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本園は、仏教の禅の教えを建学の精神とした

駒沢学園の中に創設された幼稚園です。

駒沢女子短期大学保育科の付属園として、

伝統の上に築き上げてきた信頼を礎に、

今を生きる子どもにふさわしい

質の高い幼児教育を追究し続けています。

人生の始まりの重要な幼児期だからこそ、

こころの教育を基盤に人間の基礎をしっかり

培うことを使命としています。

こまざわ幼稚園について
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本園は、教育基本法に位置付けられている学校教育施設

です。幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培

う重要なものであり、小学校以降の教育の基礎を培うもの

と位置づけられています。

本園は、人生の始まりの最初の教育機関として、文科省

が示す「幼稚園教育要領」に基づいた教育内容を実践する

一方、私学としての特徴を生かしながら、3年間、子どもの

育つ力を最大限に引き出し、無理のない小学校教育へとつ

なげています。

幼稚園ってなぁに？
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１．仏教の禅の教え ⇒こころの教育

２．保育科と連携 ⇒学生・短大教員との交流

３．自然とのふれあい⇒恵まれた自然環境・食育

４．レインボータイム（縦割り保育）

⇒異年齢の子ども同士の交流

年長児～

５．体育（カワイ体操教室）

６．英語で遊ぼう（本学園ネイティブの先生）

私学「こまざわ幼稚園」の特徴とは？
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人に対する「やさしさ」「おもいやり」は幼児期から大切に育てたいこころ

です。道元様の禅の教えを無理なく、毎日の生活の中で育んでいきます。

子どもたちは仏様を「ののさま」と親しみをもって呼び、清いこころをもち

正しい行いを知り、実践し、元気な子どもになっていきます。

特徴１．禅の教え⇒こころの教育とは？

5お正念：ひと遊びした後、心静かな時を過ごします。礼拝：週1回、年長さんは献灯献香献花をします。



保育科の学生と専任教員が、園やキャンパスで、一緒に活動して交流します。

特徴２．保育科との連携とは？
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学生たちの「身体表現発表会」に招待され観劇会
お姉さん先生たちのパフォーマンスに大喜び！

お姉さん先生が企画したイベントに招待されて、
大喜びの子どもたち！園ではできないダイナミックな 活動に心も体もワクワクが全開です！

りんどう祭での学生による「ドレミファシアター」
一緒にうたっておどって過ごします



7～“子どもっておもしろい！不思議！だから、保護者の方も先生たちも学び続けます～

駒沢女子大学・短期大学の専任教員による活動



園内の花壇では野菜や果物を栽培したり、近所の公園を探険したりして、

自然の中でおもいきり遊びます。自然は子どもたちの最大の先生です！

特徴３．自然とのふれあいとは？
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近くの公園へお散歩、緑の中には発見がいっぱい！虫や鳥たちにも出会えます。

園庭にはシロツメクサの絨毯！
四葉のクローバー探しは大人気！

園庭の花壇で栽培したさつまいも！
つるであそんじゃおう！

園庭で栽培した落花生
こんなふうに実るんだね！

園庭の梅の実から梅ジュースをつくりました



年少さん、年中さん、年長さんと3学年が、兄弟姉妹のように一緒に遊ん

で活動することもあります。異年齢のつながりが、やさしさやあこがれを

生み、子ども同士が育っていく機会となります。

特徴４．レインボータイムとは？
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💛3学年みんなで一緒に元気よく体操します！
あこがれのお兄さん、お姉さんの真似なら
難しいこともできるようになっていきます。

💛あこがれのお兄さんたちに囲まれて、年少さんは
うれしそう！ぼくもお兄ちゃんみたいになりたいなぁ。

💛年中さんも年少さんもみんな仲間
今日はバーベキューパティーだ！



年長組になると専科の体育教員による体育が週1回始まります。

カワイ体操教室の先生と連携して、健康な体づくり、スポーツを通した

仲間意識、育ち合いの精神づくりを目指しています。

特徴５．年長児 「体育」とは？
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夏の時期、園庭に設置したプールで
水に親しみます。

