プレ幼稚園（２歳児）
「ひなぎくグループ」
こころとからだの両面が、乳児から幼児へと大きく育つ２歳児の時期に、少人数で
個々の育ちを大切にしながら、友だちと遊びを広げていきます。
コース

曜日・時間

入会金

月額

週２日間コース ①

月・木曜日 9：00〜11：30

1,000円

9,000円

週２日間コース ②

火・金曜日 9：00〜11：30

1,000円

9,000円

週４日間コース

①、②の両方に参加する

1,000円

16,000円

1925年 創立
日本キリスト教団 須磨教会附属

千鳥 幼稚園

※８月は長期休暇ですので、保育料は必要ありません。

親子サークル「こひつじ」
・
「ひよこ」
未就園児 1歳児クラス・２歳児クラスの２つの親子サークルがあります。
クラス

曜日・時間

入会金

月額

1 歳児

月曜日（月３回） 9：15〜10：15

1,000円

1,000円

こひつじ ２歳児

月曜日（月３回）10：30〜12：00

1,000円

1,000円

ひよこ

※８月は休会です。

地域と共に
園庭開放
水曜日は地域の方対象に園庭開放を行っています（無料）
。

こひつじ文庫
須磨教会が行っている本の読み聞かせのプログラムです。在園児、卒園児が多数参加
しています。また、入園前のお子さんも参加できます。予約などは不要です。お気軽に
いらしてください。

地域の方とのふれあい
子どもの日・花の日礼拝、収穫感謝礼拝の時にはそれぞれの翌日、お花や果物を持って
交番や医院、施設などを訪問しています。

須磨教会 理念

「幼な子らと共に」
入園説明は、下記の電話かメールアドレスにご連絡をお願いいたします。
日本キリスト教団須磨教会附属

千鳥幼稚園

〒654 ‒ 0072 神戸市須磨区千守町1丁目3番 21号
078 ‒ 733 ‒ 2825（どのようなことでも、お気軽にお電話ください）
https://chidori-yochien.com
suma@chidori-yochien.ed.jp

千鳥幼稚園 理念

神さまに守られて共に育つ（インクルーシブ保育*）
神さまに愛されて『光あれ』
＊インクルーシブ保育（インクルーシブ＝包み込むこと）
発達がゆっくりなお友だちや国籍が異なるお友だちが共に学ぶ 教育的システムのことです。

千鳥 幼稚園

山陽 須磨寺

山陽 須磨寺駅から徒歩3分
山陽・JR 須磨駅から徒歩7分

ことに重点を置いています（共生できる社会へつなげる就学前の保育環境）。

山陽 須磨
国道 2 号線
← 姫路

千守交差点
JR 須磨

それぞれの個性に合わせてケースバイケースの配慮を受けながら、誰もが共に学びあえる

大阪 →

異年齢児保育を取り入れた、共に育つ保育を大切にし、実践しています。

1

千鳥幼稚園 のキリスト教 保育とは（千鳥幼稚園 理念）

2

私たちは、子どもも大人も皆、
神さまに愛されている存在です。

3

子どもたちを取り巻く全ての人々（園児の

私たちは、神さまが愛してくださる
かけがえのない子ども、
一人ひとりを大切にします。

私たちは、神さまの愛に応え、
喜びと感謝を持って毎日を過ごします。

ご家族・幼稚園の職員・須磨教会に関わ

千鳥幼稚園に通う子どもたち、一人ひとりの

自分を信じて自己肯定感につながる保育を実践

る方・こひつじ文庫の方・地域の方）
から、

あるがままの姿を受けとめ、それぞれの個性

しています。

共に愛され、守られています。

を尊重し大切にしています。様々な「遊び」

年間行事
4

異年齢で過ごす園での一日
5

6

月曜日

始園式

親子遠足

子どもの日・花の日礼拝

入園式・進級式

保育参観日

歯科検診

いちご狩り
（年長児）

内科検診

「神さまに愛されて、見守られ、友だちと共に育つ」

（好きな遊びを友だちと一緒に）

耳鼻科検診

7

の経験を基に「知る・考える・力を合わせる」

お泊り会（年長児）

ことを学んでいきます。

サマーフェスタ

8

夏休み

9

始園式

終園式

『神は愛です。愛にとどまる人は、神の内に
とどまり、神もその人のうちにとどまってくださ
自然の中での体験が
学びの機会として活かされています。

4

私たちは、他の人もまた、
神さまから愛されていることを知り、
人を思いやる心を育てます。

います』
（ヨハネの手紙Ⅰ ４章16節）

5

10

日々の遊びを通して、
さまざまな葛藤とも向き合いやり遂げることが、
達成感となり、自己肯定感に繋がります。

自分たちで育てた野菜を
毎週水曜日にクッキングをして食べます。
自然の恵み、命の恵みに支えられて
生かされています。

異年齢 保育により育まれる
主体性・自己肯定感・多様性
異年齢で交流する時間を大切にし、一日を通して異年齢グループで過ごしています。
子どもたちは主体的に好きな遊びを好きな場所で楽しみ、教諭全員が、異年齢・クラス
の垣根を越えて、一人ひとりのことを情報共有します。担任以外の教諭に見守られ寄り

