
晋栄福祉会
社会福祉法人

あまだのみやちどりこども園

遊びいっぱい、学びいっぱい

愛情いっぱい

屋外の保育を積極的に行い、身近な自然と関わる機会を多く作ります。

屋内は、やわらかい太陽光や木の温もりを感じて、いきいき活動できるよう配慮しています。

食育年間計画を作成し、菜園活動・クッキング・配膳などの体験活動を行っています。

～豊かな自然に囲まれて～

Mission / 法人理念

DO FOR OTHERS
Do for others what you want them to do for you.

情熱を持ち行動する
前進と振り返り、
時に回り道もよし

あらゆる工夫で、いろいろな方法で

よくコミュニケーション
をとり、連携を

すべては地域の人々と
自らの、幸福と福祉の
ために

言葉だけではなく、心に情熱を
持ち行動で示す

前進することと振り返ること、
時に回り道をしても何一つ
無駄ではない

課題もニーズも様々、最善を考え工夫して、
いろいろな方法を駆使して対処する

組織の仲間やご利用されている方、
及びそのご家族との連携はもちろん
地域や行政との連携も大切に

地域の人々の幸福と、そこから
得られる自らの幸福、及び地域の
人々と、その一員としての自らの
福祉のために

2020（令和2）年4月開園
2021（令和3）年3月新園舎竣工

※施設見学、入園相談につきましては随時受け付けておりますので、いつでもご相談ください。

幼保連携型認定こども園

定員 210名（ 0 ～ 5歳児 ）

定員内訳
１号認定 ・・・・・ 49名（ 3 ～ 5歳児 ）

２・３号認定 ・・・ 161名（ 0 ～ 5歳児 ）

保育費用
諸費用（主食費、副食費、リネン代、保険料）、預り保育料など

※保育費用の詳細につきましては、園までお気軽にお尋ねください。

あまだのみやちどりこども園 園児募集要項

〒576-0031

大阪府交野市森南2丁目15番1号

アクセス

京阪交野線『河内森』駅下車 徒歩約5分、又は
JR学研都市線『河内磐船』駅下車 徒歩約7分

072-892-1351TEL：

FAX： 072-892-1460

連絡先

E-mail

URL

：hoiku-am@chidori.or.jp

：https://www.chidori.or.jp

インスタグラムを始めました。
是非覗いて行って下さいね♡



一日の主な流れ

乳児（0～2歳児）
3号認定児

幼児（3～5歳児）
1・2号認定児

7：00
登園（随時）
異年齢保育

2号認定児登園（随時）
異年齢保育

9：30

朝の会・おやつ・
午前の遊び
体操・散歩・
戸外遊びなど

9：00 1号認定児登園
朝の会・午前の活動
製作・散歩・体育教
室など

11：30 離乳食・給食 給食準備・給食

13：00 午睡

分離
1号認定児：自由遊び
2号認定児：
午睡（5歳児は休息）

14：00
1号認定児降園
預り保育

15：00
おやつ・
午後の遊び

おやつ・午後の遊び

17：00
異年齢保育
（17:30～）

預り保育
1号認定児：降園
2号認定児：異年齢保育

18：30 延長保育 延長保育

19：00 閉園 閉園

主な年中行事
※年間の行事は、都合により変更することがあります。

※随時、遠足・園参観・体育遊び・懇談会など、

年齢により異なる行事があります。

4月
入園式、こどもの日の集い、
平日保育参観 （～７月中旬まで（4・5歳児））

5月

園外保育、内科健診、歯科検診、
視力・聴力検査 （４・５歳児）、

ふれあい運動あそび （0・1・2歳児）、

平日保育参観 （～７月中旬まで（3歳児））

6月

プール開き、音楽会 （３・４・５歳児）、
虫歯予防指導、
平日保育参観 （～７月中旬まで（0・1・2歳児））

7・8月 七夕、プールあそび、クラス懇談

9月 体験入園、祖父母平日保育参観

10月

運動会 （３・４・５歳児）、園外保育、
内科健診、視力検査 （3歳児）、

平日保育参観 （～11月まで（0・1・2歳児））

11月 個人懇談、芋ほり

12月
クリスマス会、もちつき、生活発表会、
6歳臼歯歯磨き指導

1月 お正月あそび

2月 節分、お別れ遠足

3月 1日入園、ひなまつり、お別れ会、卒園式

豊かな心 しなやかな身体づくりと

こども園の
クラス名

0歳児

あさひ
2歳児

にじ

3歳児

ほし１・２4歳児

そら1・２

5歳児

ゆめ1・２

1歳児

ひかり

※年齢に応じ規則正しい生活習慣を身につけて行きます。

※乳児は午前・午後のおやつ、幼児には午後のおやつを

ご用意します。

こだわりの
給食献立

自然の中で豊かな“育ち”

⚫ 旬の食材を中心に、園内で
調理したものを提供

⚫ 主食・副食の完全給食

⚫ アレルギー除去食にも
対応します

ごあいさつ

自然豊かな環境に恵まれて

のびのび・いきいき・

元気いっぱいあそびま～す！

子どもたちは

一人ひとり無限の可能性を持った

かけがえのない存在です。

さまざまな遊びや友だちとの交流を通して

毎日たくさんのことを学んでいきます。

『すこやかに』『たくましく』

あまだのみやちどりこども園では、

子どもたちの『生きる力』を育みます。

い っぱい遊び、いっぱい学ぶ

ゆったりとした時間が流れる自然の中で、一人ひとりに

寄り添い、個性を認め合い、温かく見守ります。

地域に根差すこども園として、いろいろな役割を担い、

これまで以上に親しまれるこども園を目指し、

職員一同努力していきます。

ゆとりの保育時間
最長 7：00～19:00 （2・3号認定児）

園周辺の様々なコースを散歩したり、標高319ｍ

の獅子窟寺を20分程かけて登ったり、子どもの身

体づくりを重視します。また季節の移り変わりや、

自然の美しさに感動できる情緒の発達も促します。

身体と心の豊かな“育ち”にとって、あまだのみや

の自然は、かけがえのない教材です。

豊富な保育プログラム

vision

縦割保育

カリキュラム

イ ベン ト

異年齢交流を行います

各年齢に合わせて行います

楽しい行事がいっぱいです

●ごっこ遊び●クッキング
●こども先生●おにぎり散歩など

●体育教室（講師）●リズム
●鍵盤ハーモニカ●製作など

●誕生会（毎月）●園外保育
●七夕●クリスマス会など

こども一人ひとりを大切にし、

保護者から信頼され、地域に

愛される保育園を目指す

保育理念 保育方針 保育目標

⚫ 思いやりと生きる力を養う

⚫ 基本的生活習慣を確立する

⚫ 家族との連携を図り共に育てる

⚫ 各種の体操と教育を積極的に行う

⚫ ひとり一人を大切にし

のびのび育てる

⚫ 元気で生き生きとした子ども

⚫ 明るく心豊かな子ども

⚫ 自分で考え、工夫する子ども

⚫ 友だちとよく遊び、互いに

認めあえる子ども

※日曜日・祝日・年末年始はお休みです。
※時間外保育については園にお問い合わせ下さい。

● 標準保育時間

2・3号認定児

1号認定児

18:30

14:00

※給食のない日は～11:40

●預かり保育時間

1号認定児 17:0014:00 ～

※時間外保育については園にお問い合わせ下さい。

7:30 ～

9:00 ～