やる気を引き出す先生のかけ声！担任も子どもと一緒に体を動かし、
今はできなくても、いつかできるようになるまで、仲間同士で励まし合う！
だから、みんながんばれる！
技術的なことよりも、強く、やさしい気持ちを大切に指導します。



年長組になると学園のネイティブの先生から「英語」の体験がはじまります。

体を動かしながら、遊びの中で感覚的に英語を身につけていきます。

特徴６．年長児「英語であそぼう」とは？
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♬英語で歌って踊って、身体を動かしながら
外国語の感覚を体得していきます。（R元年度）

♪リズムにのせて、耳から新しい言語が体に浸み
込んでいきます。（H31年度）



１．遊びの中で主体性を育てます

２．命をいつくしむ心を育てます

３．伝え合う分かち合う表現力を

育てます
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本園の教育目標 は



子どもの遊びには、頭で教えるのではない、感覚的な深い学びがたく

さんつまっています。

子どもは、遊びの中で自己充実感を味わい、友だちとかかわる中で、

社会性を体得し、自己の表現をゆたかに育んでいきます。

さまざまな環境の中で体を動かし、心を動かしていくと、感性が磨か

れ、自分の好きなこと、得意なことが見つかります。

子どもは子どもの中で育ちます！好奇心⇒冒険⇒発見を繰り返して、

自立心、思考力の芽生え、規範意識の芽生え、数や文字への関心が高

まり、就学への準備がはじまります。

たとえば、、、（遊びの事例を紹介します）

子どもの遊びってなぁに？
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なんだか、たのしいなぁ…、おもしろいなぁ…、
ひたすら黙々と…遊びに没頭する子どもたち
⇒青い吹き出しの男の子に注目してください

3歳児さん
の事例から



汚れが気になって…でも、
好きな青いシャベルを見つけると…
砂場に飛び込んで、掘ってみた！



“こころ”が動くと…
↓

からだも動く…
↓

やってみたい！“意欲”
へ

視線の先には、砂とたわむれ
る他の子どもの姿が…

子どもがなにかを思って、
動き出す瞬間…

みんな裸足だ！
ぼくも脱いで
みよう！



この山は、数十分前に遊んでいた年長さんが
つくっていた山であった…

4歳児さんの
事例から



ヤッホー！

お山のてっぺん
に登っちゃっ

たぁ～



ここにあな
ほってみようよ！



おーい、
きれいな山に
したよ～



わたしたちも
登りたい！

楽しいことをしていると…
いつのまにか

自然に仲間が集まってきます。



仲間で遊ぶ
たのしさ！

よし！
作戦会議だ！５歳児さんの

事例から

何をするでも 心と心がつながれば
みんなで力を合わせて、一致団結！



キャンパスで大学生気分を体験！

一年生になったら一人
で渡るんだね！

合格！
これでもう一年生！

準備OK!

おおきくなったら、
私はおかあさん！

駒沢学園へキャンパスツアー
ようこそ、みなさん！

施設への訪問は、年長さん
だからこその交流です。
おじいさま、おばあさま、

長生きしてね！



3年間で、こんなにおおきくなりました！

2年前…不安でめそめそ
みんなばらばら…

3年前…りすさん教室では
いつもママと一緒…



再度、こまざわ幼稚園が目指す

『教育目標』は、
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思いやりの
こころ

子どもの遊びは
毎日の大切なお
しごとです

心にある思い
を表出する禅のこころ

相手の思いを
受けとめる



幼稚園での遊びや課題活動で
育まれるもの
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3番目

態度
2番目

意欲
1番目

心情

やってみたい！

ワクワク・ドキドキ
たのしそう！

やってみたら、
できた！
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こまざわ幼稚園の三大行事

運動会
駒澤学園のグランド

広々とした中で思い切り楽
しみます。もちろん、家族
揃って観戦してください！
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こまざわ幼稚園の三大行事

