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『子どもの成長を見守り、
子どもとともに楽しむ

子苑第一 子育て広場』

那加学園
子苑第一幼稚園 子育て広場

各 務 原 市

小学校1７校

中学校8校

私立幼稚園１４園

河川環境楽園 『アクアトト』 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館

各務原市民公園 那加学園 子苑第一幼稚園
平成30年度 男子 女子 合計

満３歳児 １０ １７ ２７

年少 ６８ ５１ １１８

年中 ５１ ４６ ９８

年長 ６７ ５５ １２２

在籍数 １９６ １６９ ３６５

1 2

3 4

5 6



6/7/2019

2

那加学園 子苑第一幼稚園

子育て広場委員

5名 会長 副会長２
書記 会計

年中・年長保護者２名年中保護者３名長/副長/書各学級2名 ２６名

「母苑会」という固有名詞をもつPTAの組織は、本園だけの自慢です。

母苑会の目的
1.幼稚園の運営をたすけ、よい環境づくりに協力する。
2.先生と会員の親睦をはかり、園と家庭の連絡を密にする。
3.会員の教養を高め、園児理解の見識を深める。

母苑会組織

学級委員会 ベルマーク委員会

本部役員

子育て広場の持ち方
目標:親として子どもの成⾧を見守り、子ども

とともに楽しむ
方法:「わくわくセミナー」という楽しいネーミ

ング
多くの保護者に参加しやすい形
（下のお子さんへの配慮＝託児の完備）

形態:講座型・体験型・参加型など多様な
スタイル

那加学園 子苑第一幼稚園

癒しの香りを楽しみましょう! 体験型

子どもと一緒に 『人形劇鑑賞』 参加型

お父さんの勉強会 講座型

• 「夢・志」を持って生きる子どもに育てる
• 6月6日 土曜日 10時～

スクールカウンセラーによる学習会 講座型

• 「アロマワックスサシェ作り」
• 11月20日 火曜日 10時～

• 「いちご座」の公演を子どもと一緒に楽しみましょう!
• 1月23日 水曜日 10時～

• 「お子さんの成⾧に合わせて親子で育みたいこと」
• 7月17日 火曜日 10時～

お父さんの勉強会 講座型

那加学園ならではの実施方法
子苑第一幼稚園 と 第二幼稚園の合同開催

各園にて交互に開催

子苑第一幼稚園 子苑第二幼稚園

園児数360名 園児数400名

お父さんの勉強会
平成２７年度

会場:子苑第二幼稚園

【学習テーマ】

『楽しみながら、運動神経を伸ばすコー
ディネーショントレーニング』

【講師】

ハドルスポーツクラブ

笠原 愛 先生

参加者９３名

第一48名 第二45名

平成２９年度

会場:子苑第二幼稚園

【学習テーマ】

『幼児期の子育てが子どもの将来を左
右する』

～非認知能力の大切さと育み方～

【講師】

岐阜大学教育学部

春日 晃章 先生

参加者９０名

第一47名 第二43名

お父さんの勉強会
平成２６年度

会場:子苑第一幼稚園

【学習テーマ】

『子育て!お父さん出番で
すよ』

【講師】

杉山学園 尾崎幼稚園

園⾧ 田中 鴻一 先生

参加者６９名

第一46名 第二23名
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お父さんの勉強会
平成２８年度

会場:子苑第一幼稚園

【学習テーマ】

『ほめて育てる!笑顔輝く
ほめ方セミナー』

【講師】

日本ほめる達人協会

認定講師

松本 秀男先生

参加者１１４名

第一72名 第二42名

平成30年度 お父さんの勉強会 子苑第一幼稚園

会場:子苑第一幼稚園
【学習テーマ】

『志授業』
～「夢・志」を持って生きる子どもを育てる～
講師 立志教育支援プロジェクト監事

古澤 丈介先生
参加者７６名 第一41名 第二35名

講演感想 回収41名（第一幼稚園 参加者）
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講演感想 今後の講演要望 回収41名（複数回答）
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スクールカウンセラーによる学習会 講座型

お子さんの成長は、親にとって嬉しいこと！
でも、悩むこともいっぱい・・・

そんな日々の疑問や不安を安心に変えて、
お子さんとの関わり方を考えてみませんか？

【日時】 平成30年7月17日（火）10時～11時
【場所】 子苑第一幼稚園 ２F 遊戯室
【講師】 スクールカウンセラー

荒木 裕子 先生

火を使わない安全なアロマキャンドル
安心して子供部屋にも置くことができる、
そんな素敵な『アロマワックスサシェ』を、

手作りしてみませんか。

【日時】 平成30年11月20日（火）10時～12時
【場所】 子苑第一幼稚園 ２F 遊戯室
【講師】 アロマインストラクター

安藤 ゆかり 先生

癒しの香りを楽しみましょう! 体験型

『子どもの気持ちになって、
人形劇を楽しみませんか？』

「いちご座」さんの
人形劇を鑑賞しましょう

【日時】 平成31年1月23日（水）10時～12時
【場所】 子苑第一幼稚園 ２F 遊戯室
【講師】 人形劇団「いちご座」

子どもと一緒に 『人形劇鑑賞』 参加型
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興味が持てる

堅苦しさがない

悩み／ストレス解消

つながり
安心・自信

参加しやすい子育て広場とは ①興味が持てる
・ネーミング「わくわくセミナー」
・トレンド→癒しのアロマ

②堅苦しさがない
・遊戯室の広い会場で車座
・小グループ化

③悩みやストレス解消になる
・聞いてよかった
・気持ちが楽になった
・楽しかった

④親同士のつながりができる／子育てに安心
感や自信が持てる

・次回も参加しましょう
・あなたのお子さんは?お宅はどう?

「参加したいけど・・」をなくす配慮

★参加しやすい子育て広場とは

④高い費用が掛からないようにする

①下の子の託児を園にお願いする

②開始時間を比較的余裕ある午前中にする

③敷居が高くならないように内容に気を付ける

⑤今日的なニーズを取り入れる

那加学園 子苑第一幼稚園

ご清聴ありがとうございました。

平成30年度家庭教育学級役員
北野江美子 奥村恵花 ⾧谷川雅代
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