
 



よい保育施設の選び方 十か条 

厚労省児童家庭局保育課 

両親が働いている場合などでは、その時間帯に子どもを預ける保育施設が必要になります。 

保育施設は、子どもが生活時間の大半を過ごすところで、その環境や保育内容によっては、子

どもの安全や健康面だけでなく、健全な発達にも影響を与えることがあります。そのため、よりよ

い保育施設を選ぶときのチェックポイントをつくりましたので、参考にしてください。 

 

 

一 まずは情報収集を 

○ 市区町村の保育担当課で、情報の収集や相談をしましょう 

 保育行政は、住民に一番身近な市区町村で行われています。 

 認可保育所を利用したい場合には、市区町村の保育担当の窓口に相談して申し込むこととなっています。 

二 事前に見学を 

○ 決める前に必ず施設を見学しましょう 

 情報誌や広告などの情報だけでは限界があります。百聞は一見にしかず。利用する施設を決める前には、

必ず、見学しましょう。２つ以上の施設を見学することをおすすめします。 

 できれば、時間帯を変えて２回見たり、行事のときなどに参加しておけば、保育の様子がよりわかりま

す。そのときに利用者から園の様子を聞くことができれば、さらによくわかるでしょう。 

三 見た目だけで決めないで 

○ キャッチフレーズ、建物の外観や壁紙がきれいなど、見た目だけで

決めるのはやめましょう 

 キャッチフレーズ、建物の外観や壁紙などは、きれいな方がよいし、便利な場所にある施設は魅力的で

す。しかし、子どもが長時間過ごす上で最も大切なことは、子どもが過ごしやすい環境か、保育する人の

配慮が行き届いているか、きちんとした保育のプログラムがあるかなどです。このようなことは、見た目

だけではわかりません。 

伊佐では、こども課のほかに、大口・菱

刈子育て支援センターで、保育園・幼

稚園・認定こども園の相談ができま

す。 



四 部屋の中まで入って見て 

○ 見学のときは、必ず、子どもたちがいる保育室の中まで入らせてもらい

ましょう 

 ちいさい子どもが寝はじめる時間帯や、忙しい時間帯などは見学がむずかしい場合もありますが、それ以外の時

間帯では、よい保育をしている施設は、保育室での子どもの様子を自信をもって見せてくれるはずです。 

 普段の買い物でもそうでしょう。皆さんも試したり確認したりできない品物は買わないはずです。保育室の中を見

せてくれない施設は、何か見せたくない事情があると思った方がよいでしょう。 

五 子どもたちの様子を見て 

○ 子どもたちの表情がいきいきとしているか、見てみましょう 

 よい保育が行われていれば、子どもたちの気持ちも安定し、活発になります。お客さんにかけよってくるなど好奇

心もいっぱい。子どもたちどうしでも元気に楽しく遊びます。 

 １０分でも保育室の中にいれば、子どもたちの様子は相当わかるでしょう。 

六 保育する人の様子を見て 

○ 保育する人の数が十分か、聞いてみましょう 

 人手は十分足りていますか。 

 人手が足りないと、いくら保育する人がすぐれていても、一人一人の子どもに十分な対応ができません。とくに、

生まれてから３歳くらいになるまでは保育する人が一人一人の子どもに、やさしくていねいにかかわれることが大

切です。 

 人手が足りなければ、おむつを余り替えない、ミルクを決まった時間しか与えない、赤ちゃんの目を見て話しかけ

ない、テレビをつけっぱなしにしてテレビに子守りをさせるなど、手を抜くことができますが、子どもの成長・発達に

とっては、問題なのです。 

○ 保育士の資格を持つ人がいるか、聞いてみましょう 

 保育士は、資格を得るための短大を卒業するなどして専門的な知識を持っています。とくに、継続して多くの子ど

もを預かる施設では子どもの発達や情緒・体調等に配慮した保育のプログラムが必要ですが、個人的な経験や勘

だけでは、よいプログラムをつくってそれに従った保育をすることはまず無理です。 

 安心して預けるためには、保育士資格を持っている人がどの程度いるかを聞いてみましょう。 

 



○ 保育する人が笑顔で子どもたちに接しているか、見てみましょう 

 保育する人が余裕をもって一人一人の子どもをあたたかく受け入れ、子どもたちに笑顔で接することが大切です。

大人に余裕がなければ、子どもたちは、悲しく寂しくつらく感じます。 

 保育する人は、子どもの目線で話し、子どもと笑顔で接していますか。大声でしかってばかりいませんか。 

 保育する人がつらそうな顔をしていませんか。 

○ 保育する人の中には経験が豊かな人もいるか、見てみましょう 

 多くの子ども、とくに赤ちゃんも預かっている園では、経験豊かな人もいることが望ましいのです。何をしても赤ち

ゃんが泣きやまないとき、赤ちゃんの具合が急に悪くなったときなど、ベテランの持ち味が発揮されます。 

七 施設の様子を見て 

○ 赤ちゃんが静かに眠れる場所があるか、また、子どもが動き回れる十分

な広さがあるか、見てみましょう 

 赤ちゃんは、保育する人の目が届く落ち着いた空間での保育でなければ心が安定しません。反対に、大きい子

どもは十分なスペースではしゃぎ回れることも大切。せまい場所に閉じこめられているのでは、ストレスがたまりま

す。 

 赤ちゃんも大きい子どもも一緒に多人数を保育している状態は危険ですし、赤ちゃんがゆっくりお昼寝できませ

ん。 

○ 遊び道具がそろっているかを見て、また、外遊びをしているか 

聞いてみましょう。 

 保育室の中にどんな遊び道具がありますか。部屋によって、室内すべり台のような大きいものでもよいでしょうし、

比較的小さいガラガラ、積み木、引き車などでもよいでしょうが、子どもが興味をもって楽しく遊べるような工夫がし

っかりされていますか。 

 外の空気にふれることや外遊びはとても大切。外遊びの回数や場所などを見て聞いてみましょう。 

 また、外遊びの場所が遠い場合には、安全な方法で移動しているか、聞いてみましょう。 

○ 陽あたりや風とおしがよいか、また、清潔か、見てみましょう 

 陽あたりと風とおしも大切。誰だって、外はよいお天気なのに、閉めきったまま、じめじめしているなんて、きらい

です。 

 子どもにとって、不衛生は禁物。とくにちいさい子どもには、命取りになることだってないとはいえません。 

 保育室だけでなく、トイレや調乳・調理の場が清潔かも、見てみましょう。 



八 保育の方針を聞いて 

○ 園長や保育する人から、保育の考え方や内容について、聞いてみましょ       

あ う 

 保育内容が良いか悪いかは、園長や保育する人の考え方や力量で大きく左右されます。どんなところに力を入

れてどんなところに注意をして保育するのか、子どもが日々どのように過ごしているのか、園で大切にしていること

など、考え方を聞いてみましょう。 

 きちんと説明してくれたでしょうか。 

○ どんな給食が出されているか、聞いてみましょう 

 子どもの成長には、栄養のバランスとか年齢や体調に応じた食事がとても重要です。献立表の有無や調乳・調

理の場の様子など、見て聞いてみましょう。 

○ 連絡帳などでの家庭との連絡や参観の機会などがあるか、聞いてみま

しょう 

 家庭と園とが協力して子育てに当たることが大切です。子どもがその日どのように過ごしたか、体調はどうなの

か、保護者からは家庭での様子を、園からは園での様子を連絡しあうことはとても大切です。連絡帳などで十分な

連絡が取れるようになっているか、聞いてみましょう。保育参観などで保育の様子を見せてもらえる機会があるか、

聞いてみましょう。 

 また、毎月の身長や体重の測定などの発育チェックなどをどのように行っているか、聞いてみましょう。 

九 預けはじめてからもチェックを 

○ 預けはじめてからも、折にふれて、保育のしかたや子どもの様子を見て

みましょう 

 通い始めると忙しくて園に任せっきりになりがちですが、なるべく実際に保育しているところを見るようにしましょう。 

早く帰れる日があれば、いつもと違う時間の様子も見てみましょう。たまには、保育する人とゆっくり話ができれば

もっとよいでしょう。 

十 不満や疑問は率直に 

○ 不満や疑問があったら、すぐ相談してみましょう、誠実に対応してくれる

でしょうか 



 親も保育する人も、子どものことが大切ならば、話が合うはず。 

 また、普段から、保育する人との信頼関係も大切。 

 子どものことが心配で相談しているのに、「そんなに言うなら、預けるのを止めてくれ」、「うちの園ではそういうや

り方はしていない」、「そんなことを言うのはあなただけだ」などと、対話を拒むような施設は問題です。 

 

個々の園の特色や状況はだいぶ違いますし、皆さんの事情も一人一人様々で

しょうから、どの園がよいかは、皆さんが目で見て納得することが大切です。 

 ここでは、預けられる子どもにとって大切なことを中心にチェックポイント

をまとめてみました。 

 子どもの保育のことなどで相談がある場合は、市の保育担当の窓口等で相談

しましょう。 

 また、子どもの発達の遅れや問題行動があるような場合には、子どものため

の専門機関の児童相談所に相談しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【保育園・認定こども園の入園についての問い合わせ先】 

