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育てよう、   生き抜く力。育てよう、   生き抜く力。

行事や遊具が、たくさん！！
札幌学園では、子どもたちにたくさんの経験をしてもらおうと思っています。
それは、お友だちと一緒にたくさんの経験・体験を重ねることこそ、
人生を 「生き抜く力」 になると考えているからです。
お互いの気持ちが分かりあえる、情感豊かな子どもであってほしい。
これが建学の精神であり、札幌学園に勤める教職員一同の願いです。
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お泊り会 歌レッスン 園庭で乗馬体験
楽しい園外保育消防クラブ 放水体験どろんこ遊び



りさこ先生（採用13年目）
年少 担任 （令和３年度）
りさこ先生（採用13年目）
年少 担任 （令和３年度）

ふうか先生（採用13年目）
年長 担任 （令和３年度）
ふうか先生（採用13年目）
年長 担任 （令和３年度）

やりたいことを発揮できる場所
私は実家が小樽なんですが、就職は札幌でしたいと考え、
さまざまな幼稚園の採用面接を受けました。
真駒内幼稚園は面接時から、園や先生たちの雰囲気が
とてもよかったので、採用されたときは嬉しかったです！
札幌には幼稚園がいっぱいあるので、自分に合う特色を
持った園がきっと見つかると思います。
幼稚園のいいところは、環境さえあればやりたいことを
やらせてもらえるということ。 トライしたいことがあるなら、
それを存分に発揮できる場所だと思います。
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教師も引き込まれる、濃い時間
短大の先生に就職相談したら、真駒内幼稚園で働いている
先輩方には共通した雰囲気を感じるからと説得されました。
「あなたに合ってる。のびのび働けると思うよ。」って（笑）。
それがきっかけで色々な幼稚園を探しましたが、真駒内幼稚
園は園や先生方の雰囲気があたたかいのが印象的でした。
保育所と比べると幼稚園ですごす時間は短いですが、
子どもの悔しい思いも、 できた！良かった！！という気持ちも、
一気に受け止め合えます。 教師もその中に引き込まれて
一緒に体験できるのは、幼稚園だからこそではないでしょうか。

短大の先生に就職相談したら、真駒内幼稚園で働いている
先輩方には共通した雰囲気を感じるからと説得されました。
「あなたに合ってる。のびのび働けると思うよ。」って（笑）。
それがきっかけで色々な幼稚園を探しましたが、真駒内幼稚
園は園や先生方の雰囲気があたたかいのが印象的でした。
保育所と比べると幼稚園ですごす時間は短いですが、
子どもの悔しい思いも、 できた！良かった！！という気持ちも、
一気に受け止め合えます。 教師もその中に引き込まれて
一緒に体験できるのは、幼稚園だからこそではないでしょうか。

