
入園案内２０２２

認定こども園

一時預かり
事業も行って

います。

1歳児からの
保育も

しています。 大成学園幼稚園は、
茨城女子短期大学の

附属園です。

認定こども園

「大
好き」

をたくさん見つけよう！

学校法人大成学園  認定こども園

大成学園幼稚園

T A I S E I

募集人数 願書受付

令和3年10月1日（金）
３歳児 10：00～10：30
4歳児 8：45～9：00

常陸津田

〒311-0114茨城県那珂市東木倉960-2
茨城女子短期大学

スクールバス運行エリア

※スクールバスの運行コースに
　つきましては、ご相談ください。

通園方法 ● スクールバス ● 自己送迎

入園案内2022

平成29年4月2日～平成30年4月1日生まれ

平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれ

平成31年4月2日～令和2年4月1日生まれ

令和2年4月2日～令和3年4月1日生まれ

4歳児・・・若干名

3歳児・・・30名程度

2歳児・・・若干名

1歳児・・・12名

※5歳児につきましては、すでに定員に達しており、募集はいたしません。
※満3歳児も若干名募集する予定です。詳細はホームページをご覧ください。

隣接する短大の体育館や広い芝生のグラウンド、図書館、なでしこホールなどを使用して、
四季折々に質の高い保育をめざします。

大成学園那珂キャンパス

じゃがいも掘り

なでしこホールでのコンサート

広い芝生でサッカー教室

親子で図書館利用

芝生のグラウンド

幼稚園の畑

短大本館「なでしこホール」

短大1号館「図書館」

幼稚園体育館

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。

〒309-1615茨城県笠間市金井83-1

認定こども園

大成学園かさまこども園
〒311-0114茨城県那珂市東木倉960番地の2

認定こども園

大成学園幼稚園
〒309-1635茨城県笠間市稲田2151-1

認定こども園

大成学園いなだこども園
〒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

表現文化学科

普通科 家政科 看護科

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

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。

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ます。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
士資格」も県内では唯一取得できます。実習は
附属認定こども園と附属保育園などで行います。

社会で活躍できる女性を育む

●キャリア特別進学コース

創立110周年 学校法人大成学園

大成学園幼稚園は、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。

願書配布期間

令和3年9月9日（木）～30日（木）
月～金曜日（9：00～17：30）

短大と連携した独自の環境づくり

2022年度 新入園児募集 見学会・説明会

日時：１・２歳児対象
　　　　　 令和3年９月21日（火） １０：００～
　　 ３・４歳児対象
　　　　　 令和3年９月１７日（金） １０：００～
場所：認定こども園 大成学園幼稚園　遊戯室

新型コロナウイルス感染防止対策として３密回避のため、１回の参
加人数を制限して実施いたしますので、事前に電話で参加受付を
行ってください。人数によりましては、日にちを変更していただくこと
もありますのでご承知おきください。

〒311-0114  茨城県那珂市東木倉960番地の2
Phone: 029-295-1288   Fax: 029-295-8443
Email: tgps-info@taisei.ac.jp　www.taisei.ac.jp



特色ある教育活動

● 始業式
● 入園式
● 保育参観日
  （全体会）

● 七夕
● 夕涼み会
● 高校生との交流
● 宿泊保育（年長組）

● 始業式
● 短大保育科教育実習（９月）
● 祖父母を招いて遊ぶ日

● スポーツフェスティバル
● 五台小学校との交流

● 豆まき
● 生活発表会

● こどもの日
● 親子遠足（3、4歳児）
● 春の遠足（5歳児）

● 保育参観日
● 園外保育
● 短大生との交流
   「いっしょにあそぼう」

● 親子遠足（5歳児）
● 秋の遠足（3、4歳児）
● 保育参観日

● アートフェスティバル
● クリスマス会

● 始業式
● 小笠原流礼法指導
● 大成女子高校看護科生
   臨地実習

暑い夏の到来。水着になって、
水の心地よさを十分に味わう時
間です。笑顔があふれ、歓声が
飛び交います。

プール遊び

おたますくいやくじ等、楽しい遊
びのコーナーやお店屋さんがあ
ります。盆踊りや子どもたちの
作ったおみこしもかつぎます。

短大保育科のお姉さんたちと一
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
動と幅広い活動を展開します。将
来保育者を目指している学生た
ちの学習の場にもなっています。

夕涼み会

短大生との
ふれあい活動

スポーツ
フェスティバル
短大の芝生のグラウンドが会場
です。一人一人が楽しく力を競い
合う場面もあります。親子競技・
祖父母競技もあり大勢の家族が
参加します。