 伊佐市こども課子育て支援係（大口庁舎）     TEL23-1311（内線 1218） 

 伊佐市大口子育て支援センタールピナス      TEL23-5080 

伊佐市菱刈子育て支援センターまむさる～ん    TEL26-2882 

 

 ※申請書類は上記３か所のほか、伊佐市地域総務課（菱刈庁舎）にあります 

 ※保育料についてのお問い合わせは、こども課子育て支援係のみの対応となります 

※入園についての話は、内容や確認事項が多岐にわたることが多いため、電話より上記 3か所で 

直接お話しされることをおすすめします 

 

【伊佐市立本城幼稚園入園についての問い合わせ先】 

  伊佐市教育委員会学校教育課学事係（菱刈庁舎）  TEL23-1311 

 

 



【お問い合わせ先】 

伊佐市役所 こども課こども健康係  
TEL 23‐1311 (内線 1214)  

☆集団生活に入る前に      

予防接種を受けましょう☆ 

予防接種種類 接種期間 

定期予防接種 

ロタウイルス 
ロタリックス 生後６週～２４週まで 

ロタテック 生後６週～３２週まで 

ヒブ（Hib） 
生後２か月～５歳になる前日まで 

小児用肺炎球菌 

B 型肝炎 生後２か月～１歳になる前日まで 

４種混合         

（ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ） 

生後３か月～ 

７歳６か月になる前日まで 

ＢＣＧ 生後５か月～１歳になる前日まで 

ＭＲ       

（麻しん・風しん混合） 

１期 １歳～２歳になる前日まで 

2 期 
小学校入学の前年度      

（年長児の 1 年間） 

水痘（みずぼうそう） １歳～３歳になる前日まで 

日本脳炎（１期） ３歳～７歳６か月になる前日まで 

※上記は就学前から受けられる予防接種の一覧です。 

※各予防接種の開始年齢になりましたら伊佐市から予診票と詳しい説明書をお送りします

ので、そのスケジュールに沿って接種を進めてください。 

※ロタウイルスワクチンは２種類あり、予防効果や安全性に差はありませんが、接種回数

が異なります。 

※予防接種のお問い合わせで窓口にお越しの際は、母子健康手帳を持参いただくと手続き

がスムーズです。 

                               



伊佐市内の子育て支援機関の紹介 

あなたの子育てをサポートします！！ 

 

☆保育所：就労等で保育のできない子育て中の方々を支援します 

名称 定員 所在地 電話番号 
一時 

保育 

延長 

保育 

休日 

保育 

病児 

保育 

発達支援 

研修受講 

明徳寺保育園 ５０ 大口元町 9 番地 10 22-6195 〇 〇   〇 

山野保育園 ２０ 大口山野 4275 番地１ 22-1476 〇 〇    

羽月保育園 7０ 大口堂崎 562 番地６ 22-6388 〇 〇  ◎ ○ 

湯之尾保育園 3０ 菱刈川北 2112 番地 26-0640 〇 〇 ◎  〇 

 

☆認定こども園：幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、乳幼児期の子育てを支援します 

大口幼稚園 
保育 60 

教育 30 
大口里 3024 番地 1 22-0450 〇 ○   ○ 

大口さくらこども園 
保育 50 

教育 15 
大口里 460 番地 1 22-8125 〇    ○ 

さくらの里こども園 
保育 60 

教育 15 
大口大田 58 番地 1 22-2327 〇     

あゆみ未来こども園 
保育 50 

教育 10 
大口里 2602 番地 22-5473 〇    ○ 

みどり認定こども園 
保育 90 

教育 10 
大口里 1842 番地２ 22-2611 〇 〇 ◎  ○ 

ひまわり認定こども園 

(みどり保育園分園) 

保育 40 

教育  5 
大口里７８３番地４ 23-5560 〇 〇   〇 

こうようこども園 
保育 30 

教育  5 
大口曽木 1827 番地１ 25-2155 ○    〇 

慈光保育園 
保育 50 

教育 5 
菱刈前目 781 番地 26-2145 〇 〇 〇  ○ 

本城こども園 
保育 50 

教育  5 
菱刈南浦 290 番地 1 26-4161      

田中認定こども園 
保育 55 

教育 10 
菱刈重留 1526 番地 2 26-1016 〇 〇   〇 

(◎は他園に通園していても利用可能です) 

 一時保育とは：保護者の病気や急な用事で、家庭での保育ができなくなった子どもを、保育所等にて一時的にお預かりします。 

※上記以外にも企業主導型（認可外）保育園として「おおくちたからばこ保育園」（２８－１１７７）、 

                                          「ひしかりたからばこ保育園」（２８－１１７９）があります。 

 

☆幼稚園：幼児期の子育てを支援します（問い合わせ先：伊佐市教育委員会 学校教育課） 

伊佐市立本城幼稚園 30 菱刈南浦3470番地1 26-0185     ○ 

 

★ 裏面もあります ★ 



伊佐市内の子育て支援にかかわる機関の紹介 2 

あなたの子育てをサポートします！！ 

 

 

☆子育て支援センター：主に未就園児の子育てを支援します（就労の有無に関係なく、利用できます） 

伊佐市大口子育て支援センター ルピナス 
大口下殿 1678 番地 10 

（伊佐市総合交流拠点施設 e-Ga なんちゅう内） 
23-5080 

伊佐市菱刈子育て支援センター まむさるーん 菱刈前目７１１番地 1（まごし館内） 26-2882 

 

☆伊佐市トータルサポートセンター：妊婦さんから 18歳までの子どもの育ちの相談機関です 

伊佐市トータルサポートセンター 大口上町 34 番地 13 
連絡先（伊佐市役所こども課 こども相談係）

29-5511 

 

☆子ども発達支援センター：子どもたちの育ちと保護者の子育てを支援します（児童発達支援） 

伊佐市子ども発達支援センター たんぽぽ 32 大口上町 46 番地１３ 22-5566 

キッズステーション みらｅ 10 大口宮人 463 番地 30 28-1030 

ひしかり子ども発達支援センター ゆう 10 菱刈前目２５２５番地２７ 29-5010 

 

☆放課後等デイサービス事業所：学齢期の子どもたちの発達や活動の支援、居場所づくりを行います 

パレット 10 大口里 1873 番地 6 080-6425-0664 

キッズステーション みらｅ 10 大口宮人 463 番地 30 28-1030 

学童支援 とも 10 菱刈前目 2525 番地 27 29-5010 

音 10 菱刈前目 2063 番地 28-1877 

 

☆放課後児童クラブ：学齢期の子どもたちの放課後等の遊びの場の提供や居場所づくりを行います 

 ふれあい児童クラブ みどり保育園 22-2611 大口東児童クラブ 大口東小学校内 22-8861 

山野児童クラブ 山野小学校内 22-9346 牛尾児童クラブ 牛尾小学校内 22-0989 

羽月児童クラブ 羽月小学校内 22-5347 勝蓮寺児童クラブ 勝蓮寺隣接地 26-2145 

羽月西児童クラブ 羽月西小学校内 28-2111 湯之尾児童クラブ 湯之尾校区公民館 26-2145 

曽木児童クラブ 曽木小学校内 25-2155 本城児童クラブ 本城小学校内 26-4161 

針持児童クラブ 針持小学校内 25-2155 田中児童クラブ 田中小学校隣接地 26-1016 

平出水児童クラブ 平出水小学校内 22-2540    

 

☆伊佐市ファミリーサポートセンター：「ちょっと困った」時に、お預かりや送迎等のお手伝いをします 

伊佐市ファミリーサポートセンター 
大口下殿 1678 番地 10 

（伊佐市総合交流拠点施設 e-Ga なんちゅう内） 
23-5080 

 

☆伊佐市こども課  なんでもお気軽にどうぞ！ 

こども健康係 母子手帳、予防接種、乳幼児健診、乳児全戸訪問、親子教室、養育医療、特定不妊治療等 

こども相談係 妊娠期から 18 歳までの子どもとその保護者、関係する人たちの相談機関 

子育て支援係 

子ども医療、子ども安心医療、児童手当、保育所等入所、児童扶養手当、ひとり親家庭医療、        

特別児童扶養手当、放課後児童クラブ、子育て支援センター、児童発達支援、放課後等デイサービス、    

ファミリーサポートセンター等 

【問い合わせ先】伊佐市こども課子育て支援係 ☎23-1311 

（定員） 

（定員） 

（定員） 

 

（定員） 

（定員） 

（定員） 

（定員） 

 

 



