
草津市の保育・幼児教育の現状と内容 

 

Ⅰ．私立幼稚園の保育・幼児教育の現状と内容〔実例：信愛幼稚園〕 

１．保育・教育内容の現状について 

（１）開設時期 

    大正１１年（１９２２）年 １２月 
 
（２）建学の精神 

    キリスト教人間観に立って、おさな子たちを「人」として養育すること 
 
（３）開設時から継承してきた保育・教育方針 

    子どもたち一人ひとりの個性を尊重し、明るい人生の姿勢を育むこと 
 
（４）教育理念 

     
 『こども一人ひとりが持っている〈かけがえのなさ〉というものを大切にしたい』 

 

   ひとりひとりの、こどもの個性なり独自性の発見と注目、このような視点からこどもと交わり、その成 
長に仕えつつ、こどもから多く学ぶべきことを学んで、共に成長しようという姿勢をいつまでも堅持した 
い。信愛幼稚園の園児について、よく｢おたくのこどもたちは、明るいですね。｣という声をかけられる。 
このような嬉しい評価は他にはない。こどもたちがこのように生き、育ってくれることこそ、心からの 

願いである。もし、こどもの精神の深い所で、何か人間として明るく輝くものが欠けていては何にもなら 
ない。ここで、こどもたちは、ひとりで遊ぶより友だちをつくり、仲間をみつけ共に遊び学ぶことのほう 
がどれだけ楽しいことかを、自分の心と身体全体で学びつつ、人間社会についての基本的な学びと経験を 
積んでいくものである。 
 

   以上のことを踏まえて、信愛幼稚園は、キリスト教信仰と人間観に基づき、 
    １．ヒューマニズム教育 

    ２．主体性の教育 

    ３．平和の教育 

  の、３点のことを教育理念として掲げ、その実践に精励している。 
 
（５）保育・教育カリキュラム(平成２４年度年齢別) 

    (別紙) 
 
（６）特色ある保育・教育活動 

  ○「ぶどうの木文庫」 
    児童文庫「ぶどうの木文庫」（＊現在２０００有余冊）を設け、こどもたちに本との出会いをおこ 
   す試みを行っている。 
 
  ○「子育て支援母親講座」 
    保護者が子育てを楽しむことができるために、共に子育てをしていきましょうと働きかけ、月に１回

園長による教育講演会を開催している。 

資料１ 



（７）主な年間行事とディリープログラム（１日の流れ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．運営面について 

 (１)年齢別学級数、在籍数等                        (Ｈ２４．１０．１現在) 

年齢・学級名  在籍数 担当職員数（担任数） 補助教員（保育時間の間） 
３歳児 ちゅうりっぷ１組 ２７ ２ １ 

ちゅうりっぷ２組 ２６ ２  
４歳児 ばら１組 ２８ １ １ 

ばら２組 ２７ １ １ 
５歳児 ゆり１組 ２２ １ １ 

ゆり２組 ２２ １  
合計 ６学級 １５２ ８ ４ 

  
(２)職員体制           (３)保育時間 

 職名 人数  ①保育時間 
園長 １人      月・火・木・金   ８：５０～１４：１０ 
副園長 １人      水         ８：５０～１１：４０ 
主任 １人  ②預かり保育時間 
教諭 ８人          １４：１５～１６：３０ 
補助教員 ４人   
合  計 １５人   

 
(４)給食 

    週２回実施     火曜日・・・パンと牛乳給食   木曜日・・・お弁当給食 
 

(５)預かり保育      

・実施曜日と時間・・・月・火・木・金 夏休み１９日間 １４：１５～１６：３０ 
・預かり保育料・・・・１回につき５００円  
・対象者・・・・・・・希望者(近所に遊び友だちがいない、保護者がパート勤務している等) 
・預かり保育人数・・・毎回３０人程度 
 

(６)子育て支援についての取組み 

    こひつじタイム・・・未就園児対象    原則月２回  １０：００～１１：００ 

 
４月 入園式・春の遠足・家庭訪問 

り・ユニオン 
５月 内科検診・４、５月誕生会 
   図書館体験（５歳児） 
   ミニ運動会（３・４歳児） 
６月 歯科検診・花の日・防災訓練 
   人形劇（３歳児親子） 

