
女子教育・幼児教育の発展とともに

願書配布期間

令和4年9月9日（金）～9月16日（金）
月～金曜日（10：00～17：00）

幼児教育の分野では、日本の幼稚園保母第一号となった幼児教育の先覚者である豊田芙雄先生が大成女学校の校長を務め
たことに始まり、その教えは本学園の建学の精神に脈々と受け継がれております。現在、認定こども園大成学園幼稚園、大成学
園額田保育園に加え、2019年４月からは、笠間市との公私連携協定により認定こども園大成学園かさまこども園、認定こども園
大成学園いなだこども園が加わり、茨城女子短期大学の附属園として様々な形でこども子育て支援を行うと共に地域社会と連
携した運営により、豊かな幼児教育を実践しております。

茨城女子短期大学保育科の附属園として質の高い幼児教育を実践

学校法人大成学園は明治42年に発足し、学園創立１１3年を迎えました。現在、茨城女子短期大学、大成女子高等学

校において女子の高等教育に特化し、「社会に役立つ女性」の育成に専心しております。また、幼児教育においては、茨

城女子短期大学の附属園として、認定こども園大成学園幼稚園、大成学園額田保育園に加え、認定こども園大成学園

かさまこども園、認定こども園大成学園いなだこども園が加わり、豊かな質の高い幼児教育を実践しております。

〒311-0114
茨城県那珂市東木倉960-2

茨城女子短期大学

茨城女子短期大学は県内唯一の女子短期大学で、キャリア教育と資格取得により社会の様々な分
野で自信を持って活躍できる女性を育成しております。

表現文化学科
日本のことばや文学を学びながら、身体を用いた
表現なども含め、さまざまな方法で自分を表現する
ことを学びます。豊かな表現力と高いコミュニケー
ション能力を習得するとともに、図書館司書、上級
秘書士、医療事務などの資格も取得し、社会に出
て活躍できる人材を育成します。

〒310-0063
茨城県水戸市五軒町3丁目2番61号

大成女子高等学校

女子に特化したキャリア教育を展開

保育科
２年間という最短期間で「保育士資格」と「幼稚
園教諭２種免許状」が取得できるほか、音楽を通
して障害のある子どもに対応する「こども音楽療
育士」の資格も県内で唯一取得できます。また、
本学の附属認定こども園と附属保育園などでの
実習を通して、質の高い保育者を養成します。

社会で活躍できる女性を育む

普通科 家政科 看護科

国公立大学や難関私立大学を
目指すコースです。大学入試支
援への対応も万全です。
●キャリア進学コース
私立大学や茨城女子短期大学、
専門学校を目指すコースです。総
合型選抜・指定校推薦選抜も視
野に入れて指導を行います。

●フードデザインコース
調理技術の習得だけでなく、食品
学・栄養学的な実験や、地産地消を
意識した献立作成、製菓実習など、
食に関する幅広い授業を行います。

●５年一貫看護師養成課程
看護科３年と専攻科看護科２年
を合わせた「５年一貫教育」によ
り、専攻科修了と同時に「看護師
国家試験」の受験資格が得られ
ます。専攻科（2年間）で要する費
用は看護大学（4年間）の約５分
の1。しかも看護師国家試験合
格率はほぼ100％です。

●ファッションデザインコース
ドレス・ジャケットなどの製作を通
して技術を身に付け、最終的に
はオリジナルのデザイン画をパ
ターン化し、縫製まで行います。

●キャリア特別進学コース

☎029-298-0596

☎029-221-4888

〒311-0114
茨城県那珂市東木倉960番地の2

大成学園幼稚園
認定こども園

☎029-295-1288

〒309-1615
茨城県笠間市金井83-1

大成学園かさまこども園
認定こども園

☎0296-71-5858

〒309-1635
茨城県笠間市稲田2151-1

大成学園いなだこども園
認定こども園

☎0296-71-7200

〒311-0107
茨城県那珂市額田南郷499番地5

大成学園額田保育園

☎029-298-6160

〒309-1635 茨城県笠間市稲田2151番地1
Phone: 0296-71-7200   Fax: 0296-71-7400
Email： tgik-info@taisei.ac.jp  www.taisei.ac.jp

（2023年4月から「こども学科」に名称が変わります）
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幼保連携型認定こども園

