーチとして招き、みんなで
サッカーボールを追いかけます。蹴って、⾛って、遊ん
でいるだけで、協調性・協同性・譲り合いの⼼が芽⽣え、
⾝体的には「バランス感覚」が養われ、同時に不⾜して
いると⾔われている脚⼒の強化を図っております。
男の⼦も⼥の⼦も⼀⽣懸命ボールを追いかけて、楽しく
活動しています。

ネイティブ講師を招いて「英語で遊ぶ」をテーマに歌や
ゲーム等を⾏います。
英語のみの時間で、ネイティブな英語に⽿を慣らしたり、
話したり、ダンスをしたりと楽しみながら、英語に触れ、
国際交流をすることで⼦どもの豊かな⼈間関係を育んで
います。遊びの中から⾃然に英語を⾝につけていきます。

ヤマハ⾳楽スクール認定講師を招いて「楽しく⾳楽」と
触れ合いながら基本的な⾳楽能⼒やリズム感、表現⼒を
伸ばします。それだけではなく、⼦どもたちが、個々に
持っている潜在的な創造性・注意⼒・思考⼒なども引き
出す『リトミックの⼿法』で、⼦どもたちの⼼と⾝体に
合わせた年齢別のカリキュラムで⾏っています。
年中組以上では、⼩学校で必須となる鍵盤ハーモニカを
使⽤する時間も設けております。

⽯狩の浜に⾏き、⼦どもたちみんなで地引網を引きます。
ずっしり重い網を「よいしょ！よいしょ！」と声を合わ
せて⼀⽣懸命引くと、ピチピチと驚くほどの数のお⿂が
姿を現します。採れたてのお⿂をみんなで触って楽しん
だ後は、近くの防災公園で唐揚げにして「試⾷会」。
⾃分たち苦労して獲ったお⿂の味は最⾼！
みんな「おかわり！！」の嵐。普段お⿂をあまり⾷べない
⼦たちも⾃分で獲ったお⿂は別のようで、いっぱい⾷べる
⼦どもたちが増えます。

「イチゴ狩り」「さつまいも掘り」「とうもろこし収穫」
と学年別にみんなで畑に⾏き、収穫体験を⾏います。
⼤⾃然の中で広がる畑で、出来たばかりの野菜や果物を
⾃分たちで収穫。普段スーパーなどでしか⾒た事がない
⼦どもたちは⼤喜び。
年⻑さんは、
秋には「カレーライスづくり」冬には「お味噌づくり」が
あり、⾷に関わる体験を通じて、「⾃然環境」「⽣命」を
考えていきます。

（⾃然体験）
「春探し」「夏探し」「秋探し」「冬探し」と幼稚園を
⾶び出して、⾃然あふれる公園や川、海など四季の変化を
⾃ら体験し、で⾃然の素晴らしさや神秘を⾒つけ出し
⾃然との関わルコとによってさまざまな感性やインスピ
レーションを感じていきます。
幼少期における⾃然体験は本来⼈間が持っている五感を
刺激し、好奇⼼をはぐくみ、感動を知り、豊かな
感受性の発達をうながす基本的な要素と⾔われて
おります。



（⾏事：新⼊園児歓迎会）

（⾏事：お誕⽣会）＊保護者様⾒学可

（⾏事：春の遠⾜）

（⾏事：運動会）＊保護者様⾒学可

（⾏事：収穫体験 いちご狩り）

（⾏事：収穫体験 とうもろこし）

（⾏事：⾷育・カレーパーティ年⻑）

⼦どもたちの可能性を広げる幅広い活動-２

新しく⼊園してきたお友だちを在園児みんなで
歓迎します。在園児から歌や踊りのプレゼント。
先⽣からは「育英幼稚園での過ごし⽅」「お友だちの
作り⽅」など⼈形劇で教えていただきます。

毎⽉⾏われる「お誕⽣会」。
開催⽉にお誕⽣⽇を迎える園児たちを在園児みんなで
お祝いします。
⾃分の名前、将来なりたいことなどとても緊張するけど、
みんな元気にしっかりステージから発表いたします。
お誕⽣会が終われば教室に戻って「バイキング給⾷」
好きなものをたくさん召し上がれ！