プール・ ６、７月誕生会 
７月 プール 
   お泊りキャンプ（５歳児） 
   終園日 
８月 Day キャンプ（３・４歳児） 

作業 Day（３・４歳児） 
９月 運動会・入園説明会 
   ８、９月誕生会 
      
     
 

 
9：00   登園・朝のようい 
～9：20 (シール貼りなど) 
       自由遊び                       
9：45～ 体操 
     朝のあいさつ・お祈り 
10：30～ 設定保育 
11：30～ 外遊び 
12：00～ 昼食・自由遊び 
13：20～ お片付け・帰りの用意 
13：30～ 絵本タイム 
14：10  降園 
 
 
14:15～16:30 ぶどうの木 
      (預かり保育) 
 

 
10 月 祖父母参観・いもほり 
   秋の遠足・参観（５歳児） 
11 月 防災訓練・バザー 
   参観（３・４歳児） 
   １０、１１月誕生会 
12 月 クリスマス会 
    ｸﾘｽﾏｽ・ﾍﾟｰｼﾞｪﾝﾄ 
       ピスガ甲西訪問 
   (老人福祉施設)(5 歳児) 
１月 たこあげ大会・人形劇 
   １２、１月誕生会 
２月 防災訓練・発表会 
   １日入園 

お別れ合宿(５歳児) 
   ２、３月誕生会 
３月 お別れ会・大掃除・ 
   卒園式 

◇水曜日は 11:20～11:40 降園 

◇預かり保育は月・火・木・金 

主な年間行事 

 
ディリープログラム 

 



 

Ⅱ．公立幼稚園の保育・幼児教育の現状と内容〔実例：老上幼稚園〕 

１．保育・教育内容の現状について 

（１）開設時期 
昭和４４年（１９６９）年 １２月 

 
（２）保育・教育の方針（公立幼稚園共通） 

   各公立幼稚園においては，教育基本法、学校教育法、滋賀県学校教育の指針、草津市教育振興基本計画

等の法令及び上位計画、幼稚園教育要領の示すところに従い、教育目標を定め、幼児の心身の発達と幼稚

園及び地域の実態に即応した適切な教育課程を編成し、実証していくものである。 

 

（３）老上幼稚園教育目標とめざす幼児の姿 

         
      

を教育目標に掲げ、合言葉を 
           

        

とし、めざす幼児の姿を 

 

 

 

とし、具現化に向けて保育・教育に取り組んでいる。 

    

市南西部に位置している本園は、豊かな自然環境に恵まれ、学区内には「地域ぐるみで子どもを育ててい

こう」とする気風が満ち溢れている。恵まれた地域環境や人と人との結びつきを生かした地域協働合校、子

どもたちの心を揺さぶる環境づくり、一人ひとりの個性が輝き合う仲間関係を育む保育を展開している。 
また、保護者の方とともに人権・同和教育や特別支援教育に取り組むとともに、誕生会懇談や保育参加を

通して、保護者の方と密接な関係を図り、地域の皆様にも信頼される開かれた幼稚園づくりに教師一丸とな

って取り組んでいる。 
 就園前の幼児のための「ひよこ広場」（３歳児対象）や「水曜広場」を開催し、未就園児の遊びの場や保

護者同士の出会いの場づくりにも力を注いでいる。 

 日々の保育では、将来にわたって生きる力の基礎となる基本的な生活習慣や規範意識を身につけること、

一人ひとりのよさや可能性を最大限に伸ばすことに重点をおき取り組んでいる。 

 
（４）保育・教育カリキュラム(平成２４年度年齢別) 

    (別紙) 
 
（５）特色ある保育・教育活動 

  ○地域協働合校の趣旨を生かした活動 
    ・地域自然の美しさやすばらしさの体感、多様な人とのかかわりあいから「いのち」の尊さや人の温 
     もりを感じる体験（地域探検・老上ふれあい農業合校・小学校内にある保育所児との交流・小学生・

中学生・高齢者との交流・老上まつりへの参加・ふれあいもちつき大会等） 
 
  ※地域協働合校の趣旨とは・・・学校・家庭・地域・行政が協働し、あらゆる教育資源を生かしながら、

市全体で子どもを育成する。すなわち「"ＡＬＬ草津"で子どもを育てる」ことが草津市の方針である。 

本市では、地域協働合校の取り組みを通して、学校・家庭・地域の協働による、より良い子どもの学び

と育ちをめざしている。 

 