地域に関わらず
すべての子育て家庭を
サポートします

教育と保育の
両方の機能を

一体化した施設です

大成学園いなだこども園は
茨城女子短期大学保育科の

附属園です

認定こども園

の び る
そ だ つ

か が や く
募集人数

平成29年4月2日～平成30年4月1日生まれ
５歳児・・・若干名

平成30年4月2日～平成３1年4月1日生まれ
４歳児・・・若干名

平成３1年4月2日～令和2年4月1日生まれ
３歳児・・・８名

令和2年4月2日～令和3年4月1日生まれ
２歳児・・・5名

令和3年４月2日～令和4年4月1日生まれ
１歳児・・・15名

令和4年４月2日～令和5年4月1日生まれ
０歳児・・・8名

※満３歳児若干名募集予定です。
　詳しくはHPをご覧下さい。

令和4年9月15日（木）10：00 ～11：30 遊戯室

2023年度 新入園児募集 見学会・説明会

随時受付中。お気軽にお電話ください。

園内見学・子育て相談・未就園児教室

願書受付期間

1号……令和4年１0月3日（月）～10月11日（火）
　　　　10:00～15:00
２・３号…笠間市にお住まいの３号認定、
　　　　２号認定の募集については、
　　　　笠間市子ども福祉課への直接
　　　　申し込みとなります。
　　　　笠間市の募集は、11月1日（火）開始。

・親子広場「いなっぽ」
 （第２・第４水曜日）　午前10：00～

※市外にお住まいの方は、
　園又は各市町村にお問い合わせ下さい。

＊給食体験・園庭開放しています。
　詳細はHPをご覧ください。

大成学園いなだこども園は、幼稚園教育を希望される家庭のお子さんと、保護者が仕事などのため長時間の保
育を必要とされる家庭のお子さんがともに生活する、教育・保育が一体となった幼保連携型の認定こども園です

教育・保育時間

〈１号認定児〉
教育標準時間　 9：00 ～ 15：00
預かり保育　    7：30 ～   8：30
　　　　　　 15：00 ～ 17：00
　　　　　　 17：00 ～ 19：15
〈２・３号認定児の短時間保育〉
短時間保育　   9：00 ～ 17：00
延長保育        7：30 ～   8：30
　　　　　　 17：00 ～ 19：15
〈２号・３号認定児の標準保育〉
標準時間保育   7：30 ～ 18：30
延長保育       18：30 ～ 19：15
■1号認定：教育標準時間認定（３歳児～５歳児）
　2号認定：保育認定（３歳児～５歳児）
　3号認定：保育認定（０歳児～２歳児）
　＊休園日：日曜日、祝日、年末年始

入園案内 2023



特色ある教育活動

● 始業式
● 入園式・
　PTA総会・
　クラス委員会

● 始業式
● 小学校運動会参加
● ハローミュージアム

● 親子運動会
● 芋掘り
● 地域交流会
● 親子筑波山登山
　（年長児）

● 豆まき会
● 陶芸教室
　（年長児）
● 生け花教室
　（年長児）
● なわとび大会

● こどもまつり
● 春の遠足
● 芋苗植え

● こ小中合同あいさつ運動
● 家庭教育学級開級式
　及び保育参加
● プール開き
● じゃがいも掘り
　（稲田小１年生交流）

● 秋の小遠足
● 大豆収穫祭

● クリスマス発表会
● もちつき大会
● 終業式

● 始業式
● 初笑い
● 修了記念撮影
● 味噌作り

手作りおもちゃや年齢に合せた
水遊びをして、水に親みながら、
暑い夏を乗り切ります。

プール遊び

大・中・小の３基のお神輿を、園
児たちが元気に担ぎます。
かき氷、お化け屋敷、金魚すく
いなどの屋台に、チケットを持っ
て並びます。フィナーレの打ち
上げ花火が上がるまで、思い思
いに過ごします。

短大保育科のお姉さんたちの学
習の場として、一緒に遊ぶ機会
が1年を通してあります。リズム遊
びや制作、表現活動と幅広い活
動を学生と一緒に楽しみます。

夏祭り会

茨城女子短期
大学生との
ふれあい活動

運動会

親子遠足

味噌作り

サッカー教室

体操教室

保護者が見守る中、繰
り返し練習した演目を

披露します。温かい声援を背に、元気
に駆け出し、ゴールを目指します。親
子が一緒に楽しみ、汗を流します。

卒園式
毎日通った園も今日で最後です。
園長先生から、一人ひとりに修了
証書が手渡されます。心も体も大
きく育ち、希望を胸に卒園します。

小学校との交流
稲田小学校の1年生に年長児さ
んがお招きいただき、小学校で交
流会が行われます。一足先に小
学生気分を味わいます。

● ひな祭り
● お別れ会
● お別れ遠足（年長児）
● 小笠原流礼法指導
● 卒園式
● 修了式

入園式
春の日差しに包まれて、園生活の
スタートです。新入園児さんと遊ぶ
ことを在園児さんはとても楽しみに
しています。

発表会に向けて、各クラスの演目
を、グループに分かれて練習します。
衣装も背景も工夫し、楽しいクリス
マス会が始まります。クラスのみんな
で協力し、団結力を高めます。