運動会

11

収穫感謝礼拝

いもほり遠足

12

遂げた達成感によって生まれる「自己肯定感」、互いの良いところや性格を認め合う
「多様性」を築いていきます。これが、理念である「インクルーシブ保育」です。
私たちは、ぶどうの木のように
土の中に根を張り、成長し、実を結びます。
ぶどうの実 一粒一粒つながって互いを理解し
思いやりをもって育ってほしいと願っています。

千鳥幼稚園の
子ども像

大地に根を張る大樹 のように

1

2

木（子ども）が育つために必要な「大地の固さ・土の量・土の栄養分」は、子どもを取り

始園式

人形劇鑑賞

さよならパーティー

正月あそび

生活発表会

ありがとうの会

巻く大人の存在に置き換えることができます。大地である大人が、それぞれの木（子ども）
に合うように愛情を込めて、栄養や水を注ぎます。
様々な経験が成長につれて、太い幹になり、枝が伸びて枝分かれし、葉が茂ります。それ

終園式

ぞれの木には個性が現れ、得意分野・不得意分野が出てきます。一本一本の木は花を
咲かせ実を結び、それぞれのあじわいが出て、大樹へと成長していきます。
千鳥幼稚園では、園児一人ひとりの個性を知り、理解して支え、ご家庭と協力しながら
見守ります。それぞれの行動のプロセス（過程）を尊重し、いのちの営みとこころの動きを
大切にしていきます。

一人じゃないよ。
いつも友だちと
神さまが、
共におられます。

イム、美しい 音 色 が ひびきます
トーンチャ
子どもたち一人ひとりに名前があるように、トーンチャイムにも一つ

五感を使って感動する体験を大切にしています。
（すみれ組年長児）

友だちと様々な楽しさを
共有できる時間です。

1 1 : 45 昼食

（雨天：室内遊び）

（預かり保育の子どもたち）

食後の歯磨き
12 : 20 自由遊び

13 : 30 帰りの会
14 : 00 降園
のびのびルーム

（預かり保育の子どもたち）

18 : 00

18 : 00

保育概要
保育時間
〔月曜日〕9：00〜11：30
〔火・水・木・金曜日〕9：00〜14：00

昼食

して悩み、考え、やがて理解し合い「共に生きる」こと

いいな

11 : 30 降園
のびのびルーム

他に毎月避難訓練、お誕生日会、体育指導、子育て講演会、コンサート、保護者の活動・サークルも行っています。
また、個人懇談、クラス懇談があります。

合わせて奏でる。そして、美しいハーモニーをつくり出す。

って

1 1 : 00 外遊び

子どもたちの園での姿を見ていただく機会として、毎学期、保護者の方の保育参加があります。

知っていきます。たくさんのぶつかり合いや葛藤を通

友だち

11 : 00 帰りの会

卒園式

友だちが奏でている音色を聴いて・周りを感じ・自らが友だちに

したいと思っています。

10 : 30 課題のある遊び

3

友だちと遊ぶ中で子どもたちは自分と他者の違いを

しさ、喜びを味わうまでの「道すじ」
「過程」を大切に

10 : 30 課題のある遊び

終園式

ずつに名前があります。

を学んでいきます。認め合い、力を合わせることの楽

（好きな遊びを友だちと一緒に）

10 : 00
10 : 1 0 朝の会

焼きいも

年上のお友だちのしていることをお手本にして集団ゲームを楽しんで、新たな遊びを伝え
そのような関わりの積み重ねから、自分で考え行動する「主体性」、ひとつのことをやり

火・水・木・金曜日
9 : 00 登園
持ち物の用意
自由遊び

10 : 00 幼稚園礼拝
10 : 10 朝の会

クリスマス礼拝・お祝いの会

添ってもらうことで、周囲の大人への信頼感が育まれていきます。
合う・遊びに協力し合う・苦手なことは得意な友だちから助けてもらう姿が見られます。

9 : 00 登園
持ち物の用意
自由遊び

〔火・木・金曜日〕弁当

希望により、家庭料理「いっぽ」のお弁当を取ることもできます。

〔水曜日〕子どもたちがクッキングを楽しんで昼食を作ります。

体育指導
毎週木曜日
保育 終了後にコスモスポーツクラブの課外活動を希望者の方
対象に、幼稚園ホールで行っています。

預かり保育（のびのびルーム）
8：15〜18：00
夏休み・冬休み・春休み期間に希望される方は、申込みを、休み
に入る前にお願いしております。

子育て相談
経験豊かな教諭と保護者の気軽なお茶会があります
（参加自由）
。
また、在園児以外の保護者の方の個別相談も受け付けています。

入園について
ご両親が働いておられる場合、新２号認定の申請も可能ですので、
ご相談ください。