かつて未就園児教室「プチピヨランド」を担当し
ていて、午前中は２～３歳児の保育時間でした。
未就園児教室ではお昼を食べたら降園するので、
午後からは幼稚園全体の業務をサポートする
「フリー」と呼ばれる役割を担っています。
プチピヨランドでは、登園した順に好きな遊びを
してもらい、全員が揃ったら体操をして体を動かし
ます。 それから朝の会をして設定保育に入ります。
天気が良い日は園庭に出たり、公園にお出かけし
たりします。 教室の中では製作や楽器あそびをして
すごします。 幼稚園の子どもたちと共同の行事を
行うこともありますよ。
保育をしていると、子どもの動きの早さを目の当たり
にします。 ここにいると思っていた子が、気づいたら
違うところにいたりと、見ていて面白いですね。
プチピヨランドや真駒内幼稚園の子どもたちは、
元気いっぱいで何事にも意欲的。 人を思いやること
ができる心優しい子どもたちです。
だから、子どもたちがケガをしないことはもちろん、
子ども1人1人の「楽しんでいるか」「困っているか」
「何を思っているか」に気づき、受けとめることが
できるように気をつけています。
同僚も明るい人ばかりで、なんでも相談し合える
素敵な仲間ですね。
季節の行事もたくさんありますが、他の行事や
イベントなど色々なことに取り組んでいる幼稚園
だと思います。
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以前に年長の担任をしていた際の例です。 主な仕事
は子どもたちと関わって日々の保育をすることです。
子どもの降園後は、職員会議や毎日の反省タイムで
他クラスの状況や出来事を共有して、日々の保育を
振り返って次にどう活かそうかを考えたり、製作や活
動の準備のほか、園便りや連絡帳を書いたりします。
いつも必ず心に思っていることは、子どもたちに
危険がないようにということ。
極力ケガをしないように気をつけていますし、
わずかな変化を見逃さないように、朝の挨拶でも
一人ひとりチェックしているんですが、他にもお昼
を食べる量が少ないとか、いつもと違う遊びをして
いるとか、そういうことに気づいたら近くに行って
声をかけるようにしています。
同じ学年の先生同士、よく情報交換をしていて、
活動の感想や、面白かったエピソードを話します。
そういう反省は日誌にも書きますが、それを今後
どう活かせるか考えて、他の先生にアドバイスを
頂いたりもしますよ。
園内で歌研修や太鼓研修を受けていますが、園外でも
子どもたちの絵や製作をより楽しくする技術を実際に
体験しながら学ぶ研修や、惹きつける絵本の読み
聞かせの研修を受けられます。
苦手なことやうまくいかないことがある子どもに、
どのような声掛けや配慮をしていくとすごしやすいか、
という講義も受けました。 講師の話を聞いていると、
あの子に当てはまるかも…と思い浮かんだりします。
翌日それを実践して反応を見たり、改善策を考える
ようにして、できるかぎり日々 の保育に取り入れたいと
思っています。
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未就園児教室でのこと、心優しい子どもたち 情報交換をして、反省を次の保育につなげたい
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遊・Wingは第２の家庭のよう
高校の時に母親が託児の仕事をしていて、一緒に子どもの
面倒を見ていたら、なんかちょっと楽しかったのがきっかけ。 
最初は幼稚園の先生になりたいと思って真駒内幼稚園に応募
したんですが、保育所（遊・Wing）も併設されていると知って
どっちでもいいかなって（笑）。  保育所は子どもと関わる時間が
長いし、子どもと深く関われるので楽しいですよ。
遊・Wingは第２の家庭みたいな場所ですね。  自宅に帰れば
ほっとするけれど、出勤してもほっとします。  同僚の先生達も
相談しやすくて、プライベートな相談をすることもありますね。
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３～５歳クラスを担当していたときの、私の仕事の
一日の流れはこんな感じです。

　・朝は子どもとホールで自由遊び（年齢関係なく）
　・その後クラスに分かれて朝の会
　・園外保育や、年齢ごとの活動（学びの時間）
　・お部屋でお昼を食べて
　・絵本を読んでお昼寝へ
　・起きたらおやつを食べて帰りの会
　・再びホールで自由遊び
　・保護者のお迎えを待ちながら過ごす

大変なことも時にありますが、それは乗り越えながら
日々を重ねるのでそんなに大変ではないですよ。
子どもたちの成長が見られることで充実しています。
４月に新しいクラスになって緊張している子どもに
どんどん話しかけていって、やっとほぐれた笑顔が
見られたときは、すっごく嬉しい瞬間です！
発表会とか運動会などの大きな行事が終わった時も
皆がんばった！ やりきった！ と充実を感じます。
遊・Wingは幼稚園と併設している保育所なので、
幼稚園からの刺激を受けられるところがいいですね。
合同行事のときは幼稚園の子と声をかけあったり、
子どもたち同士の繋がりが広がっていきます。
この仕事には、様々な目標や夢があると思いますが、
一つ一つの事に一生懸命とりくんでいれば、誰かが
絶対見てくれていて、フォローや応援をしてくれます。
だから、何事にも一生懸命取り組んで欲しいです。
失敗しちゃったら恥ずかしい・嫌だって感覚があると
思います。 でも、いっぱい失敗をして、その反省を
自分のものにして、活かしてほしいと思います。
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太鼓講師による太鼓研修 声楽家による歌研修