園名

設置者

所在地

定員

開所時間

職員構成

研修内容

秋 時間 ２号 １号

  ニジマスつかみ　屋台の日  

　新米弁当の日　稲刈り

  芋ほり     焼き芋パーティ

 親子スポーツデー  秋の遠足 それぞれの

冬 時間

　　　 年長バス遠足

   渓流あそび      　かき氷   　お別れ遠足　もちつき 降園又は預かり保育

節分     七草祝い
18:00※内容・開催月は変わります ※ 年４回わらべうたあそび

幼保連携型認定こども園　大口さくらこども園

　社会福祉法人　正念寺福祉会 施設長 　椛山　智佐代

　伊佐市大口里460番地1 電話番号 　0995-22-8125

　１号（幼稚園）１５名／２・３号（保育園）５0名　　　　対象園児 　産後休暇明けから（要相談）

　7時00分　～　18時00分 休園日 　日祝日／年末年始／年度末2日

　保育士・幼稚園教諭等1８名／その他１０名（園長・看護師・管理栄養士・調理師・支援員・用務員等）

　野育セミナー・キャリアアップ研修・九州合研・他園視察研修・保育環境コーディネーターによる研修など　研修多数

目指すこどもの姿（保育理念・保育方針・保育目標）

保育理念　こども時代はこどもらしくすごす
保育目標
1.こども達が自分の思いを十分に出し切れる環境のもと、保育者に愛されながら友だちとともに暮らし、自尊感情を豊かに育む
2.こどものやりたい気持ちがかなえられる環境を整え、満足するまであそべる日々を暮らす
3.たくさんの楽しいあそびの中で、新しい自分に出会い、一生忘れられないような原体験を大切にする
4.幼児ならではの生活の中で、「さまざまな興味・好奇心」「豊かな自己表現」を獲得し「こどもらしい知恵と感情を磨く」

こども園の特徴

・こどもの「毎日の暮らし」を大切にして過ごします
こども達のやりたい気持ちややりたくない気持ち、その時の気分や機嫌など、こどもの声がおとなに届き、思いをくみとってもらうことで機嫌
良くのんびりと安心して暮らすことを大切にしています。毎日のあそびと生活の中では、おとなの都合や時間でこどもを動かすことができるだ

け無いように努めています。やりたいあそびを自分で選び満足するまで楽しみ、自主性や主体性を育みます。

・たくさんの絵本に囲まれて乳幼児期を過ごします
0歳児よりの絵本の読み聞かせを大切にしています。全園児、週に一回好きな絵本を借りて帰ります。

・戸外の保育を大事にしています
複数の園庭でのあそびだけでなく、園外にもたくさん出かけます。さくらの里こども園と共用の園外保育専用のバスがあり、運転手さんも常勤

しているので、園外保育が多数あります。（花見・田植え・川あそび・稲刈りなど多数）

・食育・クッキング保育の充実
こども園には大きな畑があり、一年を通してたくさんの野菜を育て、収穫した野菜を使って様々なクッキングに取り組んでいます。
（あくまきつくり・みそ作り・サマークッキング・大鍋パーティなど多数）

・全園児完全給食です
全クラス毎日炊きたての白飯を食べます。白飯は園から提供しますので、保護者負担はありません。

・その他
・欠席遅刻等の連絡はスマホアプリを利用します。　　　・紙おむつは園で処分します。
・入所時に帽子など必要なものは園で揃えますので原則保護者が負担する費用はありません。
・泥んこあそびの洋服は業者が洗濯します。　　　　　　・写真販売はアプリで行います。　・保育参加は一年を通して自由に参加できます。
※園見学を随時受け入れますのでご希望の方は園までご連絡ください。

行         事 保育の一日（タイムスケジュール）

３号

昼寝 　昼寝

　花見　　  さつまいも苗植え 開園後随時登園

   夏野菜苗植え　　田植え 視診・検温・自由あそび

朝のおやつ あそび（戸外・室内）

  　夏

   梅ちぎり　　梅クッキング　

園舎紹介（園舎・園の中・園庭の写真） 地図（アクセス）

　（　　大口庁舎から車で5分　　）

実施事業 　園庭開放（随時・要予約）・一時預かり（受入れ可能クラスのみ・要相談）

昼のおやつ

    そうめん流し　 あそび（戸外・室内）

閉園

あそび（戸外・室内） 課題活動

食事（完全給食） 食事（完全給食）

  　お泊まりキャンプ

春



園名

設置者

所在地

定員

開所時間

職員構成

研修内容

秋 時間 ３歳以上児

マスのつかみ取り 7:00

芋ほり　焼き芋パーティ 8:00

稲刈り　新米パーティ あそび

秋まつり 異年齢で自由に遊びます

冬 食事（完全給食をバイキングにて）

クリスマス会　Xmasクッキング したい子は昼寝

七草のお祝い

冬野菜の収穫

鍋パーティ 18:00

　　　　　　　　　幼保連携型認定こども園　さくらの里こども園

　社会福祉法人　正念寺福祉会 施設長 　吾孫子　幹

　伊佐市大口大田58番地1 電話番号 　0995-22-2327

1号（幼稚園）15名／2.3号（保育園）60名 対象園児 　産後休暇明けから（要相談）

　7時00分　～　18時00分 休園日 　日祝日／年末年始／年度末2日

　保育士・幼稚園教諭等21名／その他13名（園長・看護師・栄養士・調理師・支援員・用務員等）　

　野育セミナー・他園視察研修・キャリアアップ研修・九州合研など　研修多数

目指す子どもの姿（保育理念・保育方針・保育目標）

保育理念　こども時代はこどもらしくすごす

保育目標

１　子どもたちが自分の思いを十分に出し切れる環境のもと、保育者に愛されながら、友だちとともに暮らし、自尊感情を豊かに育む

２　子どもたちのやりたい気持ちがかなえられる環境を整え、満足するまであそべる日々を暮らす

３　たくさんの楽しいあそびの中で、一生忘れられないような原体験を大切にする

４　幼児期ならではの「興味・好奇心」、「豊かな自己表現」を獲得し、「子どもらしい知恵と感性を磨く」

こども園の特徴
〇子どもの「毎日の暮らし」を大切にして過ごします

子どもたちのやりたい気持ちややりたくない気持ち、その時の気分や機嫌を大事にし、毎日の生活をのんびりと安心して暮らすことを

大切にします。毎日のあそびと生活の中では、おとなの都合や時間で子どもを動かすことができるだけ無いように努めています。

3歳になると幼児のエリア保育に移行し、異年齢の子ども集団の中で暮らし、やりたいあそびを自分で選び自主性や主体性を育みます。

〇戸外の保育を大事にしています

園庭や裏庭で自由にあそぶだけでなく、季節に関係なく園外にたくさん出かけます。大口さくらこども園と共用の園外保育専用のバス

があり、運転手さんも常勤しているので、園外保育が多数あります。

〇うたとリズムを大切にします

子どもたちの表現が豊かに育つように、毎日のうたや毎週のリズム活動を行います。

〇食育・クッキング保育の充実

年間通してクッキングなどの保育活動を行います。園裏庭の畑で収穫した野菜を使った料理などを行います。子どもたちが好きな行事

などでは、クラスでケーキを焼いたりして楽しみます。

〇全園児完全給食です　　全クラス毎日炊きたての白飯を食べます。白飯は園から提供するので、保護者負担はありません。

〇その他　・欠席遅刻等の連絡はスマホアプリを利用します・紙おむつは園で処分します・園児服や帽子など必要なものは園で揃えま

すので原則保護者が負担する費用はありません　・泥んこあそびの洋服は業者が洗濯をします・写真販売をアプリで行います

保育参観は一年を通して自由に参加できます。※園見学を随時受け入れますのでご希望の方は園までご連絡ください。

　

一年にある行事 保育の一日（タイムスケジュール）

春 ３歳未満児

食事（完全給食）

十曽池周辺や楠本などで渓流遊び 昼寝

花見・ピクニック・登山 開園後随時登園

夏野菜植え 視診・検温・自由あそび

梅ちぎり　梅クッキング 朝のおやつ

園舎紹介（園舎・園の中・園庭の写真） 地図（アクセス）

　　　　大田エネオスガソリンスタンド横

実施事業 　園庭開放（月一回指定日　instagramでお知らせします）・一時預かり（受入可能クラスのみ・要相談）

それぞれ

の時間

海水浴　裏庭プール 昼のおやつ

そうめん流し　かき氷パーティ あそび（戸外・室内・散歩）

離島合宿 閉園

田植え あそび

夏



園名

設置者

所在地

定員

開所時間

職員構成

研修内容

【4，5月】 時間

7:00～
【6，7，8月】 10:00
【9，10，11月】 11:00
【12，1，2月】 13:00

15:00
【3月】 16:00～

地図（アクセス）

自由遊び・リズム遊び

園舎紹介（園舎・園の中・園庭の写真）

３歳未満児
登園・健康観察

自由あそび・お散歩

・運動会 ・いも掘り　・焼き芋大会　・園外保育

お昼寝（絵本の読み聞かせ）

・ひな祭り会　・春の市見学　・お別れ会　

・七草祝い　・豆まき大会　・保育参観

・報恩講 ・もちつき大会　・おゆうぎ会

自由遊び・順次降園

おやつ・降園準備・お帰りの会

・プール開き　・お泊まり保育　・七夕まつり

・入園式　・子どもの日会　・花祭り

　（　　大口庁舎　・　菱刈庁舎から車で　　　５分　　）

休園日

主な年間行事

給食

・親子遠足　・保育参観　・歯科検診　・尿検査

　保育士・幼稚園教諭等　　1６名　、　その他職員　　4名　

　一時預かり　・　延長保育　・　休日保育　・学童クラブ　・　地域子育て支援センター
　園庭開放（　有　・　無　）　・見学受け入れ（　有　・　無　）　・未就園児活動（　有　・　無　）