〜⼦どもの興味の引き出しを増やす〜

年少組さんは「いちご狩り」。
みんなでいちご畑に⾏き⾃分たちで美味しそうないちごを
探して好きなだけ⾷べます。畑にはいちごがいっぱい。
いちご畑を初めてみる園児ばかり。
『真っ⾚な苺が美味しいよ！」農家さんに教えていただい
て⾃分たちで収穫。
普段スーパーなどでしか⾒た事がない⼦どもたちは⼤喜び。

近くの公園に歩いて⾏きます。交通ルールを先⽣から教え
ていただいて、みんなで並んで進みます。
「右⾒て、左⾒て、も⼀度右⾒て」⼿をあげて横断歩道を
渡ります。歩道ではふざけないで！無事公園に到着したら
遊具や広場で思いっきり遊びます。
お昼はみんなで揃ってお弁当を⾷べます。
「お部屋で⾷べるより美味しいね。」
遊びや⾃然の中からいろいろな体験を経験していきます。

成⻑期の⼦供にとって、外へ出て遊んで体を動かすことは
体⼒をつけるために⼤切な仕事です。運動会は毎年の⼦供
の成⻑が感じられます。個⼈競技だけではなく、クラスや
チーム単位の競技、遊戯など⼈と協⼒して達成感・連帯感
を得ます。育英では、クラス対抗リレーは全員で⾛ります。
運動会に向けての練習から本番までの過程を通して
⼦どもたちは⽇常の⽣活の中にはない⾏事ならではの
たくさんの経験や感情を得ることができます。

さとらんどに⾏って「とうもろこし収穫」
⼤⾃然の中で広がる⾃分の背丈よりも育っている
とうもろこし畑に⾏き、収穫体験を⾏います。
「どのとうもろこしがいいかな？」美味しそうな
とうもろこしを⾒つけて「ポキッ」
収穫したてのとうもろこしは⽣でも⾷べられました。
びっくりするほどの⽢さにみんな感激！

カレー作りに必要な材料をみんなで考えてリストアップ。
「お⾁、じゃがいも、にんじん、⽟ねぎ、カレールー」
あ、「隠し味は何にする？」みんなで決めてスーパーに
買い出し。材料探し班、かご持ち班、会計班と役割分担。
材料を切って⼤きな鍋で作りました。「美味しくな〜れ」
出来上がったカレーを園庭でみんなそろって⾷べます。
あれ？にんじん⾷べている！
普段⾷べられない⼦もみんなで⾷べると⾷べられたり
します。

（⾏事：⼊園式）＊保護者様⾒学可
いよいよ幼稚園⽣活が始まります。
幼稚園は⼦どもがはじめて出会う学校です。
⼊園式は満３歳児は保護者様と⼀緒に⼊場します。
年少組さんからは、担任の先⽣に誘導していただいて
ホールに⼊場します。
最初はみんなワクワク！ドキドキ！
ご⼼配いりません。お⼦様たちはすぐにお友だちと
仲良く遊べるようになります。



（⾏事：お泊まり会）

（⾏事：夏まつり）＊保護者様参加可

（⾏事：秋の遠⾜）

（⾏事：勤労感謝 警察・消防署）

（⾏事：勤労感謝 郵便局）

（⾏事：ハロウィン）

（⾏事：発表会）＊保護者様⾒学可

（⾏事：クリスマス会）

⼦どもたちの可能性を広げる幅広い活動-３

普段通っている幼稚園に⼦どもたちが泊まります。
ほとんどの⼦が初めて保護者の元を離れて２⽇間。
郊外へのレクリエーションの後、夜ごはんやスイカ割り
・花⽕を楽しみ、さあ、寝る準備。パジャマに着替え、
洗顔、⻭みがきなど全て⼀⼈で⾏います。
保護者がいない環境でも⾃分で⾝の回りのことをするこ
と規則正しい⽣活習慣を送ること。共同⽣活において仲
間意識や協調性を養うことなどがねらいです。

夏休み期間中に⾏います。参加は⾃由ですが、先⽣⽅が
園庭内でいろいろなお店を出店します。
ヨーヨー、スーパーボールすくい、くじ引き、焼きそば、
ポテトフライ、フランクフルトなど。
「どれにしようかな？」「なに⾷べようかな？」
夏をいっぱい楽しみましょう。
過去には「新琴似⿓神のよさこい」や「国際情報⾼校の
ダンプレ」も来園していただきました。

