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５歳児 

ブランコあそびだいすき！ 

おそらまでいきたいな～ 
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京丹後市の教育・保育の状況 

 

 

 

 

 

京丹後市では、平成 20 年度から家庭との連携を図りながら、生涯にわたる人間形成の基礎と

なる質の高い乳幼児期の教育・保育を保障するとともに、仕事と子育てを両面で支援するため、学

校教育と保育の一体的提供、多様な保育ニーズへの対応、家庭における養育支援の充実を図る

ことを目的として、町域ごとに幼稚園を設置しながら、幼稚園と保育所の垣根を取り払い、それぞ

れの良さを生かし幼保一体化の運営を行ってきました。 

その運営経験の蓄積や職員体制などが整ってきたことから、平成 30 年度には 5 施設が平成

31 年度には 1 施設が認定こども園に移行し、制度的にも幼稚園・保育所という区別なく、同一制

度のもとで効率的な運営を行う幼保一元化が実現しました。 

今後も子どもの発達や学びの連続性を考慮した一貫性のある教育・保育を行い、小学校への

円滑な接続のため、児童との交流や連携を図りながら、地域の特性を生かした運営を行います。 

 

 

 

教育・保育理念 

✿ 「生き生きとした子どもをめざして」 

乳幼児期の特性及び発達の過程、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、保育所保

育指針に基づく適切な教育や保育課程を組織的に編成して、きめ細やかな教育や保育を

進める。 

教育・保育目標  

身近な人やものへの関わりや地域の自然を通して、また身体感覚と感動を伴う多様な

体験を通して、「生きる力」の基礎を培う。 

教育・保育方針 

✿ 子どもを温かく受容し、安定した生活と充実した活動ができるように家庭や地域と連

携を密にします。 

✿ 遊びを通して乳幼児期に望まれる心情・意欲・態度が育まれるよう一人一人の特性や

発達に応じた指導を行います。 

✿ 自然の中でいろいろな体験を通して、意欲的に活動する力を育てます。 

✿ 京丹後市保幼小中一貫教育に向け、乳幼児・児童の発達や学びの連続性を考慮した一 

貫性のある教育・保育を行います。 
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めざす子ども像  

★ 思いを伝え合い元気に仲良く遊ぶ子ども 

★ 自分のことは自分でしようとする子ども 

★ 心豊かに思いやりのある子ども 

★ 食べることに関心をもつ子ども 

 

豊かな体験を通して 

☆ 異年齢の子どもが一緒に生活することにより、思い

やりや生活習慣の自立、言語の発達などが互いに促進されます。 

☆ 自然に触れる機会を多くもち、様々な体験を通して興味や関心、豊かに感じる心を育

て、創造性の芽生えを培い、心身の発達を促します。 

☆ 就学に向けて、生活習慣の自立と知的好奇心 (ことば・表現・文字・数など）を深め

るとともに、じっくりと遊び込める環境を大切にしています。 

☆ 地域に開かれた保育所・こども園として、入所（園）前の親子支援や園所開放、地域

とのふれあい活動などを行っています。 

 

年間計画 

年齢ごとの「年間保育目標」、月ごとの「月案」、週や日ごとの「週日案」と、それぞれに

計画を立て、毎日の教育・保育にあたっています。（毎年度、保育所・こども園ごとに計画

を立てます） 

 

人権教育・保育 

★ 一人一人を大切にし、人権尊重の芽生えを育てます。 

★ 物事のきまりを理解し、守る心を育てます。 

★ 集団生活を通して、自分の思いや考えを伝え、人を思いやる心        

を育てます。 

 

特別支援教育・保育 

☆ 一人一人の障害の状態、特性や発達の課題等に十分留意し、伸びようとする力を 

園所全体で受け止め発達を促していきます。 

☆ 集団生活をする中で、共に育ち合う心を育みます。 

☆ 家庭、主治医、専門機関との連携を密にします。 
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安全教育・保育 

★ 子どもの発達に合わせて、安全に生活する習慣を身に付けます。 

★ 運動や遊びを通して、安全に対する意識を育みます。 

★ 防災、防犯計画に基づき、避難訓練や交通安全の指導を行い、災害等から身を守ること 

を学びます。 

★ いろいろな活動を通して、「いのち」の大切さを知らせます。 

 

食 育 

☆ 食に関わる体験を積み重ね、食べる意欲につなげます。 

☆ よい食習慣の基礎を養うとともに、健康な身体づくりを行います。 

 

給食について  

★ 各年齢に必要な栄養バランスを考慮し、地元の食材を生かした安心・ 

  安全な給食を提供しています。 

★ 心身の状態に応じ、医師などの指示や協力の下に適切に対応します。 

★ 主食を含めた完全給食です。 

★ ０・１・２歳児は１０時と１５時に、３歳以上児は１５時に間食が出ます。 

 ※３歳以上児は、主食費と副食費のみを保育料として徴収します。 

【こども園（１号認定児）】 

★ 主食を含めた完全給食です。 

※主食費と副食費のみを保育料として徴収します。 

 