・保育士等研修会　・虐待防止研修会　等

目指す子どもの姿（保育理念・保育方針・保育目標）

実施事業

園の特徴

保育の一日（タイムスケジュール）

３歳以上児
登園・着替え・健康観察

設定保育・食事準備・食事

お昼寝（絵本の読み聞かせ）

おやつ・降園準備・お帰りの会

自由遊び・順次降園

明 徳 寺 保 育 園

中村　大立

０９９５－２２－６１９５

　　　　４　ヵ月　～

日曜、祝日、年末年始

施設長

電話番号

対象園児

社会福祉法人　天照福祉会

鹿児島県伊佐市大口元町９番地１０

　　　　　　　　　　　50　　　　名　　　　

　07時　　00分　 ～　　18時　　00分

お昼寝のひととき

これから始まる 子どもたちの物語の為に

これから始まる子どもたちの物語。ハイハイしたりお友達とじゃれ合っ

たり。一つ一つの事を繰り返しながら、子どもたちは大きく成長してい

きます。

ちいさくても、それぞれの子どもには、それぞれ大切にしている思いが

あります。それを丁寧に受け止め保育を行うことで、子どもたちの心は

より豊かに成長し、やがて自律（自立）へとつながっていきます。当保

育園の目標、「いい子より 幸せな子に」には、そんな願いが込められ

ています。

○いつでも園見学は可能です。

予約は必要ですが、子どもたちの楽しい姿や園の目標の｢幸せ｣につながるいろいろな工夫が

見 られると思います。保育園選びの一つの参考にして下さい。

△遊びをとても大切にしています。

「子どもは、保育園の砂場で人生のすべてを学ぶ」という言葉があるほど、子どもたちにとって

遊びは大切なことです。心と体を十分に使って遊べるよう工夫しています。

□１人１人の大切な思いをしっかりと受け止めていく。私たちは、そんな保育を目指しています。



園名

設置者

所在地

定員

開所時間

職員構成

研修内容

時間 ３歳以上児

7:00 登園・自由あそび

9:00 朝の体操　マラソン

10:00 おはじまり・自由保育

12:00 お食事

12:40 おひるね

14:30 目ざめ　着替え　

15:00 3時のおやつ

16:00 おかえり

18:00 自由遊び　降園

社会福祉法人　山野保育園

社会福祉法人　山野福祉会 施設長 前田　京子

伊佐市大口山野４２７５番地１ 電話番号 ０９９５－２２－１４７６

     20名　　　　 対象園児 　　　　　２ヵ月　～

　　　　7時00分　～　　18時00分 休園日 日曜日・祝日年末年始（１２月２９日～１月３日）
年度末の整理、受入れ入園準備（１日～２日）

　園長　1名　　保育士　5名　　子育て支援員　1名　調理師　1名　

キャリアアップ研修会　理事・監事研修会　調理担当者研修会

目指す子どもの姿（保育理念・保育方針・保育目標）
保育理念
　わけへだてなく、一人一人を慈しみ愛する保育
運営の方針
本園は、全ての子どもが心身ともに健やかに成長するために適切な環境が等しく確保され、その心身の発達を助長することを目
指します。

を行います。

庭に対する支援等を行うよう努めるものとします。

園の特徴
○ 保育
《特色》
・遊びを通じて、健康で丈夫なからだと思いやりの心を育てます。
・のびのびとたのしい集団生活を送りながら規律とけじめをつけてお預りします。
・自然環境を最大限に生かし発達過程に応じた支援を取り組みます。

○ 食事の提供
・心身ともに健やかに成長することにかかせないお食事、おやつにも安心安全な食材を用いバランスよく、と心がけています。
・献立表は毎月別途お知らせします。
・ アレルギー対応食、除去食を行っています。食物アレルギー等、体質に合わない 食材があれば必ず事前にご相談ください。

主な年間行事 保育の一日（タイムスケジュール）

4月　5月　6月 ３歳未満児

10月　11月　12月 目ざめ　着替え　

入園式・個別相談・面談・春の一日遠足 登園・自由あそび

ミニミニ運動会・健康診断 朝の体操

7月　8月　9月 10時のおやつ

園舎紹介（園舎・園の中・園庭の写真） 地図（アクセス）

　（　　大口庁舎　から車で　　　12　　分　　）

実施事業
　一時預かり　・　延長保育　・　休日保育　・放課後児童クラブ　・　地域子育て支援センター
　園庭開放（　有　・　無　）　・見学受け入れ（　有　・　無　）　・未就園児活動（　有　・　無　）

大運動会・秋の一日遠足・チャレンジクッキング 3時のおやつ

1月　2月　3月 おかえり

初春登山・節分・ひな祭・お別れパーティ・卒園遠足・卒園式 自由遊び　降園

七夕・緑陰読書・プールあそび・ヒガンバナ散歩 お食事

すもう大会 おひるね



園名

設置者

所在地

定員

開所時間

職員構成

研修内容

時間 ３歳以上児

7:00 早朝保育（当番職員）

8:00 自由あそび

9:00 日課  リズム体操・散歩

10:00 組別保育

11:15

11:30 昼食

13:00 午睡(3.4歳児のみ）

15:00 おやつ

16:00 　自由あそび
　健康チェック

17:00

18:30

日課　リズム体操・散歩

早朝保育（当番職員）

上山明美

０９９５－２２－６３８８

３ヶ月～就学前

日祝年末（12/29）～年始（1/3）

施設長

電話番号

対象園児

休園日

　　　  羽月校区文化祭参加・老人クラブふれあい・おゆうぎ会

　健康チェック  2月  豆まき・よりあい処いろり訪問・火災総合避難訓練・保育参観

 8月 

実施事業

自由あそび

園の特徴

　保育士・幼稚園教諭等　　14名　,　その他職員　10名　

　一時預かり　・　延長保育　・　休日保育　・放課後児童クラブ　・　地域子育て支援センター
　園庭開放（　有　・　無　）　・見学受け入れ（　有　・　無　）　・未就園児活動（　有　・　無　）

伊佐・湧水保育協議会研修会、子育て研修会、霧島・姶良・伊佐保育士研修会、県保連研修会

３歳未満児 4月　入園式・幼年消防結団式

 5月  親子遠足

（  大口庁舎 ・ 菱刈庁舎から車で５分  ）

羽月保育園

組別保育

昼食

・満１歳から小学２年生までの児童が、病気の療養中又は回復期にあり、集団生活が困難な期間において一時的に預かり、保護者の子育てと就
労の両立の支援目的として、病児・病後児保育を取り入れている
・スポーツ教室、わらべうた教室、茶道教室、英語教室を取り入れている
・老人クラブとのふれあい
・小規模多機能ホームよりあい処いろりとの交流

・グループホームすずらんの里との芋掘り交流会

主な年間行事 保育の一日（タイムスケジュール）

目指す子どもの姿（保育理念・保育方針・保育目標）
＜保育理念＞
・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。
＜保育基本方針＞
・家庭や地域社会との連携を図り、保護者の協力の下に家庭養育の補完を行う。
・子どもが健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境を用意し、自己を十分に発揮しながら活動できるようにすることにより、健全な心身の発
達を図る。
・養育と教育が一体となって、豊かな人間性を持った子どもを育成する。
・地域における子育て支援のために、乳幼児などの保育に関する相談に応じ、助言するなどの社会的役割を果たす。
＜保育目標＞
・元気なよい子（すなおな子・よくあそぶ子・がんばる子）を基調に、子どもの人格を尊重した保育を実践し、豊かな人間形成の基礎を培うことを目
標とする。