〜⼦どもの興味の引き出しを増やす〜

郵便局で働く⼈たちに感謝を伝える勤労感謝。
クラスみんなで作った感謝の品物をみんなで届けます。
北郵便局⻑さんと郵便局の皆さん。
『いつも本当にありがとうございます』
感謝のお礼に⼦どもたちには郵便局の中や配達⽤のバイク
の⾒学と記念撮影をさせていただきました。

⼤型バスや園バスを利⽤しての秋の遠⾜。
⽬的地は円⼭動物園。
降園時間を遅くして、動物園内をじっくり⾒学。
ゆっくり⾒ると動物のいろいろな⽣体や不思議な動き等
を発⾒できます。ゾウさんの⿐の使い⽅やお猿さんのお
尻の⾊、キリンさんの⻑〜い⾸の動き、などなど。
お昼は動物園内の芝⽣の広場でお弁当。
帰りのバスはみんなスヤスヤ。
どんな夢を⾒ているのかな？

警察署や消防署で働く⼈たちに感謝を伝える勤労感謝。
クラスみんなで作った感謝の品物をみんなで届けます。
北警察署⻑さんと警察官の皆さん。北消防署⻑さんと
消防署の皆さん。
『いつも本当にありがとうございます』
感謝のお礼に⼦どもたちにはパトカーや消防⾞の⾒学
と記念撮影をさせていただきました。

お家から思い思いの格好に変装して幼稚園に登園します。
お姫様や海賊、ミッキーマウスやお医者さんなどの格好
をした⼦どもたちが幼稚園内に⽤意されたゲームコーナー
を巡りながらお⼟産をもらいます。お友だち同⼠、⾐装を
⾒せあったり褒めあったりと⾮⽇常を楽しみます。

発表会は、⼦どもたちが普段の⽣活を通して成⻑した様⼦
を保護者様に向けて発表する場です。⽬標を持って練習に
励むことや発表することで充実感や達成感を得られ、友だ
ちと⼀緒にやることの楽しさに気づき、共通の⽬的に向け
て協⼒する姿が⾒られます。満３歳クラスと年少クラスは
⾳楽に合わせてのダンス。年中クラスさんはオペレッタ。
年⻑クラスさんはみんなで考えた「ストーリー性のある劇」
を発表いたします。

１年を締めくくる「クリスマス会」育英幼稚園には毎年
⼦どもたちへのプレゼントが⼊った⼤きな⽩い袋を持って
サンタさんがやってきてくれます。サンタさんと抱き合っ
たり、⼀緒に記念撮影をしたりと思い出深い１⽇となり
ます。満３歳児クラスの園児たちには幼稚園からサンタ
クロースの⾐装が配られ、「ミニミニサンタさん」たち
がクリスマス会を盛り上げてくれます。
サンタさんからのプレゼントは何が⼊っているかな？
おうちに帰って遊んでくださいね。



（⾏事：もちつき会）

（⾏事：⾖まき会）

（⾏事：⾳楽発表会）＊保護者様⾒学可

（⾏事：雪遊び＆雪まつり体験）

（⾏事：みそづくり）

（⾏事：卒園学習旅⾏ 年⻑）

（⾏事：お別れ会）

⼦どもたちの可能性を広げる幅広い活動-４

⽇本では昔からお祝いの時にお餅を⾷べてきたという
⾵習がありました。
育英幼稚園の年始の恒例⾏事として⾏っております。
先⽣のお⼿本⾒せていただいたら、いよいよみんなの番
です。お友だちと⼆⼈で杵を持って息を合わせて協⼒し
合う喜びを感じながら餅をつきます。
「ぺったん。ぺったん。」「おいしくな〜れ」
つきあがったお餅はお昼に⾷べます。
⼦どもにとって楽しみな⾏事のひとつになってます。

「今⽇、⻤来るかな？」と不安そうに登園してくる⼦が
毎年いる「⾖まき会」。「⼤丈夫だよ。⻤が来たらみんな
で⾖をまいて⻤を追い出そう」と先⽣からアドバイス。
⻤が来ると「⻤は外、福は内」何回も⻤に向かっていく
⼦、泣きながらでも頑張って⾖をまく⼦。それぞれ精⼀
杯の頑張りで無事に⻤を教室から追い払います。
これで１年間、幸せに楽しく過ごせるね。