心通わせ合い、ともに育ち合う子どもの育成 

 

よく考え自分でやれる

子ども 

友だちを大切にし、力を合わ

せて仲よく遊べる子ども 

何事も最後までやりぬく 

子ども 

ひとみ輝く老上っ子みんな友だち仲間だよ、元気に遊ぼう老上っ子 



（６）主な年間行事とディリープログラム（１日の流れ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

２．運営面について 

 (１)年齢別学級数、在籍数等   (Ｈ２４．１０．１現在)    (２)職員体制 

年齢 学級名 在籍数 担任数 障害児加配教員数   職名 人数 

４歳児 ゆめ組 ２３ １ １  園長 １人 
ほし組 ２４ １ １  教頭 １人 
はな組 ２４ １ １  教諭 １１人 

５歳児 にじ組 ２８ １ １  管理補助業務 １人 
そら組 ２８ １   合  計 １４人 
つき組 ２８ １     

合計 ６学級 １５５ ６ ４    
  

(３)保育時間                  (４)給食 

     平日  ８：３０～１４：００          無 弁当持参 
 

 (５)預かり保育      
・実施曜日と時間・・・平日   １４：００～１５：３０ 
・預かり保育料・・・・無 
・対象者・・・・・・・①園児の姉・兄が在籍している小・中学校の授業参観等への保護者の参加時

間と降園時刻が重なる時 
②園児の妹、弟の市主催の乳幼児健診及び予防注射、療育の時間と降園時刻 
が重なる時 

③保護者が幼稚園にかかわるＰＴＡ研修に参加する時や保護者の急病や急 
 用等、保護者の子育て支援にかかわって園長が必要と認めた時 

 (６)子育て支援についての取組み 
    ・未就園児活動  ひよこ広場(年間６回 ３歳児親子 ５０組限定) 

・園庭開放    水曜広場(月２回程度) 在園児および未就園児 １４：３０～１６：００ 
    

 
４月 始業式・入園式 
   対面式 

家庭訪問    
５月 春のバス旅行 

内科検診 
春の運動会 

６月 歯科検診 
保育参観 
同和教育講演会 
プール開き 

７月 お楽しみ会 
   個別懇談会 
   始業式 
８月 始業式 
９月 幼稚園説明会 
   保育参観 
   同和教育講演会 
10 月 秋の運動会 

秋のバス旅行 
 

 
8：30～  登園・持ち物の始末・健康指導  
      飼育栽培活動 
9：10～  朝の会・当番活動 
 
9：40～  ◎中心活動 
 
10：40～  ○自分で選んでするあそび 

 
11：10～  後片付け 
11：30～  昼食準備・昼食・片付け 
 
12：30～  ○自分でやりたいことを選んで遊ぶ 

○グループや学級の友だちと遊ぶ 
 
13：20～  掃除・片付け 
13：40～  帰りの会・１日の振返り 
14：00     降園 
 
 
 

  
       
 

 
11 月 老上まつり 

リズム発表会 
12 月 お楽しみ会 

もちつき大会 
個別懇談会 
園内作品展 
大掃除 
終業式 

１月  始業式 
お正月会 
祖父母参観 
一日入園 

２月  生活発表会 
    お別れ会 
３月  園外保育 
    大掃除 

修了証書授与式 
   終業式 
        

主な年間行事 

 
ディリープログラム（一日の生活） 

 

※毎月の定例行事・・・誕生日会、保育参観、避難・防犯訓練 
           体重測定・お話会・絵本貸出 



Ⅲ私立保育園の保育・幼児教育の現状と内容[実例：草津大谷保育園] 
Ⅰ．保育・教育内容の現状について 

（１）開設時期       
S４３年 ８月１日～S５４年 ３月３１日無認可 

S５４年 ４月１日 認可保育所 

 