　自由あそび

羽月福祉会

伊佐市大口堂崎字坂下５６２の６

　　　　　　　　　　７０名

　　　７時　００分　～　１８時　００分

おやつ

午睡

おやつ

園舎紹介（園舎・園の中・園庭の写真 地図（アクセス）

残留保育（当番職員） 残留保育（当番職員）

  1月  凧上げ大会・老人クラブふれあい・不審者対応訓練

  3月  お別れ遠足・お別れパーティー・ひなまつり茶会・卒園式

 9月  十五夜・祖父母参観・風水害避難訓練

10月  運動会

11月  芋掘り・芋掘り交流会（すずらんの里）・職場訪問

12月  健康診断・餅つき

 6月  健康診断・歯科検査・保育参観

 7月  七夕祭り・ お泊まり保育・伊佐市夏祭り参加・不審者対応訓練



園　名

設 置 者

所 在 地

利用定員

開所時間

職員構成

実施事業

研修内容

〜6月

〜９月

〜1２月

〜3月

しんぺい号、芋掘り、Xmas・国際交流

　七草祝い、保育参観、お遊戯会

しいたけ菌打ち体験、お別れ遠足、卒園式、他

入園式、保育参観、

春の１日遠足、あゆみふれあい

夏まつり、そーめん流し

ぶどう狩り、スイカ割り

運動会、保護者同伴遠足、ハロウィン

   園長（１名）、副園長（１名）、主幹保育教諭及び保育教諭等（１３名）、その他の職員（５名）

  一時預かり　・　預かり保育　・地域子育て支援

  伊佐・湧水保育士研修会、伊佐市子育て研修会、視察研修、県保育連合会研修、

未来園が目指す教育・保育の方向性とあゆみっ子に望むこと

こども園の1日

外部講師から学ぶ

    わらべうた    （0歳児から、松田ピアノ）

    体育あそび（２歳児から、太陽スポーツ）

    英語であそぼう （3歳児から、西中先生）

    詩吟を歌おう  （４,５歳児、吟道藤星流）

体験・行事から学ぶ

1号認定児（10名） ２，３号認定児（５０名） 対象園児    4ヶ月〜就学前

   7時00分　〜　18時00分 休 園 日
日曜祝祭、年末年始

(1号のみ:夏・冬休み）

幼保連携型認定こども園　あゆみ未来こども園
　社会福祉法人宗希福祉会 施 設 長    原田平　輝志

  〒895-2511  鹿児島県伊佐市大口里2602番地 電話番号    0995-22-5473

２） 理念と望む子どもの姿

理念には目指す教育保育の理想像が記されており、理念の達成を

目標に教育・保育の年間目標や指導計画が立てられていきます。

未来園の理念は以下の通り

子どもの主体性を尊重し、子どもを愛し、 心を込めた保育を通して、子

どもが自信をもって未来を自立する力、思いやりの心を持って、人と接

する態度を育てる

b
●あゆみっ子の望ましい姿

あゆみ未来こども園（幼保連携型、以下未来園という。）は、明るい太陽の光が差し込むカラフルな園内に、いつも元気

いっぱい、子ども大好きな先生たちがいます。そして先生たちと遊ぶ子供たちの楽しそうな歌声や笑い声が聞こえてきます。この

ように子供達が１日を過ごす園は、子供たちにとって心身ともに心地よく、安心できる場所でなければなりなせん。我々保育

者は、このような園環境の中でのびのびと育つあゆみっ子（未来園の在園児・卒園児の愛称）が以下のような人間になって

くれることを切に望んでいます。

望ましい姿

未来への希望に満ち、未来の自分の姿を夢に描いて

その夢の実現のため挑戦を続けることのできる人間、

未来を担い、未来をつくっていける人間

●教育・保育の方向性
１）生きる力とあ・ゆ・みの心

2020年のコロナ禍が社会に予期できない変化をもたらしたように、情報化技術の急速な変化に追いつけない人間には複雑

な社会が待ち構えてます。これに諸外国に比べ自分に自信が持てない若者、将来に夢を持てない若者が非常に多いという現

実的問題が加わり、日本の未来が不安視されています。このような未来社会を生き、より良い社会を創っていくためには、確か

な学力、豊かな人間性および健康と体力の3要素からなる「生きる力（新学習指導要領、2014）を育む事が必要だと考

えられています。先に書いたあゆみっ子の望しい姿は、複雑な社会を生き抜き、豊かな人生を手に入れることのできる生きる

力を持つ人間になれということであり、 未来園では未来を生きる力を育むためには、

次の3つの心（あ・ゆ・みの心）を大切にした教育・保育を実施していきます。

なお、このあゆみの心は、幼児期までに育ててほいしい１０の姿に相当しています。

あ（愛する心）・・人を思いやり、愛し、そして自分を好きになる（人を愛すると生きる

悦びが湧き、自分を好きになれる人は自己字肯定感が高い）

ゆ（夢みる心）・・自分の未来の可能性を夢に見て、自の未来を選択し、未来を手に

するために学ぶ（人生の目標をみつけ、努力し、社会を知る）

み（未来に挑む心）・・夢の達成のために主体的に行動し、挑戦を続ける（たとえそ

の挑戦がとてもちいさなものであっても、また達成されずとも、

挑戦を続ける事は人生を豊かにしてくれる

理念を具体化してわかりやすく

あゆみっ子が築く伊佐市大口 未来予想図 (20XX年）

望む子どもの姿
（こんな子どもになってほしい）

１号認定 ２号認定 ３号認定

7:00

保育時間 10:30

11:30

教育・保育 13:00
１号児童降園 14:30

16:30

18:00

共通教育時間

給食

２・３号短児童降園

２・３号児童預かり

保育・教育 保育時間

１号児童預かり



園名

設置者

所在地

定員

開所時間

職員構成

研修内容

12月　生活発表会 時間 ３歳以上児

　　　　クリスマス会・もちつき 　7:00～ 2号園児登園

　2月　節分（市役所）・保育参観 9:00 1号園児登園

　3月　ひな祭り・思い出遠足 9:30 自由あそび

         お別れパーティー 10:00 保育活動

        卒園式・修了式 11:00

 ※人形劇(年1回)  12:00 給食

13:00 昼寝
　【毎月】       ・映写会 14:00 1号園児降園・預かり保育

  ・誕生会　   ・避難訓練 15～17 おやつ、自由遊び、降園

　・身体測定　・衛生検査 18:00 延長保育

みどり認定こども園

福）みどり福祉会　理事長　後庵　卯 施設長 　後庵　展美

鹿児島県伊佐市大口里1842番地2 電話番号 0995-22-2611

1号10名、2号52名、3号38名 対象園児 　　　　　4ヵ月　～　　就学前

７時　～１８時（延長保育１８時～１９時） 休園日 日曜日、祝日、12/29～1/3

園長・副園長・主幹保育教諭・保育教諭・看護師・調理師等　　44名

保育士・中堅保育士・主任研修会、調理担当者研修会、理事・監事研修会、視察研修、子育て研修会

目指す子どもの姿（教育保育理念・教育保育方針・教育保育目標）

教育・保育理念：子どもの安全の確保と健康の維持に留意して保育を行います。集団生活をとおして豊か
な個性を育み、基本的な人格の育成に努めます。働くお父さんお母さんが、安心して預けられるこども園
を目指します。
教育・保育方針：健康教育・遊びを通した知育・芸術的感性など豊かに生きるための基礎が身につくように
します。非認知能力・主体性を重視します。

実施事業
　一時預かり　・　延長保育　・　休日保育　・放課後児童クラブ　・　地域子育て支援センター
　園庭開放（　有　・　無　）　・見学受け入れ（　有　・　無　）　・未就園児活動（　有　・　無　）

教育・保育目標：健全な心身と考える力を育て、愛情と自立心をもって遊べる子。

園の特徴

　・みどり認定こども園では、週1回程度外国人講師を招き、楽しく英語遊びに取り組んでいます。また年長組は月一
回華道・硬筆を行い、自国の文化に触れる取り組みを行っています。華道によって礼儀作法等を身につけ、その他音
楽リズムや体育遊びによって豊かな感性、表現力を伸ばします。

  ・子どもが自分の好きな遊びを見つけ、遊び込める環境の中で子ども主体の遊びを進めていくことで、子どもの発
想・想像力を育みます。
  ・成長と共に人とのかかわりや自然との触れ合いを心地よいと思える感性を育みます。

  ・給食には安心安全な食材を使っています。
  ・アレルギーへの対応として、除去食等行っております。御相談ください。

主な年間行事 保育の一日（タイムスケジュール）

 4月  入園を祝う集い・お花見 ３歳未満児

 5月  子どもの日の集い 随時登園・健康チェック

        クッキング・春の遠足 自由あそび

 6月  内科・歯科・眼科検診 おやつ

        芋苗植え 保育活動

 7月　保育参観・プール開き 給食

 8月　七夕まつり・夏のあそび

 9月　祖父母参観・お月見の集い 昼寝

10月　大運動会

11月　秋の遠足・卒園旅行 おやつ、自由遊び、降園

　　　　芋掘り・親子ふれあい 延長保育

園舎紹介（園舎・園の中・園庭の写真） 地図（アクセス）

　（　　大口庁舎　・　菱刈庁舎から車で　2　分　　）

みどり認定こども園



園名

設置者

所在地

定員

開所時間

職員構成

研修内容

10月　秋の遠足・卒園旅行 時間 ３歳以上児

１１月   生活発表会・芋堀り 　7:00～ 2号園児登園

12月　クリスマス会・もちつき 9:00 1号園児登園

　1月　初詣・保育参観 9:30 自由遊び

　2月　節分・親子ふれあい 10:00 保育活動

　3月　ひな祭り・思い出遠足 11:00

        お別れパーティー・ 卒園式 12:00 給食

        修了式    ※人形劇(年1回) 13:00 昼寝

　【毎月】       ・映写会 14:00 1号園児降園・預かり保育

　・誕生会　   ・避難訓練 15～17 おやつ・自由遊び・降園

　・身体測定　・衛生検査 18:00 延長保育

　（　　大口庁舎　・　菱刈庁舎から車で　3　分　　）

実施事業
　一時預かり　・　延長保育　・　休日保育　・放課後児童クラブ　・　地域子育て支援センター
　園庭開放（　有　・　無　）　・見学受け入れ（　有　・　無　）　・未就園児活動（　有　・　無　）