〜⼦どもの興味の引き出しを増やす〜

育英幼稚園⾷育の締めくくりは、冬に年⻑組さんが作る
「⼿作りのお味噌」。茹で上がった⼤⾖を⾖の形がなく
なるまで、みんなで潰して麹と塩によく混ぜ込みます。
美味しくできるかな？出来上がるのは、１年後。
幼稚園卒園して１年後、みんなで集まって、⾃分たちが
作って出来上がったお味噌の「試⾷会」があります。
メニューは「豚汁」とモロキュー。
⼤⾖と麹と塩だけで作った完全無添加のお味噌はとても
美味しいね。

サンプラザホール（客席数５５０席）で⾏う⾳楽発表会。
⼤きなホールでクラスごとで合奏・合唱を発表いたします。
⾳楽を聴く体験を通して曲の流れを感じ取り、イメージを
膨らませ、豊かな感性や創造⼒が養います。
⾃分で楽器に触り、⾳を出して遊びながら、⾳の違いを感
じとったり、表現したりすることを通して⾳に対する感覚
（⾳感）が育ち⼼を合わせて合奏することで参加する喜び
や充実感を感じ、友だちとの信頼関係が深まります。

（雪まつり⾒学）
「札幌雪まつり・つどーむ会場」に園バスに乗って
みんなで⾒学＆体験。雪で作られた⼤型滑り台で遊んだり
ミニ雪像を⾒学してから、会場内でお弁当⾷べます。
（雪遊び）
毎年冬の園庭は雪。雪。雪。⼦どもたちの元気な声と共に
かけ回っております。
また園庭内に「かまくら」「雪像」を作り、⼦どもたちの
フォトスポット＆憩いの場になっています。
「雪国で⽣まれて良かったね。」

育英幼稚園在園最後の⼤きな宿泊学習旅⾏です。
今まで⼀緒に通った年⻑組のお友だちと過ごす１泊２⽇。
年⻑組みんなで⼤型バスに乗ってスキー場に⾏き、思いっ
きり雪遊びを楽しんだ後、温泉付ホテルに宿泊。
温泉に⼊った後は豪華な⼣⾷。今まで頑張って幼稚園に通
ったみんなに幼稚園からのご褒美です。
⼩学校に⾏ったら、離ればなれになってしまうお友だちも
いるので思いっきり思い出を作ってください。
また、いつもは保護者に頼ってしまうことも⾃分だけで
頑張って挑戦することで⼤きく成⻑できます。

在園児にとって憧れの年⻑組さんとのお別れ会。
お兄さんお姉さんたちと思い出を振り返りながら感謝の
気持ちを持ってつくったものを渡します。
年⻑組さんは在園児及び幼稚園に対する感謝の気持ちと
進学への期待が膨らみながら、卒園式で歌う歌を披露し
ます。先⽣⽅の「お別れパフォーマンス」も毎年あり、
会場中が盛り上がります。
「年⻑組さん。今まで⼀緒に遊んでくれてありがとう」
「いつも助けてくれてありがとう」
「⼩学校に⾏っても頑張ってください」



（アフタースクール）＊課外活動

（英語スクール）

⼦どもたちの可能性を広げる幅広い活動-５
〜⼦どもの興味の引き出しを増やす〜

コンサドーレのコーチによる週１回のサッカースクールを⾏っています。
コンサドーレ札幌の選⼿をコーチとして招き、みんなで
サッカーボールを追いかけます。蹴って、⾛って、遊ん
でいるだけで、協調性・協同性・譲り合いの⼼が芽⽣え、
⾝体的には「バランス感覚」が養われ、同時に不⾜して
いると⾔われている脚⼒の強化を図っております。
男の⼦も⼥の⼦も⼀⽣懸命にボールを追いかけて、楽しく
活動しています。⽬指せ！ Jリーガー！

サッカー、⾳楽などお⼦様の好きなカリキュラムを
さらに⾝につけられるよう「課外活動」を⽤意しております。

幼稚園内で⾏いますので、時間の⼼配等なく安⼼して受講できます。

⾳楽専任講師による週１回の⾳楽レッスン。
幼児科は電⼦オルガンを使ってのグループレッスン。
ピアノ科はピアノを使ってのマンツーマンレッスン。
⼦どもたちの⼼と⾝体の発達に合わせた学年別のカリキュラム
で⾏っております。

（コンサドーレ・サッカースクール）
＊年中〜年⻑＊ ＊保護者様⾒学可

（オルガン教室、ピアノ教室）
＊年少〜年⻑

準備中です。