造形展
4月からの造形表現活動
の成長をご覧ください
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こまざわ幼稚園の三大行事

発表会
一年間の子どもたちの身体表
現活動（言葉・歌・楽器）を
駒澤学園の講堂でご家族みな
さんでお楽しみください。
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こまざわ幼稚園の仏教行事

涅槃会図見学 学園大講堂にて

花御堂を葺き、ののさまに甘茶をかけます

花まつり 稚児行列 みたままつり



子どもは今を生きている！

だから

夢中で学ぶ
子どもは不思議がいっぱい！

だから

全力で学ぶ
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みんなで同じものを食べるの
も楽しいですね。
幼児用宅配給食業者
エンゼルフーズを利用してい
ます。行事食もあります。

昼食について（お弁当）月・木（給食）火・金

おうちの人の手作りお弁当
今日は何が入っているかな？
蓋を開ける時は、子どもたちの
楽しみな瞬間です。
お天気がいいとき、園庭で
食べると食がすすみます！



防災訓練・安全教育について
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地震だ！身を守ろう！

２階からは避難滑り台
で、落ち着いて。

安全な場所に避難

親御さんも一緒に訓練
年１回の引き取り訓練幼稚園には防犯カメラ8台が

24時間作動しています。



幼稚園での服装について夏制服・冬制服があります。
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夏の制服

クッキングは
エプロンと三角巾

体操服

造形活動は
スモック

冬の制服
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▶幼稚園バスは、南観光株式会社による運行です。

▶コースと時刻表は、利用者の利便性・安全性を考慮し、

5コースをベースに毎年組み替えています。

▶往復利用と片道利用があります。

通園バスについて

バスは、園児仕様。
2台あります。

みんなで分乗して
園外保育に出かけるこ

ともあります。
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通園バスについて（参考）令和2年度のコース

２０２０年度から
園バスの位置情報をリア
ルタイムでお知らせする
システムを導入しました



▶国費より支給される月額：25,700円

▶本園の保育料月額27,000円

⇒差額1,300円を毎月納入いただきます

▶教材費は学期ごとに3,500円

▶制服代、バス会費、給食・牛乳代、遠足等行事

費用、預かり保育利用料は実費

▶預かり保育⇒新2号として認定された保護者に

対して補助金適用

※詳細は、PDFの資料（参考：令和2年度納入金一覧）をご覧ください。

本園は幼児教育無償化の対象園です
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38

保護者の利便性を高める取り組みを開始！

＊今年度から株式会社コドモンのシステムを導入しました。

＊システムに関して保護者負担経費はありません。

＊さまざまな機能をつかって利便性を図ります。

＊2021年度から現金による集金はなくなります。
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●3歳児40名
※年中年長は若干名、次年度募集はお問合せください。

●入園希望届について

定員超過とならないようご提出順に仮登録します。

●願書配布について

10月15日（木）より幼稚園にて配布します。

●入園面接 ： 10月31日（土）

遊びの観察と親子面接を行います。

→終了後、入園手続きをお願いします。

※詳細は、PDF資料「令和3年度 園児募集について」をご覧ください。

2021(令和3)年度 園児募集について
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今日も元気いっぱいの先生たち！
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💛子どもに寄り添い、子どもの力を信じて、待つ保育、見守る保育



今日も元気いっぱいの先生たち！
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💛子どもと共に、笑い、泣き、怒り
共感しあいながら、共に育つ保育



幼稚園を支える影のスタッフたち
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園内外を安全に管理するスタッフ

職員室で対応する事務スタッフ



１９５０年以来、子どもの成長を見守るののさま
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園長：小山祥子 副園長：水野美佳
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駒沢女子短期大学付属

こ ま ざ わ
幼 稚 園
入 園 説 明 会
おわり

本日はご覧いただき、誠にありがとうございました。
ご不明点は直接幼稚園までお問合せください。