 9月　祖父母参観・お月見の集い おやつ・自由遊び・降園

　　　大運動会 延長保育

園舎紹介（園舎・園の中・園庭の写真） 地図（アクセス）

         芋苗植え・とうもろこし皮むき

 7月　保育参観・プール開き 昼寝

 8月　七夕まつり・夕涼み会

 　      クッキング(いちごジャム作り) おやつ

        春の遠足・保育参観 保育活動

 6月　内科・歯科・眼科検診 給食

 4月　入園を祝う集い・お花見 ３歳未満児

 5月　子どもの日の集い 随時登園・健康チェック

        竹の子皮むき 自由あそび

教育・保育目標：健全な心身と考える力を育て，愛情と自立心をもって遊べる子

園の特徴

　・ひまわり認定こども園では、週１回程度外国人講師を招き、英語遊びを行っています。楽器などを用い英語の歌を
歌ったりすることで楽しく英語遊びに取り組んでいます。また年長組は月一回の華道、月二回硬筆を行い外国だけでな
く自国の文化に触れる取り組みを行っています。華道、硬筆によって礼儀作法や正しい姿勢を身につけ、就学前に文
字に親しめるようにしています。その他、音楽リズム遊びや体育遊び、造形遊びによって豊かな感性、表現力を伸ばし
ます。
・子どもが自分の好きな遊びを見つけ、遊び込める環境の中で子ども主体の遊びを進めていくことで、子どもの発想・
想像力を育みます。 成長と共に人とのかかわりや自然との触れ合いを心地よいと思える感性を育みます。
・給食には安心安全な食材を使っています。
・アレルギーへの対応として、除去食等行っております。御相談ください

主な年間行事 保育の一日（タイムスケジュール）

　園長・主幹保育教諭・保育教諭・保育士・看護師　１９名　その他職員　２名

保育教諭・中堅保育教諭・主幹保育教諭研修会、理事・監事研修会、視察研修、子育て研修会

目指す子どもの姿（保育理念・保育方針・保育目標）

保育理念：子どもの安全の確保と健康の維持に留意して保育を行います。集団生活をとおして豊かな個性
を育み、基本的な人格の育成に努めます。働くお父さんお母さんが、安心して預けられる保育園を目指しま
す。
教育・保育方針：健康教育・遊びを通した知育・芸術的感性など豊かに生きるための基礎が身につくように
します。非認知能力・主体性を重視します。

1号５名，２号１４名，３号２６名 対象園児 　　　　　4ヵ月　～　就学前

７時　～１８時（延長保育１８時～１９時） 休園日 日曜日、祝日、12/29～1/3、年度末

ひまわり認定こども園

福）みどり福祉会　理事長　後庵　卯 施設長 　松ヶ迫　和子

鹿児島県伊佐市大口里783番地4 電話番号 0995-23-5560



園名

設置者

所在地

定員

開所時間

職員構成

研修内容

２月　節分・お別れ遠足 時間 ３歳以上児

３月　ひな祭り会・卒園式 7:00

9:30 体操・かけっこ
７月　　七夕会・夏まつり・プール開き 10:00 保育活動

　毎月 11:15

　誕生会・身体測定・避難訓練 11:30 給食
１０月　大運動会・すもう大会 保護者向けリフレッシュサロン 12:00 午睡

15:00 おやつ
１２月　お遊戯会・餅つき大会・クリスマス会 16:00

17:00

こうようこども園
社会福祉法人　関白福祉会 施設長 園長　田淵　洋一
伊佐市大口曽木１８２７－１ 電話番号 0995-25-2155

1号認定（幼稚園型）５名
２・３号認定（保育園型）３０名

対象園児
1号認定（幼稚園型）3歳～就学前

２・３号認定（保育園型）３か月～就学前

　　７　時　００分　～　１８　時　００分 休園日 日祝日・年末年始

　保育士・幼稚園教諭等　　　８名　,　その他職員　　　５名　

保育士・主任保育士研修会　　理事・監事研修会　　調理担当者研修会 　キャリアアップ研修

目指す子どもの姿（保育教育理念・保育教育方針・保育教育目標）

園の特徴

自ら考え、進んで頑張る＜最後までがんばる子＞
自然の中で伸びやかに＜よく遊びじょうぶな子＞

年間を通じて季節の自然と触れ合いながら戸外での遊びを中心とした保育を行い自分で選ぶ力を伸ばし
ます。　春～秋にかけてはサーキット・かけっこ、冬はマラソン・山遊びを取り入れ丈夫な体作りを目指し
ています。 梅雨期は梅ちぎりを行い梅シロップや梅干し作り、夏は園の畑で野菜を育て収穫の喜びを感じ
ながら自分たちで調理し食べるなどの食育にも力をいれています。
また、月２回体幹トレーニング（3・4・5歳児）を行い姿勢保持や体作りなど小学校入学までに必要な力をつけていま

す。年長児は月２回習字を取り入れ集中する力を育んでいます。
☆ホームページを開設しておりますのでご覧ください。いつでも園見学できます。当園に連絡ください。
◎小学校入学からの支援もしており放課後児童クラブを利用して頂けます。紅洋保育園卒園児は月3,000円で利用できます。

主な年間行事 保育の一日（タイムスケジュール）
４月　　入園式・園外保育 ３歳未満児
５月　　親子遠足 登園・自由遊び
６月　　小運動会・園外保育 おやつ

保育活動
８月　　お泊り会 給食
９月　　園外保育

午睡
１１月　園外保育・保育参加 おやつ

帰りの会・自由遊び
１月　　凧揚げ大会 順次降園

園舎紹介（園舎・園の中・園庭の写真） 地図（アクセス）

　（　　大口庁舎　・　菱刈庁舎から車で　　　15　分
）

実施事業
　一時預かり　・　延長保育　・　休日保育　・放課後児童クラブ　・　地域子育て支援センター
　園庭開放（　有　・　無　）　・見学受け入れ（　有　・　無　）　・未就園児活動（　有　・　無　）

保育教育理念
保育教育方針

自然の中でやさしく・たくましく・のびのびと
自然の中で人間性を豊かにし、心と体の自立を促し、

保育教育目標
友と笑い合い同じ時を共有する
仲間とともに過ごし支え合う＜こころのやさしい子＞

https://goo.gl/maps/hc3Am
https://goo.gl/maps/hc3Am


園名

設置者

所在地

定員

開所時間

職員構成

研修内容

時間 ３歳以上児

7:00 順次登園

9:30 排泄・朝の集い

10:00 活動

11:30

11:45 排泄・手洗い・給食

12:30

13:00 排泄・午睡

15:00 おやつ

園舎紹介（園舎・園の中・園庭の写真） 地図（アクセス）

　（　大口庁舎　・　菱刈庁舎から車で　　１０　分　）

16:30～
　18：00 順次降園 順次登園

◎11月　焼き芋大会

◎12月　クリスマス会・もちつき大会 おやつ

※避難訓練・誕生会各クラスごと・英語教室は毎月行う。

◎8月　ボディペイント　　お泊り保育 排泄・手洗い・給食

◎9月　十五夜・敬老会参加

◎10月　ハロウィン・キッズパワーカップ 排泄・午睡

◎5月　園外保育　内科検診　　　　　◎2月　節分豆まき 順次登園

◎6月　歯科検診　　　　　　　　　　 　 ◎3月　ひな祭り・卒園式 排泄・手洗い・おやつ

◎7月　七夕・夏祭り 活動

  ☆　大自然に囲まれアットホームな雰囲気の中、心穏やかに生活ができます。また自然の中で季節を
　　　 感じながら体を動かし遊びを通して心身ともに強く成長できます。

　☆　保育園の敷地の畑で野菜を育てたり収穫したり自然の恵みに感謝する心を大切に「食育」に力を
       入れます。
 
　☆　専門講師による英語教室（３歳児～）や文字指導（就学児教育）も保育課程に設定。また休日保育
       も行っています。

　☆　自然の中への数多くの園外保育や楽しい行事が多く保育園全体が笑顔にみちています。

主な年間行事　 保育の一日（タイムスケジュール）

◎4月　入園進級式　　親子遠足　　 ◎1月　園外保育 ３歳未満児

　保育士・幼稚園教諭等　　　14　名　,　その他職員　3　　名　

 ・ 梅雨時期の衛生面や食中毒について　・ 防火対策　・ ケガの応急処置　・人権について

目指す子どもの姿（保育理念・保育方針・保育目標）

  　家庭・地域と連携を図り、心豊かな生活体験を通して健やかな成長や子ども一人ひとりの個性を大切に
　　「生きる力」を育みます。また保護者と力を合わせ、子育て支援に貢献します。
 
　　　　　　　　ゆ　　豊かな生活の中で、意欲を持って行動する子ども
　
　　　　　　　　の　　のびのびと健康でたくましい子ども

　　　　　　　　お　　思いやりのある心豊かな子ども

園の特徴

実施事業
　一時預かり　・　延長保育　・　休日保育　・放課後児童クラブ　・　地域子育て支援センター
　園庭開放（　有　・　無　）　・見学受け入れ（　有　・　無　）　・未就園児活動（　有　・　無　）

