
令和３年度入園説明会

令和２年１０月８日
関東幼稚園２Ｆ大ホール
１０時００分～１０時４５分



１ 関東幼稚園の教育について

２ 課外活動について

３ 楽しい幼稚園の一日

４ 年間行事について

５ 預かり保育について

６ 給付認定申請について

７ 令和３年度募集要項

８ 送迎バスについて

９ ２歳児入園について

説明会内容



こどもたちの笑顔いっぱい



こどもたちの集中した顔



モンテッソーリ理念を取り入れ、一斉保育とのバランスが

とられた形態

具体的実践について

月１回の 「モンテッソーリ子どものへや」での活動があります。

様々な一斉保育と特色ある活動（ﾘﾄﾐｯｸ、ﾌﾟｰﾙ、造形指導、体育指導）

も体験できます。

月～金、自由あそびの時間は、子どもが園内の好きな場所（園庭、

教室など）で好きな活動を選びます。

関東幼稚園の教育について



モンテッソーリとはどんな人？
・１９世紀のイタリア生まれ （１８７０年～１９５２年）
・厳しい軍人の家庭で育つ
・女医さんから教育学者へ （特に障害児教育に力を注いだ）

・子どもの徹底した観察により、子どもには、人間
の発達に欠くことのできない敏感期という時期があ
ることを発見しました。さらにその敏感期に発達を
促すための教具も作りモンテッソーリ教育を確立
しました。

モンテッソーリ教育ってどんなもの？



・まわりの環境（見るもの、きいたこと、触ったこと
など）の多くを吸収しようとする時期のこと。

環境適応のための本能。

・「やってみたい」という熱い欲求にとらわれるのが
子どもの本来の姿です。

・「やってみたい」ということを実行することにより、
心の正常化が生まれ、その結果、自立→自律に
つながります。

敏感期とは？



じりつ（自立と自律）

「子どもにやりたいという気持ちを芽生えさせる」



子どもを成長させる
活動のサイクルとは？

「ひとりでできるように手伝って」

子どもがわかる「敏感期」
反抗期？いいえ敏感期です
①秩序の敏感期
②感覚の敏感期
③運動の敏感期

さまざまな「敏感期」を吸収する心

◎子ともは自立したがっている
◎子どもに上手に教える
◎脳と体の連携をつくりあげる
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全てに豊かで力強い子を育てる
～それぞれの子どもの発達段階を見つけだし個性を伸ばす～

年齢別教育目標
満３歳児 ・・・園生活に慣れ伸び伸びと生活する
３歳児 ・・・基本的生活習慣を身につける
４歳児 ・・・生活習慣を通して人の話を聞けるようにする
５歳児 ・・・自分を表現して相手を理解し、話を最後まで