年間行事・活動内容（予定） 

４ ～ ５月 入所入園・進級式・新入児歓迎会・春の遠足・保育参観 

６ ～ ８月 懇談会・歯科教室・七夕・水あそび・年中児すくすくサポート事業・年長児スクリーニング 

９ ～11月 運動会・秋の遠足・年長児交流会・祖父母参観・焼き芋 

12～ ３月 
発表会・クリスマス会・正月あそび・雪あそび・節分・保育参観・ひなまつり・お別れ会・年長

児体験入学・修了卒園式 

【健康管理】  尿検査・内科健診・歯科検診・眼科検診・耳鼻科検診・発育測定（毎月）など 

【その他】    学園の小中学校との交流・誕生会・園外保育・交通教室・防災教室・食育教室・避難訓練(毎月)  

          毎月(園所だより・予定献立表・食育だより発行)  他にクラスだより発行・園所開放・園庭開放 

※ 年間行事等については、各保育所・こども園により変更があります。上記以外に、地域とのふれあい活動、保護者会

との協賛活動も行っています。 
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制服・短パンについて 

保育所・こども園では、汚れを気にせず動きやすい服装であること、また体温調節など

のため、制服や短パンを使用しています。 

保育所・こども園を転所（園）する場合の保護者の負担も考慮し、京丹後市立の保育所・

こども園は、同じデザインの制服に統一しています。 

令和４年９月より制服のデザインが一部変更となりました。 

変更前の制服・短パンは、引き続きご使用可能です。 

  

★制服は、３歳児～５歳児が使用します。 

 ★購入方法 

令和５年２月にお知らせします。 

★予定価格 

制服  90～130 ㎝…3,630 円  140 ㎝…4,180 円 

★短パンは、３歳児～５歳児が使用します。 

  商品は指定せず自由としますが、色は「紺色」としてください。 

 

 

 

               

  

 

   

 

 

 

制服：紺色 

セーラーえりに白色ライン２本入り 

短パン：紺色 

商品は指定せず自由

とします。 

※制服は男女同じものを使用します。 

 

 

 

 

イメージ 
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（３号認定児）0.1.2歳児

保育所・こども園
（２号認定児）3.4.5歳児

保育所・こども園
（１号認定児）3.4.5歳児

こども園

7:30

8:00

8:30

健康観察（検温など）

保育者や友達と好きな遊びをする

9:00

9:30

　　　　おやつ

　　　　遊  び

　　　保育者や友達と遊ぶ

10:00

11:00 　　　　給食準備

　　　　給   食

11:30

12:00 午睡準備（検温）

12:30 　　　　午　睡 　　　午睡準備   総合的な活動

13:00 　　     　午    睡　　

片付け・手洗い・牛乳を飲む

14:00

　　　　　 

14:30          

　　　　おやつ 　　　　　おやつ 　　　　　　　　　　　

15:00 　　　　遊　び 　　　　　遊  び　　　　

   

　　　　片付け・手洗い

16:00 　　　 降所・降園準備

　　　　　絵本・紙芝居を見る

　　　　　　　　（検温） 　　　　　一日の遊びについて話をする

16:30 　 

　　　　　　　　　
土曜日　預かり保育

8：30～11：30

18:30 　保育者や友達と一緒に好きな 　   好きな遊びを見つけて保育者や友達・

　遊びをする 　　異年齢の友達と一緒に遊ぶ

19:00

保育所・こども園の一日の生活の流れ

　　　　 　　　好きな遊びを　　　　　   見つけて遊ぶ

　　　　　　　　　　　　元気に挨拶・持ち物の片付け・健康観察

　　　　　　　　　　　　クラスや異年齢の友達と関わって遊ぶ

　

保育標準時間利用者　登所・登園　保護者と一緒

　　　　　　　　 地域の人と一緒に遊ぶ　　　　　　

　　給食準備（当番活動をする）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　 クラスや学年の友達・異年齢の友達と季節ならではの活動

　　　　　　　　　　        　給   　食　

    片付け・歯磨き

　　　　　　　　 自然に触れる（園外保育）・　絵本や紙芝居を見る

保育短時間利用者 降所・降園
保護者と一緒（バス利用児童はバスで）

降 園

預かり保育利用児

（認定こども園1号認定児）

降園準備
絵本や紙芝居を見る
一日の遊びについて話をする

カリキュラム 育みたい10の姿を総合的に展開する

①健康な心と体 ②自立心 ③協同性 ④道徳性・規範意識の芽生え ⑤社会生活との関わ

り ⑥思考力の芽生え ⑦自然との関わり・生命尊重 ⑧数量や図形、標識や文字などへの

関心・感覚 ⑨言葉による伝え合い ⑩豊かな感性と表現

保育短時間利用者 登所・登園
保護者と一緒

保育標準時間利用者（18：30までに随時迎え）

保育短時間利用者 降所・降園
保護者と一緒

延長保育（19：00までに随時迎え）

保育短時間利用者 登所・登園 保護者と一緒

（バス利用児童は通所バスで）


