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豊かなこころを育てる
たのしさいっぱいの
幼稚園です

学校法人小林学園 理事長

　小 林 弘 斉

本園では友達や先生との関わりを通して、社会のルール、
仲間への思いやりや協力することの大切さを学びます。また、
自然への興味、創造への意欲、ことばや数への関心、体育
やリズム遊び（リトミック）等を年間計画のもとに指導して
まいります。

特に「大人が子どもに贈る事のできる一番生命の長い
贈り物」として絵本の読み聞かせに重点をおき、日々の
保育に取り入れています。現在の蔵書数は7000冊以上を
越え、自由に手に取れる環境になっています。その中から、
頭の中で想像や空想する力を育んでいます。

また、保護者のサークル活動も活発に行われ、活動を通して
趣味が広がり、子育ての情報交換の場にもなっています。

以上のように本庄青葉幼稚園は園児、保護者、職員が幼稚
園を媒体に一つになって、楽しい園生活を展開しています。

教育目標

●ともだちをたいせつにする ●げんきにあそぶ
●じぶんでかんがえる ●やさしいこころをもつ
●きちんとあいさつする

教育方針

●絵本からことばの発達、豊かな想像力、生きる力を養う。
●集団生活に慣れ、仲間づくりの大切さを体得する。
●園児の体力の向上を図る。
●園の様々な行事を通じて豊かな情操・健康な心身を養う。
●園児一人ひとりの個性を大切にしながら、探求心や創造力を養う。
●生命の大切さを教え、人を思いやるやさしい心を育てる。

［所在地］ 〒367-0062 本庄市小島南2-6-39

［TEL］ 0495-24-3510 ［FAX］ 0495-24-3561

［認可］ 昭和50年3月31日

［理事長］ 小林 弘斉 ［園長］ 遠山 純子

昭和50年 本庄青葉幼稚園として本庄市小島南に開園

平成元年 本庄東高等学校の附属園として、小林学園本庄
 青葉幼稚園に移行

平成5年 新園舎完成

沿革

学校法人小林学園 本庄青葉幼稚園

●就園奨励金補助
市県民税の納入区分により交付があります。

●入園金減免制度
双生児、兄弟等の同時入園においては、その一方の入園
金を免除します。兄弟が在園中若しくは卒園児において
は、入園金から10,000円を免除します。保護者が卒園児
においては、入園金から10,000円を免除します。

●バス代免除制度
兄弟と同時に通園バスを利用する場合は、一人分のバス
代を免除します。

補助制度

施設・設備
園地面積（3,500㎡）

園児送迎用バス（3台）
防犯カメラ設置
視聴覚施設、図書室、園農園、冷暖房完備（床暖房）、警備保障の
拡充をはかり、充実に努めています。

平屋建て保育棟（5保育室）
2階建て保育棟（4保育室、遊戯室）
2階建て管理棟（職員室、図書室）
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心身を育む
体操（全学年）02

週１回、専門講師による指導があります。
鉄棒、なわとび、マットなどを利用し、体力向上を
目指します。自信ややる気を伸ばしていきます。
専門教師による

青葉組（年長）を対象に外国人の先生による指導です。
子どもたちにネイティブな英語で接します。
英語に親しみ、楽しみながら、異文化交流の場とも
なっています。

国際力の基礎
英語

本庄青葉
幼稚園の

6つの教育
専門教師による
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好奇心を刺激する
科学あそび

06 成長の下地を培うリトミック（全学年）
週１回、専門講師による指導があります。
ピアノに合わせて、音感、リズム感を養い、
表現あそびを楽しみます。

05
表現力を身につける 
うた指導（全学年）

附属高校の音楽講師による歌の指導です。
発声方法を学び、元気に楽しく季節のうたを
中心に唄っています。

01
絵本の読みきかせ
朝･帰りに読みきかせの時間があります。子どもたちと
担任が絵本を共有できる、一日の中で心温まる、いちばん
静かな時間です。
子どもたちが想像力を働かせ、ワクワク･ドキドキする
楽しい時間と共に「生きる力の根っこ」の部分として実践
しています。

感性を豊かにのばす

楽しく音楽とふれあいながら、潜在的基礎能力
の総合的発達を促す教育法です。

若葉･青葉組（年中･年長）を対象に行います。
専門講師と一緒に日々の生活の中で不思議に
思っていることを実体験し、考える力を養って
いきます。
専門教師による

専門教師による
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本庄青葉幼稚園の

園児の一日

年間行事

入園式
懇親会
個人面談

伝承あそび
内科歯科検診
園外保育

親子遠足
プール開き

公開保育 / 懇親会
七夕 / 夏まつり
お泊まり保育

ながしそうめん きりぐるま祭

4月 5月 6月 7月 8月 9月

ペンシリア（入会制）

ピアノ教室（入会制）
一人30分ずつの個人レッスンです。
年に数回、発表会やコンクール等があります。
小学生になってからも継続している子が多数います。

ひらがな、カタカナはもちろん、音読にも力を入れています。
小学生のクラスもあり、数字にも親しんでいます。

サッカークラブ（入会制）

スポーツクラブ（入会制）
柔軟や跳び箱、マット運動などを通して、体幹を鍛えていき
ます。また、集団での活動や礼儀作法についても学びます。
小学生クラスもあります。

サッカーの技術を学びながら、相手を思いやる（チームワー
ク）気持ちを育てます。小学生クラスもあります。

課外教室
さまざまな習いごとがあります

登園

午前の
活動

朝礼やマラソンをした後に、各保育室で
朝の会をし、読みきかせの時間です。
制作をしたり、ワークをしたり、外あそびを
したり、クラス毎の活動を楽しみます。

入学式 伝承あそび プール開き 夏まつり ながしそうめん きりぐるま祭

お兄さん、お姉さんに
手を繋いでもらい、元気に登園です。

今日は何
して

遊ぼうか
な？



秋の大運動会
いもほり

入園願書受付
七五三

発表会
クリスマス会

もちつき大会 まめまき
小さな音楽会
卒園旅行

卒園式
卒園を祝う会
学年末懇親会

10月 11月 12月 1月 2月 3月

なかよしクラブ（延長保育）

にこにこクラブ（未就園児）
未就園児のための親子教室です。
月2回平日に行い、主にリトミックや
体操等を職員と一緒に楽しみます。

毎日（土曜日除く）14：30～18：00ま
で預かり保育をします。
※子育て支援券があります。

保護者サークル

園外保育（園バス利用）
学期に1～2回、園バスを利用して近く
の公園へお弁当を持って楽しい遠足
にいきます。

休日保育
（土曜、夏季、冬季、年度末休業）

8：30～12：30まで希望する園児のみ
預かり保育をします。

読みきかせのエルム、陶芸、ヨガの3
つのサークルがあり、自主的に活動し
ています。

※母親が就労している場合は無料

子育て支援
ゆとりある子育てを応援します

降園

発表会 クリスマス会 もちつき大会 まめまき 卒園を祝う会秋の大運動会

昼食

月１回

▲

家庭弁当　　月２～３回

▲

パン給食

食に対する楽しさやマナーを身につけるため、
給食を実施しています。

粘土あそびや外遊びを通して、
友だちとの会話が広がっていきます。

お迎え、バスコースの
部屋に分かれて降園します。

園外保育

午後の
活動
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本庄青葉幼稚園 検索
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http://www.honjo-higashi.ed.jpURL

mai ladm@honjo-higashi .ed . jpE-mail

〒367-0062 埼玉県本庄市小島南2-6-39
0495-24-3510　 0495-24-3561TEL FAX

本庄東高等学校附属