親子ひろば
「ぽぽ」

幼稚園や短大の教育環境を地
域の未就園のお子さんや保護者
の皆様に提供しています。短大
で子育て支援を学習しているゼミ
生も参加します。

修了証書授与式
修了生一人一人立派に修了証
書を受け取ることができました。

生活発表会
クラスの友達と過ごした1年間。
いろいろな面で成長しました。歌
や劇といった表現活動を通し
て、その成長をご覧いただく機
会です。

● ひなまつり
● お別れの集い（年長親子）
● 学期末保護者会
● お別れ会
● 修了証書授与式

入園式
初めての幼稚園生活のスタートで
す。保護者と一緒に式に臨みます。
年長組さんが「歓迎のことば」で新
しい友達を迎えます。

子どもたちの発想力や工夫、そし
て豊かな表現力に驚かされます。
保護者の方々にも見ていただく
機会にしています。

アート
フェスティバル

幼稚園近くの清水洞の上公園
に、短大学生と共に歩いて出か
けます。公園を散策したり、様々
な生き物を見つけたりして、自然
とのふれ合いを楽しみます。

地域の環境の中で

親子遠足
はじめての友達やお家の人と一
緒にバスで出かけます。集団行
動のはじめての経験。お家の人と
一日を過ごします。

　乳幼児期の教育及び保育は、生涯にわたる人格形成を培う重要な役割を担っています。
　認定こども園大成学園幼稚園では、このことを踏まえ、園児と保育者、そして保護者の信頼関
係を基盤に、安心感をもって様々な自発的な活動（遊び）に取り組める環境を整えています。園
児は、こうした環境の中で、「これってなに？」「どうして？」と興味や関心をもって、主体的にヒト・モ
ノ・コトに関わり働きかける中で、「おもしろい」「ふしぎ」と心が動き、「もっとやりたい」「もっと知り
たい」と探究心が生まれ、遊びに没頭していきます。たくさんの心わくわく・からだいきいき体験の
積み重ねが、五感を働かせて意欲的に取り組んだり、友達を思いやったり、創意工夫をしたりする
「目に見えない力（非認知能力）」をじっくりと育て、小学校以降の学習の土台となると考えます。
　短大に併設し恵まれた自然環境の中で、職員も心を一つにして園児一人一人に寄り添い、思
いや気持ちを受け止めながら、未来を担う子どもたちの成長を支え、見守ってまいります。

保育の必要性に応じて、教育標準
時間（8:30～14：00）、保育標準
時間（7:30～18:30）等に対応し
ています。

保育科教員や学生との交流、保
育科教員による講演や公開講座
への参加、短大施設（図書館や体
育館）の利用などができます。

保育の
必要性への

対応

茨城女子
短期大学との
強い連携

体育専門の指導者によって思いきり
運動をしています。運動量の確保と“こ
ころ”と“からだ”をバランスよく育てるこ
とをねらって、心身の発達にそくした運
動を楽しめる方法を実施しています。

日常生活に必要な習慣や態度を育
てます。特に、就学前の５歳児は、
親子で講習を受けます。（挨拶の仕
方、歩き方、椅子のすわり方、ドアの
開け方、話の聞き方等）

健康教育の
一環としての
体育遊び

小笠原流礼法
に基づく

大成の礼法

ゲームや歌・リズム・絵本の読み
聞かせ等を通して異文化を知った
り外国語に親しみながら興味を広
げています。

毎日、給食の時間を楽しみにして
います。食育もさらに充実をめざし
ます。

ネイティブ・
スピーカーによる
英会話

自園給食

当園の特色 保育への思い
茨城女子短期大学保育科の附属園として、豊かな幼児教育の実践
をめざしています。短大教員の専門性と保育教諭の実践的知識が
一体となり、時代に即した教育・研究を進めています。短大保育科学
生の教育実習のほか地域の高校生や中学生の体験学習も受け入
れており、地域に根ざした交流と開かれた教育で豊かな社会性も身
に付きます。隣接する短大は広い芝生や豊かな自然に恵まれており、
子どもの心を豊かに育てる場に最適です。思いきり体を動かせる格
好の遊び場は、バランスの良い人間性を育みます。

みずみずしい感性で物事を捉え、考え、学び取っていく子どもたちの意欲や創
造性を大切にした保育を行い、心身ともに調和のとれた子どもの育ちを促しま
す。子どもたち一人一人の個性や発想は、かけがえのない才能です。その才
能を未来へとつなげること、それが私たちの目指す保育でもあります。友達と
ふれあい、一緒に問題を乗り越えながら身に付く自主性は、自分を表現する力
と他人を思いやる優しさを育ててくれます。そのため、私たちは子どもたちと同じ
目線で物事に対処すると同時に、適切なアドバイスや安全指導などを徹底し、
伸び伸びと安心して遊ぶことのできる環境整備と構成に努めています。

大成学園は明治42（1909）年に発足し、令和元（2019）年に、創立110
周年を迎えました。認定こども園大成学園幼稚園はこの伝統と教育の成
果を継承し、「誠実」「協和」「勤勉」を校訓とする大成学園の理念に沿っ
て、子どもたちの意欲や創造性を大切にした保育を実践しています。

大成学園の理念 教育目標

自立の精神を養い、物事にくじけない子どもを育てる。

明るく元気に遊び、仲良く仕事のできる子どもに育てる。

豊かな生活経験を通して、創造力や思考力を育てる。

心情を豊かにし、素直な子どもに育てる。

生活のきまりや約束を守る子どもに育てる。

正しい言葉で話すことができる子どもに育てる。

基本的な生活習慣が身に付く子どもに育てる。

誠実 協和 勤勉

4
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8
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9
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6
JUNE

2
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 NOVEMBER
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1
JANUARY

10
OCTOBER

3
MARCH

5
MAY

認定こども園
大成学園幼稚園　園長

岩上 賀子

年長さんはクラスごとバスに乗って
1泊のおとまり保育に出かけます。
大きなお風呂やキャンプファイヤー
体験、みんなと一緒だと楽しさが増
えることを実感します。

宿泊保育

未来を担う子どもたちに、
心わくわく、からだいきいき体験を！