　　　　　　　　　　30　　　　　　名　　　　 対象園児 　　　　3　ヵ月　～

　7　時　00　分　～　　18　時　00　分 休園日 日曜日、祝祭日、年度末２日（新年度準備）

湯之尾保育園

社会福祉法人　明生福祉会　理事長　嶽﨑　至六郎 施設長 　　　　　宮原　　春

　　　　　　菱刈川北２１１２ 電話番号 　　　　０９９５－２６－０６４０

ゆのお神社

ゆのお小学校

郵便局

校区公民館

ガラッパ公園物産館

ゆのお
保育園



園名

設置者

所在地

定員

開所時間

職員構成

研修内容

ハロウィン 時間 ３歳以上児

親子バス遠足 7:30 ２号児順次登園

もちつき大会 9:00 １号児登園　朝の会

クリスマス会 わくわくプログラム

節分

生活発表会 11:00

ひなまつり 12:00 給食（完全給食）

おわかれ遠足 13:00 自由遊び

卒園式 15:00 おやつ　１号児降園

お誕生会   18:30 全員降園

本城こども園

七夕

十五夜

稲刈り

給食（完全給食）

春の遠足

芋植え

田植え

スイカ割り大会

すべての子どもは、無限の可能性を秘めています。どの子どももできることを信じ、のびのびとした保育を行い、元気な本城っ子を育てます。
◆乳児保育　　赤ちゃんにまず与えたいものが温もりです。たくさんスキンシップをとり、たくさん抱っこしてあげ、温もりにつつまれて、安心できる
保育を心掛けます。
◆わくわくプログラム　　子ども達がわくわくするプログラム（読み・書き・計算・そろばん・体操・音楽・英語など）を遊びの中に取り入れながら楽しく
行います。早期教育ではなく、それは、６歳ごろまでが臨界期と言われているからです。この時期に適切な園独自の保育を行うことにより、言語能
力・運動能力・絶対音感・数学的能力など身につきやすくなります。
◆年齢別保育と縦割り保育　　年少児・年中児・年長児は、活動によっての年齢別保育と縦割り保育を行っています。縦割り保育では、年下の子
どもは、年上の子どもの活動を見て学び、憧れを抱き、年上の子どもは、年下の子どものお世話をし、教えることによって自信を持ち、思いやりの
心を育てます。子ども達は、これらを通して社会性と協調性を自ら学ぶことができるようにします。
◆食育　　給食は、成長期にある乳幼児の発育に必要な栄養素を質、量ともにバランスよく配慮して摂取することで、心身の健康的な発達を図る
ことを目標にしています。全園児　完全給食です。給食は、すべてこども園から提供します。お家からご飯を持ってくる必要は、ありません。４・５歳
児は、毎日食後に歯みがき後、虫歯予防のためフッ化物洗口を行っています。
その他、詳しいことは、本城こども園ホームページ・インスタグラムをご覧下さい。

主な年間行事 保育の一日（タイムスケジュール）

目指す子どもの姿（保育理念・保育方針・保育目標）

　「心の力」「学ぶ力」「体の力」を育てる。
　
・保育士や友達との温かい関わりの中で、一人ひとりが大切にされている喜びを体験しながら、
　自分で考えて行動できるように手助けします。
・発達に留意しながら、集団生活を通して、自主性、社会性、創造性が伸びるように援助します。

運動会

おやつ

社会福祉法人菱刈本城福祉会

伊佐市菱刈南浦２９０－１

１号５名　２号２７名　３号２３名

　　　　　７時３０分　～　１８時３０分

　保育士・幼稚園教諭等　　１５名　,　その他職員　５名　

園庭開放（有）　・ 見学受け入れ（有）　・ 未就園児活動（有） ・ 放課後児童クラブ

乳児保育研修　市保育研修　保育連合会研修　園内研修（外部講師による）　

入園式 ３歳未満児

３号児順次登園

朝の会
設定保育・わくわくプログラム

自由遊び

お昼寝

園の特徴

全員降園

地図（アクセス）

　
大口庁舎から車で１５分　菱刈庁舎から車で５分

園舎紹介（園舎・園の中・園庭の写真）

芋ほり

実施事業

尻屋チズ子

０９９５－２６－４１６１

３ ヵ月～

日曜・祝日・１２月２９日～１月３日・３月３１日

施設長

電話番号

対象園児

休園日



園名

設置者

所在地

定員

開所時間

職員構成

研修内容

11月　秋の遠足 時間 ３歳以上児
            高齢者とのふれあい(芋堀り) 　7:00～ 2号園児登園

12月　生活発表会 9:00 1号園児登園

　　　   クリスマス会・もちつき 9:30 自由あそび

 2月   節分 10:00 保育活動

 3月   ひなまつり会・思い出遠足 11:00
　　     お別れパーティー 12:00 給食

         卒園式・修了式 13:00 昼寝

 （毎月）  映写会  誕生会     14:00 1号園児降園・預かり保育

避難訓練 身体測定 衛生検査 15～17 おやつ,自由遊び,降園

18:00～ 延長保育

田中認定こども園

福）みどり福祉会　理事長　後庵　卯 施設長 中村　和恵

伊佐市菱刈重留１５２６番地２ 電話番号 ０９９５－２６－１０１６

1号10名・2号30名・3号25名 対象園児 　　　　　4ヵ月　～  就学前まで

７時　～１８時（延長保育１８時～１９時） 休園日 日曜、国民の祝日、国民の休日１２月２９日～１月３日

園長・主幹保育教諭・保育教諭・看護師・栄養士・調理員等　　　25名

保育士・中堅保育士・主任研修会、調理担当者研修会、理事・監事研修会、視察研修、子育て研修会

目指す子どもの姿（教育保育理念・教育保育方針・教育保育目標）

[教育保育理念］子どもの安全の確保と健康の維持に留意して保育を行います。集団生活を通して豊かな個性を育
み、基本的な人格の育成に努めます。働くお父さんやお母さんが、安心して預けられる認定こども園を目指します。
［教育保育方針］①心身の健康を培う活動を通じて、気力・体力を育み、豊かな心情と思いやりのある子どもを育て
る。②多様な生活体験(自然、社会、文化）を通して豊かな感性や創造性を育む教育保育を行う。③保護者との連携
を図り、心の通った教育保育と子育て支援に努める。［教育保育目標］望ましい環境を設定し、家族、地域社会と一体
となって、乳幼児期にふさわしい心身の発達を育み、明るく健やかで元気に活動できる感性豊かな子どもを育成す
る。①仲良く遊べるやさしい子ども（思いやり、協調性を大切にする。）②自分のことは自分でする子ども（自立心、自
主性）③あいさつができる子ども④自己肯定感の持てる子ども

園の特徴

　週2回程度外国人講師を招き、楽しく英語遊びに取り組んでいます。また年長組は月一回華道と硬筆を行い,自国の文化
に触れる取り組みを行っています。華道によって礼儀作法等を身につけ、その他音楽リズムや体育遊び等によって豊かな
感性、表現力を伸ばします。

  ①子どもが、自分の好きな遊びを見つけ、遊び込める環境の中で子ども主体の遊びを進めていくことで、子どもの発想・想
像力を育みます。成長と共に人とのかかわりや自然との触れ合いを心地よいと思える感性を育みます。

  ②給食には、安心安全な食材を使っています。

    アレルギーへの対応として、除去食等行っております。御相談ください。

主な年間行事 保育の一日（タイムスケジュール）

 4月　入園を祝う集い・お花見 ３歳未満児
　　　　保育参観 随時登園・健康チェック

 5月  子どもの日の集い 自由あそび

　　　 親子バス遠足 おやつ

 6月　内科・歯科・眼科検診 保育活動

            高齢者とのふれあい(芋苗植え) 給食

　（　　大口庁舎　・　菱刈庁舎から車で　　　10　分
）

実施事業
　一時預かり　・　延長保育　・　休日保育　・放課後児童クラブ　・　地域子育て支援センター
　園庭開放（　有　・　無　）　・見学受け入れ（　有　・　無　）　・未就園児活動（　有　・　無　）

10月　運動会 おやつ,自由遊び,降園

田中校区の行事に参加(夏まつり・田中小運動会・敬老会・田中フェスタ) 延長保育

園舎紹介（園舎・園の中・園庭の写真） 地図（アクセス）

 7月　夕涼み会・プール開き

 8月　七夕まつり 昼寝

 9月   祖父母参観

ココ



園名

設置者

所在地

定員

開所時間

職員構成

研修内容

10月/おみせやさんごっこ 時間 ３歳以上児

　　　　いもほり 7:00 2号園児登園

11月/バス遠足・県民週間 8:20 1号園児登園

12月/クリスマス聖劇・もちつき 9:30 自由遊び

 1月/七草礼拝

 2月/節分・発表会 11:30

 3月/ひなまつり 12:00 給食

9月/運動会       お別れ会・卒園式 14:30 1号降園・預かり保育

　　  　年間を通して毎月・・誕生会・避難訓練 18:00 2号園児・預かり保育終了

　　　　バイキング給食・交通安全教室・防火訓練・防犯訓練等 18:30

　　　　　　　　　　認定こども園大口幼稚園

学校法人大口聖公学園 施設長 宮崎典子

伊佐市大口里3024番地１ 電話番号 0995－22－0450

1号 30名 ・ 2号 40名 ・ 3号 20名 対象園児 生後　6　ヵ月　～ 就学前まで

7時　～　18時 （ 延長保育 18時30分迄 ） 休園日 日・祝祭日　年末年始　年度末

　保育士・幼稚園教諭等　　18名　,　その他職員　　7名

キリスト教保育・ＳＩ教育・教育保育要領・乳幼児教育総論・保育技術向上・特別支援教育・食育・人権他

目指す子どもの姿（保育理念・保育方針・保育目標）

　　　　　　「一人ひとりを大切に　神さまと人々から愛される人に」を教育モットーとして

　　　　　　　　　　　　　　温かい雰囲気の中で　保育・教育に励んでいます。

実施事業
　一時預かり　・　延長保育　・　休日保育　・放課後児童クラブ　・  地域子育て支援センター
　園庭開放（　有　・　無　）・  見学受け入れ（　有　・　無　）・  未就園児活動（　有　・　無　）