聞けるようにする（小学校との関連より）

当園の教育目標



幼稚園教育要領

・幼稚園教育要領とは、文部科学省が定める幼稚園における

教育課程の基準。

⇒健康、人間関係、環境、表現、言葉の五領域に分けられ、

遊びを通して、学びの基礎を養います。

幼稚園教育要領と小学校教育

年長組
小学校への接続（アプローチカリキュラム）



モンテッソーリ教育の様子



モンテッソーリ教育の様子
（作品展）



『わんぱくノート』

園と家庭間の意見交換を行うノート

（声のキャッチボール）

『心のこもった手づくり』

職員が心を込めて手づくりで製作

一斉保育に用いられる手づくり教材



『わんぱくノート』



・『年長組のプール指導』

・『体操指導』

・『造形指導』

・『リトミック』

・『園外保育』

・『給食』

・『絵本コーナー』

一斉保育時に受けられる
特色あるプログラム





一斉保育の様子

湘南台公園へ



一斉保育の様子



一斉保育の様子



水遊びは楽しい！ 気持ちいいな！

一斉保育の様子



一斉保育の様子



・８:３０～１０:００ 登園、自由遊び 『おはようございます！』

みんなニコニコ元気な挨拶

・１０:００～ 日直さんによる当番活動 当日のメインになる活動

（音楽、製作、歌、造形、体操など）

楽しい幼稚園の一日の始まりです。

・１２:００～ ホカホカ栄養たっぷり。何でもモリモリ食べるよ。

楽しい給食の時間です。

・１３:００～ 自由あそび（晴れた日は、外あそび！！）

降園準備。

・１４:００～ 一人ひとりスキンシップをして、また あした！

・１４:００～１８:３０ 預かり保育。

楽しい幼稚園の一日



年 間 行 事 （４月～９月）

４月
始業式 入園式
保護者会

５月 いちご狩り
歯ブラシ指導
歯科検診 内科検診
体操参観

６月 虫歯予防デー
じゃがいも堀り
保護者参観
園外保育

７月 プール開き
七夕まつり 園外保
育
終了式 同窓会
夕涼み会 宿泊保育
個人面談 保護者会
幼稚園開放

８月 夏季保育 ９月 始業式
老人施設慰問
園外保育



年 間 行 事 （１０月～３月）

１１月 願書受付
園外保育 七五三
体操参観

１０月 大運動会
入園説明会
さつまいも堀り

１２月 生活発表会
個人面談 終了式

１月 始業式
餅つき

２月 マラソン大会
豆まき 作品展
保育参観 卒園遠足
ドッヂボール大会

３月 ひなまつり
お別れ会 進級遠足
終了式 卒園式



①サッカークラブ・・・・・毎週金曜日 １４：１０～

②スポーツクラブ・・・・・毎週月曜日 １４：１０～

③ピアノ教室・・・・・・・曜日、時間は相談に応じます

④チアリーディング・・・・毎週木曜日 １４：００～

⑤ＥＣＣ英語教室・・・・・毎週水曜日 １４：１５～

⑥ふでともかきかた教室・・毎週月曜日 １４：００～

⑦造形教室・・・・・・・・毎週月曜日 １４：００～

⑧未就園児教室・・・・・・年間７回土曜日 １０：００～

（詳細についてはお問い合わせください）

課外活動について



給付認定について



給付認定について



給付認定について



毎月の納入金



・ 当園は、横浜市型預かり保育を実施しており、保護者 のニーズによって、
２通りの預かり保育を実施しております。

※保育時間
市型預かり 月～金 １４：００～１８：３０ 土 ７：３０～１５：３０
一時預かり 月～金 １４：００～１８：００ 土 ７：３０～１５：３０

※利用料
市型預かり 無料 （保護者の２号認定が必要となります）

但し、施設利用料 月額1,000円
一時預かり 平日 １４：００～１８：００まで １時間 ３００円

土曜日(祝日を除く) １時間 ５００円
（詳細はお問合わせください）

預かり保育について



・願書配布 令和２年１０月１５日（木） ＡＭ９：００より

・募集人員 ３年保育 ５０名 ２年保育 若干名

・入園説明会 令和２年 ９月２３日（水） ＡＭ１０：００～ＰＭ１０：４５（終了）

令和２年１０月 ８日（木） ＡＭ１０：００～ＰＭ１０：４５

・願書受付 令和２年１１月 １日（日） ＡＭ９：００～ＰＭ２：００

・給付認定申請 後日お知らせします

・体験入園、教材販売（前日までに郵便振替にてお支払下さい）

令和 ３年 ２月 １日（月） ＡＭ１０：００～ＰＭ１２：００

ＡＭ１０：００～ＡＭ１０：１０ 受 付

ＡＭ１０：１０～ＡＭ１０：４０ 説明会

ＡＭ１０：４０～ＡＭ１１：２０ みんなであそぼう

ＡＭ１１：２０～ 教材・制服販売

令和３年度募集要項



★1号車

現在の送迎バスコース

★２号車 ★３号車

※１１月１日入園手続き当日

にバス申込み受付。

※バスの現在地⇒バスナビ

かんたんメール⇒欠席連絡、緊急連絡

携帯電話で見れる、情報サービス実施！



この後は、お手元の資料で
説明を続けます。