体操講師による実践研修 ＡＥＤ研修

コロナ対策・ICT活用
新型コロナ対策や、ICTの活用を進めています。新型コロナ対策や、ICTの活用を進めています。

新型コロナ対策
職員室のビニールカーテン、新型空気清浄機、
Co2センサー、子ども用アクリルパーティション、
アルコール・不織布マスク常備（大人2サイズ）、
非接触型体温計、抗原検査キット、検温カード、
新型コロナ特別休暇など…！

札幌学園では先生にもたくさんの経験をしてもらえるように、豊富な研修を用意しています。
ふだん子どもたちに教えている外部講師が、保育指導者向けに技術を教えてくれるんです！
和太鼓講師 森末京子先生による太鼓研修、声楽家 原 慎一郎先生による歌研修では、リズムや
伴奏をはじめ表現の向上を、体操実践研修やAED研修では、子どもたちを安全に保育する技術を
学びます。 たくさんの研修で得た学びを、日常の保育に活かしてみませんか？
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豊富な研修を、活かそう

こんな遊具、あんな設備
真駒内幼稚園、遊・Wingの園庭はとーっても広くて、楽しい遊具がたくさん！
子どもも大人も楽しい遊具や設備について、少しだけご覧ください。
真駒内幼稚園、遊・Wingの園庭はとーっても広くて、楽しい遊具がたくさん！
子どもも大人も楽しい遊具や設備について、少しだけご覧ください。

全室パネルヒーター・エアコン完備

屋上温水プール コンビネーション遊具

園庭の一角にある畑 クライミングウォール

ＩＣＴ活用
職員にiPhone貸与、Wi-Fi完備、Slack（チャット）、
各部屋にiPad、ワイヤレススピーカー、IP無線、
出欠・バスシステム、Googleドライブ・フォト、
自動カット装置、楽曲共有アプリ、勤怠管理、
緊急地震速報自動放送など…！



真駒内幼稚園 １８１人 （８クラス）
未就園児教室 ３４人 （３コース）
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園長 １人
副園長 １人
教諭 （主任含む） ２０人
パート教諭 １人
保育補助 ２人
事務 １人
バス運転手 ３人
清掃 ２人
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年長（5歳） 　ばら、 すみれ （各31人）

年中（4歳） 　さくら、ちゅうりっぷ、 ひまわり （各20人程）
年少（3歳） 　うめ、 もも、 たんぽぽ （各19人程）
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※2021（令和３）年 7月現在の人数・構成です。※2021（令和３）年 7月現在の人数・構成です。
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沿革沿革
2002年（平成14年） 真駒内幼稚園との合築施設完成（12月 ）。
2003年（平成15年） 落成記念祝賀会開催（3月）。 
2003年（平成15年） 4月開園。60名定員。学校法人の保育所は北海道初。

0歳児（5か月）から就学前の児童の保育および一時保育事業
をスタート。

2015年（平成27年） 子ども・子育て支援新制度に移行。開所時間11時間へ。
2018年（平成30年） 開園15周年。在・卒園児と保護者で記念の集い。
2021年（令和 ３年） 元気いっぱいの子どもたち63人と、子どもたち大好きの職員

29人で、たくさんチャレンジしています。
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1965年（昭和40年） 4月開園。 
2003年（平成15年） 幼・保合築の新園舎にリニューアル。

認可保育所 「遊・Ｗｉｎｇ」 を併設。以後、幼・保の連携に
よって、子ども同士・職員同士の交流を図っています。

2015年（平成27年） 開園50周年を迎え、開園50周年記念式典祝賀会を開催。
2018年（平成30年） 子ども・子育て支援新制度に移行。施設型給付の幼稚園に。
2021年（令和 ３年） 181人の元気な子どもたちと、29人のパワフルな教職員で、

新園長とともに、毎日新しい体験を積み重ねています。
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