　保育目標

　　　　１．自分で考える思考力を養います。

　　　　２．自分の事は自分でする。自立性（自主性）を芽生えさせ伸ばします。

　　　　３．万物の創造主である神さまを憶え、人への思いやりや父母への感謝を学び感性を育てます。

園の特徴

　・キリスト教（日本聖公会、イギリス国教）

　　　1937年に伊佐の地に幼児教育施設を開所し、創立85年になる歴史ある幼稚園です。

　・2015年に幼保連携型認定こども園に認定され、幼稚園（学校教育）と保育園（児童福祉）の良い所を

　　　一つにした施設で、生後6か月から小学校就学前のお子様を預かり、教育・保育を行っています。

　・思考力・想像力を育てる　ＳＩあそび　・・みずから考え、みずから気づく子どもをめざします。

　・英語あそび（月2回）　体操あそび（月3回）　　太陽スポーツクラブ講師

　・質の高い教育・保育を提供するため、教職員は様々な分野の研修会に参加し研鑽を積んでいます。

主な年間行事(新型コロナの為変更の場合もあります） 保育の一日（タイムスケジュール）

4月/入園式・一日遠足 ３歳未満児　(3号園児）

5月/ファミリー参観・いもうえ 登園

6月/花の日訪問 保育

7月/一年生同窓会 おやつ

　　　市夏祭りおみこし参加 保育

　（　　大口庁舎　・　菱刈庁舎から車で　　2　　分
）

8月/年長宿泊保育（霧島） 給食

　　　夕涼み会 午睡

おやつ

設定保育

保育終了

延長保育終了

園舎紹介（園舎・園の中・園庭の写真） 地図（アクセス）

伊佐市役所

交番

幼

ふれあい

センター

大口郵便局

大口警察署

大口幼稚園

元気

こころ館



園名

設置者

所在地

定員

開所時間

職員構成

研修内容

園内研修（毎月最終土曜日） 時間 ３歳以上児

7:30 順次登園

好きな遊び

9:30 朝の会

あそび

10:00

11:30 11：45昼食

12:30 13：00午睡

15:00 おやつ

など 16:30 あそび・順次降園

園舎紹介（園舎・園の中・園庭の写真） 地図（アクセス）

　（　　大口庁舎　・　菱刈庁舎から車で　　5　分　　）

実施事業
　一時預かり　・　延長保育　・　休日保育　・放課後児童クラブ　・　地域子育て支援センター
　園庭開放（　有　・　無　）　・見学受け入れ（　有　・　無　）　・未就園児活動（　有　・　無　）

報恩講 午睡

遠足 おやつ

あそび・順次降園

避難訓練 朝の会

じこうわいわいフェスティバル あそび

親子遠足 昼食

はなまつり 順次登園

保育参観 好きな遊び

本堂礼拝 おやつ

・クラス編成を工夫することで異年齢での自然な関わりを生むようにしています。年齢が下の子や上の子
と係る異年齢で生活を過ごすこと他児と比べられず、「何があっても自分はここにいていいんだ」という安
心感が生まれます。その安心感を基礎にでてきた「やってみよう」という気持ちを大事にしたいです。

主な年間行事 保育の一日（タイムスケジュール）

入園式 ３歳未満児

　保育士・幼稚園教諭等　　　12　名　,　その他職員　　5名　

職員研修

目指す子どもの姿（保育理念・保育方針・保育目標）

ほとけの教えを中心に和（仲良くあそぶこども）・精進（元気でがんばるこども）・慈悲（いたわりと優しさをもったこども）
をめざし実施します。基本的習慣を養い、身体の諸機能の調和的発達を図る。集団の中でこどもたちが自己発揮でき
るように総合的におこなう。個々の発達課題に配慮し、こどもが自発的意欲的にかかわれる環境をつくり豊かな遊び
を通して総合的におこなう。異年齢の子どものかかわりの中でお互いに育ちあうことが出来るようにする。
野菜の栽培、収穫を通して食物の命にきづかせ命の大切さや食べ物と体関係に興味を持たせる。地域の人材や社
会資源の活用を図り保護者が子そだてを自ら実践する支援、及び地域の子育て家庭に対する支援をおこなう。
など、ひとりひとりの気持ちに寄り添い、ともに育つ保育を行っております。

園の特徴

1号 5名  ・ 2号 26名 ・ 3号 24名 対象園児 3ヶ月～

7時30分から18時30分 休園日 日・祝祭日・年末年始

認定こども園　慈光保育園

社会福祉法人菱刈福祉会 施設長 冨重　真直

伊佐市菱刈前目781 電話番号 0995-26-2145



園名

設置者

所在地

定員

開所時間

職員構成

研修内容

    十五夜行事・年長クッキング 時間 ３歳以上児

    避難訓練 8:30 登園（８時より受け入れ）

１１月　本城小との交流・焼き芋 9:00 教育活動

　　     年中クッキング，発表会 9:45 朝の会

１２月　餅つき・持久走大会　10:00 教育活動

　　　　 クリスマス会 11:30 給食準備/給食

１月　年少クッキング 12:30 教育活動

２月　節分・年長クッキング 14:00 片付け

　   　駅伝応援 14:15 帰りの会

３月  ひな祭り・お別れ遠足 14:30 降園

伊佐市立本城幼稚園

９月　祖父母参観・園外保育　　

５月　避難訓練・保育参観

６月　運動会練習・運動会

       市教委訪問

１　異年齢のふれあい活動の充実
　　・　行事等異年齢の活動を計画し，充実した活動を行う。集団遊びの実施(鬼ごっこ，マラソン等）
２　感性や知性を育てる自然観察や体験活動の充実
　　・　栽培活動（芋植え・芋ほり・焼き芋・すいか等）　　・　公共バスを利用して園外活動　　・　計画・買い物・調理を自
分たちで行うクッキング  ソーメン流し　西瓜割
　　・　地域の自然探検（川遊び・散歩・草スキー）　・　発想を生かした製作活動
３　個々の発達段階を踏まえ，いろいろな遊びを工夫創造し，遊びを通して，つまずきや友だちとのコミュニケーション
の取り方を学ばせていく。
４　小学校と同じ給食を食べる。
５　未就園児を対象とした月1回の園庭開放　・　毎週火曜日小学校の校庭で遊ぶ　・　 月1回英語活動

主な行事 保育の一日（タイムスケジュール）

目指す子どもの姿（保育理念・保育方針・保育目標）

１　教育目標
　健やかで明るく，生き生きと遊び，生きていく力と思いやりのある子どもを育成する。　～元気いっぱい　にこにこ　笑顔の伊佐っ子～
　・元気なあいさつのできる子　・仲良く遊べる子　・良く気づき，良く聞ける子　・健康的な生活リズムをつくれる子  ・思いっきり遊べる子・
我慢できる子
２　園経営方針
　①　適切な環境を構成し，多様な生活体験（自然・社会・文化）を通して，豊かな感性や創造力・気力・体力を育み，生きる力の基礎を培
う教育実践に努める。
　②　異年齢児交流を通して，一人一人が“自分らしさ”を発揮し，他者との葛藤を繰り返しながら，自分の気持ちを調整する力を育て，思
いやりのある子どもの育成に努める。
　③　小学校・療育施設・保健師等との連携を密にして，個々の発達を支援し，小学校就学への円滑な移行を図る。

園長　教諭３名　事務

　一時預かり　・　延長保育　・　休日保育　・放課後児童クラブ　・　地域子育て支援センター
　園庭開放（　有　・　無　）　・見学受け入れ（　有　・　無　）　・未就園児活動（　有　・　無　）

一人一人の実態を把握して，どのような支援，声かけ，環境設定を行えば生き生きと遊ぶ子どもを育むことができるか。

４月　親子遠足 ３歳未満児

園の特徴

地図（アクセス）

　（　　大口庁舎　・　菱刈庁舎から車で　５　分　　）

園舎紹介（園舎・園の中・園庭の写真）

　　 　高齢者とのふれあい

１０月　バス遠足・芋掘り

　　　　　１日体験入園

７月　お泊まり保育〈年長）

実施事業

有馬　りえ子

０９９５－２６－０１８５

　　３歳児　４歳児　５歳児

休業（7/21～8/31・12/25～1/7・3/25～4/6）

施設長

電話番号

対象園児

休園日

伊佐市立本城幼稚園

伊佐市菱刈南浦３４７０－１

　　　　　　　　　　　30 　　　　名

　　8時 30分　～　17時　15分

本城コミュ

菱刈中

本城幼稚
スカラー

本城小

菱刈庁舎

県道５３

県道425



 