（２）開設(園)時の設立趣旨または建学の精神について 
     親らん聖人の教えを基本に、「真宗保育」を実践する 
 

（３）開設時から大事に継承されてきた保育・教育方針 
子ども、職員がともに育ちあうことを目指し、 ひとりの人間として大事に 
する 

 
（４）保育目標 
    『何事にも意欲を持って主体的に取り組める子ども』 

子ども一人ひとりが、遊びを通して物事を自分の事としてとらえ、自分からやっていく意

欲を持ち、まわりの人とのかかわりの中で楽しい一日を過ごすことが、幼児期の育ちの上で

大切なことである。幸い本園は田んぼに囲まれた自然の中にあり、この自然を生かして子ど

もたちの興味・関心を基底にした遊びを保育の主眼としています。 

・いきいきと生きる子どもを育てる 

・自らの力で自分の生活をきりひらく子どもを育てる 

・身近な自然や社会の恵みに感謝する心豊かな子どもを育てる 

・みんな仲良くする子どもを育てる 

 

（５）保育・教育カリキュラム(平成２４年度年齢別)  （別紙） 
 
（６）特色ある保育・教育活動 

○「子どもの心を解放する」遊び型保育 
○生活や遊びを通して学習する 

    ○３，４，５歳児異年齢融合保育 
Ⅲ．運営面について 

（１）．年齢別学級数、在籍数      （平成２４年１０月１日現在） 

年齢 学級名 在籍数 担任数 障害児加配職員数 
0 歳児 ひよこ組  ６ ２  
1 歳児 つぼみ組 １４ ３  
2 歳児 もも組 ２３ ４  
3 歳児 いちご組 ３１ ２ ２ 
4 歳児 ばなな組 ２０ １ ２ 
5 歳児 めろん組 ２４ １ ２ 
合計 ６学級 １１８ １３ ６ 



（７）．主な年間行事とデイリープログラム（1 日の流れ）  
 

         
4 月 入園式          
   健康診断 
5 月 園内花まつり 
   保護者と職員の会総会 
   同和教育講演会 
   卒園児交流会 
   個別懇談(4,5 歳児） 
6 月 春のバス遠足 
   家庭訪問(3 歳児) 
   給食試食会 
     個別懇談(0,1,2 歳児） 
7 月 プール開き 
   お泊り保育 
8 月 卒園児交流会 
   お盆休み 
   奉仕作業 
   園内地蔵盆 
   夏まつり 
9 月 祖父母参観 
    

   
10 月 運動会 
    秋のバス遠足 
11 月 造形展 
    園内報恩講 
12 月 奉仕作業 
      卒園児交流会 
1 月  もちつき大会 
2 月  おんがく会 
   涅槃会 
   入園説明会 
3 月 クラス懇談会 
   お別れ会 
   卒園式 
   修了式・進級説明会 
 

   
【0，1，2 歳児】    

7:30  早朝保育 
8:30 順次登園 
   室内遊び 
9:00  おやつ 

外遊び 
   室内遊び 
11:00 順次給食 
     

順次お昼寝 
      
     
15:00 おやつ 
 
16:00  降園 
16:15 長時間保育 
 
 
19:30 降園完了 

 
【3，4，5 歳児】 
早朝保育 
順次登園 

朝の準備 
戸外遊び 
片付け・うがい 

室内遊び 
片付け・給食準備 

給食 
（3 歳 12 月まで）  
お昼寝 
（4，5 歳） 
遊び 
おやつ 
降園 
長時間保育 
 
 
降園完了 
 

 
（２）職員体制                  （３）保育時間 

園長  1 人 
副園長 1 人 
保育士 ２３人 
事務員                    １人 
栄養士・調理師 ３人 
その他 ５人 

 
（４）給食 

・０．１．２歳児 完全給食 
・３．４．５歳児 副食給食  白ご飯持参 
・離乳食・除去食実施 

（５）子育て支援 
未就園児活動 年間 5 回 ・園庭開放年間 5 回 
・室内遊びの紹介、外遊び等季節に応じて保育士とともに遊ぶ。 
・保護者からの子育てについて相談等実施 