クリスマス発表会
希少なホタルの群生が放つ光
を親子で観察し、地域の自然
の豊かさと自然保護の大切さ
を学びます。

親子
ホタル観察会

野山散策
近隣の柊山で、園児が主体的
に活動し、生き物の観察や野外
調理など、自然の大切さや楽し
さを学び、豊かな心を育てます。

親子広場「いなっぽ」を地域交流・
子育て相談の場として開催してい
ます。行事への参加や給食体験な
ど、園生活を親子で体験します。

看護師が常駐し、体調不良児対応
型保育を行っています。登園後、発
熱やケガをした場合、保護者への
引き渡しまで看護師が保健室で保
育します。

管理栄養士を交えた親子給食や、
毎月の給食会議を行い、安心安
全な園給食の提供と自ら食物を育
て食する「食育」を推進します。

運営方針
認定こども園の教育・保育に則り、園児にふさわしい環境を与え
豊かな経験を通して心身共に健全な園児の育成に努めます。
日々の生活の姿から園児の発達を確かに読みとり、一人一人に
応じた指導により園児の特性を伸ばすように努めます。
いろいろな人・物・事象と豊かに触れ合う体験を通して、乳幼児期
における道徳性の芽生えを培う豊かな心を育成します。
家庭・小中学校・地域との連携を深め、子どもの最善の利益を考
慮しつつ開かれたこども園を作ります。

理科教室内で、里山保育を実施し、野山散策や沢遊び・野外調
理など、自然の大切さや楽しさを学んでいきます。
自然豊かな本園の強みとして、園外活動を積極的に行い、園児
が自然体験活動を通して、感性や協調性、知的好奇心を伸ばせ
る取組みを行なっていきます。

本園は、生きる力の基礎となる「心情・意欲・態度」を

育てることをねらいとして、養護の行き届いた環境の

下で、教育と保育を一体的に行います。

教育と保育を通した様々な体験を重ねる中で、心身

ともに健全な園児の育成に努めます。

基本理念 教育・保育目標

こども園の幼児教育を生涯学習の原点とし、下記にあげ

る、心豊かな健康でたくましい子どもの育成を図ります。

　　①健康で明るい子
　　②思いやりのある子
　　③自分で考え行動する子
　　④豊かな表現のできる子

年長児の夏のスペシャルな1日
です。みんなで工作や調理をし、
プールで汗を流し、理科教室な
ど非日常を味わいます。

お楽しみ保育

● 七夕まつり
● 終業式
● こ小中合同引き渡し訓練
● 夏祭り会
● お楽しみ保育（年長児）
● アートギャラリー

自然環境を生かした
里山保育の取組

4
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7
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8
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9
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6
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2
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1
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3
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5
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親子広場

「いなっぽ」
の開催

体調
不良児
保育

完全
自園給食

誠実・協和・勤勉
大成学園の理念

保護者の声

子供達は、園が楽しいと言ってくれます。優しい先生方

ばかりで、私達も安心してお任せしています。運動会や

発表会などの行事では、先生方が一生懸命指導して

下さってるんだなと子供達の成長と共に感じてます。

（保護者A）

コロナ渦で制限のある中、いろいろ

工夫していただきながら、子供達、

保護者も楽しめる企画を実施して

いただいて感謝です。

（保護者B）

コロナ禍で園の様子を見る

機会が少ない中で、ブログ

やレーザーキッズでの配信

を楽しくみています。

（保護者C）

認定こども園
大成学園いなだこども園 園長

青木 早苗

平成31年4月から、笠間市と大成学園との公私連携協定により「幼保連携型認定こども園大成学園
いなだこども園」としてスタートしました。
当園は、豊かな自然・文化・歴史に囲まれた利点を活かし、地域社会に密着した園運営を行なっており
ます。積極的に園外保育を取り入れ、心身の健全な発達を促した保育を実践致します。
また、地域に根ざす施設となるために、子育てを中心とした家庭支援を園外問わず実施致します。子育
て相談や親子広場「いなっぽ」を月2回開き、保育サービスを必要とするすべてのご家庭に対して支援
致します。
子ども達一人ひとりの気持ちに寄り添い、一緒に考え、行動しながら受け止めることで、子ども自身の集
団生活での順応性を伸ばし、就学に向けての社会性を身につけます。子ども達が力を十分発揮できる
ように「より質の高い幼児教育・保育・子育て支援」を柱に教育・保育を進めてまいります。毎日の園生
活が楽しく充実したものになるように、保護者のニーズに寄り添いながら、子ども達の成長を見守ってい
きます。

学校法人大成学園と笠間市が連携して
質の高い教育・保育を目指します。

沢遊びでの自然体験や、顕微鏡や
天体望遠鏡を使った理科観察を行
い、園児の理科への関心を強め、
探求心を育てていきます。

２つの英語教室で、月４回、歌や絵
本の読み聞かせの他に、ゲームや
体を使って、英語を学ぶことの嬉し
さや英語を話すことの楽しさ伝えて
いきます。

ICT活用による情報配信アプリ
「レーザーキッズ」を導入し、お知らせ
や写真の配信など、スムーズな連携
が取れます。また就学に向けてタブ
レット教室を行います。

探究心を
育てよう
理科教室

ICTの
積極的
活用

英会話教室
&

笠間市
AET訪問