主な年間行事 デイリープログラム 

平日    ７：３０～１９：３０ 
土曜日   ７：３０～１７：００ 
 
延長保育 １８：３０～１９：３０ 



Ⅳ公立保育所の保育・幼児教育の現状と内容[実例：草津保育所 
Ⅰ．保育・教育内容の現状について 
（１）．開設時期       

S４６年 ４月 開設      Ｈ２年 5 月現在の地に全面移転改築 

（２）．保育・教育の方針（公立保育所共通）    

     家庭との連携を密にし、保育に欠ける児童の養護・教育を行い、社会生活を営むための人格

形成を図る。 
（３）．保育目標 
     家庭や地域社会との連携を密にして、子どもが健康、安全で情緒の安定した生活ができる寛

容を用意するとともに、子どもが現在を最もよく生き、望ましい未来を作り出す力の基礎を

培うことを保育の目標とする。 
（重点目標） 
①十分に養護のいき届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気や自然を取り入れた環境の中で子どもの様々 
な欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定を図る。 
②健康、安全など生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、心身の健康の基礎を培う。 
③人との関わりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心を育てるとともに、自主 
協調の態度を養い、道徳性のま映えを培う。 
④自然や社会の事象についての興味や関心を育て、それらに対する豊かな心情や思考力の基礎を培う。 
⑤生活の中で、言葉への興味や関心を育て、喜んで話したり、聞いたりする態度や豊かな言葉を養う。 
⑥様々な体験を通して、豊かな感性を育て、創造性の芽生えを培う。 
 
（４）．保育・教育カリキュラム(平成２４年度年齢別)   （別紙） 
 
（５）．特色ある保育・教育活動 

○リズム運動等をとおして、健康でしなやかな体づくりをする 
○コーナー保育をとおして、遊びこめる力、最後までやりとげる力を育てる 
○愛着関係をもとに人との信頼関係を育てる育児担当制保育（乳児） 

   ○食育 
 
Ⅲ．運営面について 
（１）．年齢別学級数、在籍数        （平成２４年１０月１日現在） 

年齢 学級名 在籍数 担任数 障害児加配職員数 
0 歳児 つくし組  ４ ２  
1 歳児 ちゅうりっぷ組 １６ ４  
2 歳児 すみれ組 ２１ ４  
3 歳児 すずらん組 ２４ ２  ２ 
4 歳児 ひまわり組 ２１ １ ２（看護師１） 
5 歳児 こすもす組 ２２ １  ３ 
合計 ６学級 １０８ １４   ７                  

 



（６）．主な年間行事とデイリープログラム（1 日の流れ）  
 

         
4 月 入所式 クラス懇談会 
   新入児家庭訪問 

内科診断・ 
5 月  保育参観 

保護者と先生の会総会 
    交通安全教室 
6 月  歯科検診 
   保育参観 

同和教育講演会 
7 月 プール開き 
   親子フォーラム 
   個別懇談会 
8 月 平和のつどい  
  ５歳児夕べのつどい      
9 月 交通安全教室 

祖父母参観 
クラス懇談会 

    

   
10 月 運動会 
   芋掘り（4,5 歳児） 
   内科健診 
11 月 消防署見学 
12 月 クリスマス会 
1 月 保育参観 
   同和教育講演会 
2 月 リズム発表会 
   個別懇談会 
3 月  クラス懇談会 

お別れ会 
   保育証書授与式 
 
【毎月定例行事】 
 誕生会、保育参加、 
 避難・防犯訓練 
 身体測定、お話し会 
 絵本貸出 など 

      
 【0.12 歳児】 
7:15   早朝保育 
8:30  随時登所 
   （健康観察） 
    自由遊び 
9:15  おやつ  
遊び   
 
11:15 給食 
 
    午睡 
 
 
15:00 おやつ 
    
16:00  随時降所 

延長保育 
 
19:00  降所完了 

 
【3,4,5 歳児】    
 早朝保育 
   随時登所 
 （健康観察） 
  自由遊び 
  朝の会 
課題保育 
 
片付け 
給食準備・給食 
午睡(4 歳児途中まで) 
,5 歳児 自由遊び 
 
おやつ 
  帰りの用意 
  随時降所 
    延長保育 
 
  降所完了 

                
 
（２）職員体制             （３）保育時間 
所長  1 人 
副所長 1 人 
保育士 ２８人 
看護師                     １人（医療的ケア１） 
調理師 ４人 
用務員 １人 
 
（４）給食 
   自園給食  離乳食・除去食実施 
 
（５）子育て支援についての取り組み 
  ・園庭開放・・毎月第２・４火曜日 １０：００～１１：３０ 
  ・子育て講座 
 

主な年間行事 デイリープログラム 

平日    ７：１５～１９：００ 
土曜日   ７：１５～１８：１５ 
 
延長保育 １８：１５～１９：００ 
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