ふじみの教育目標

幼稚園は人 保育者の人柄

①自由な環境における⽣活保育を中心に､
社会で⽣きていくために必要な
｢⽣きるチカラ｣を身につけます｡
②カラダとアタマをバランス良く活⽤でき
る子供を育てます｡
③卒業までに｢こままわし｣が必須｡
実体験にもとづく豊かな心を養います｡

目指す子供像(５領域との関わり)
幼稚園教育要領
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経験豊富

気軽に遊びに来てください！
親子で楽しみながら幼稚園を無料体験できる
｢プレようちえん☆ポニー組｣もあります｡
⾒学のみも⼤歓迎｡お気軽にご相談ください｡
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⽣きる⼒を育てよう｡
それには､幼児期に遊び込ませることです｡

学校法人鮎澤学園 理事⻑
富⼠⾒幼稚園 園⻑
鮎澤伊江(あゆさわよしえ)
やる気は、誰の心の中にもあるのでしょうか？
あります。子どもの心の中には、誰にでもあります。何でも
いい、何か⽣活の素材を準備しておくと、子どもたちはすぐ
に飛びついてきて、本気で取り組み始めます。この｢やる気｣
がとても⼤切なのです。
やる気をなくした時も⼤丈夫、ほめてあげると100％、やる
気がわいて出てきます。好奇心おう盛で何でも一番でないと
気がすまない時期に「やったんだ」という自信をしっかり身
につけさせること、これが世の中を⽣き抜くための⽣活⼒と
集中⼒を養う原動⼒になるのです。
つまり「やる気」とは、

幼児期において十分に遊び込ませること
で⽣み出されるものなのです。
富⼠⾒幼稚園の⽣活は、毎日が⽣き⽣きしています。たきぎ
を燃やし、⽊を組み⽴て、園庭を⾛り回り、 小動物をかわい
がり、動物の死に直面してお墓をつくり、種まきをして収穫
する…。
小さくても子どもたちは日々成⻑し、現実の世界に向かって
⾛り始めています。必要に応じて数を数え、文字を使い、ケ
ンカをしたり、仲良しになったり、泣いたり笑ったり、一人
の人間として､その日その日をまさに⽣き抜いているのです。

ブログやツイッター､フェイスブック等で
ほぼ毎日情報発信中！ http://blog.fujimi.jp

⼤人社会のありのままの姿を空気のように吸ってははいて、
子どもたちは成⻑していきます。開園から４０年以上、私は
そんなエネルギーに満ち満ちた園児たちの息吹のようなもの
を感じ続けてきました。
ふじみの卒業⽣たちは皆、実社会で活躍しています。各分野
でがんばっている卒業⽣たちの活躍を耳にするたび、私はい
つもうれしい気持ちでいっぱいになります。

※駐⾞場は､幼稚園南側と富⼠⾒町公園北側の２ヶ所です｡

私たちといっしょに、ふじみっ子を育てませんか？

おかげさまで創⽴40周年
S36.06.10 幼稚園用地買収(園⻑19歳の時)
S51.05.10 起工式
S52.04.28 開園式、創⽴記念⽇
S53.03.17 第１回修了証書授与式
S53.04.28 園歌制定、五本木文庫完成
S55.11 冒険はらっぱ完成
S56.10 童心庵酒樽小屋完成
S56.11 客⾞劇場設置
S58.09 ⼿作りアスレチック完成
S59.04 ふじみっ子マーチ完成
S59.11 緩急⾞設置
S59.12 遊具用消防⾃動⾞設置
S60.03 ターザンロープ完成
S61.05 わんぱく山完成
S62.04 6メートルの舟設置
S63.04 電柱再利用の⼊場門完成
S63.05 ⽕の⾒やぐら設置
H01.06 オズの魔法使い取り付け､キャトリンゲーブル幼稚園
(米・オレゴン州)との姉妹園提携
H01.11 パロマの家完成
H08.03 園舎3階展望台完成
H08.11 大型木製すべり台設置
H10.06 お茶室⽵の囲いづくり､園舎2階屋上色塗り
H12.03 園舎外装リニューアル＆増築
H13.03 南側園庭リニューアル(ターザンロープ､ウルトラマン､
どんぐり山､ふじみっ子農園)
H14.03 北門リニューアル完成
H14.04 北側のへい完成 クルーザー設置
H15.06 客⾞､緩急⾞の屋根大改造､園庭階段コンクリート完成
H15.09 大型遊具サンタマリア号(スウェーデン製)
H15.10 木の家設置
H16.12 冒険ハウス大改修
H17.05 お茶室萩のトンネル完成
H18.04 エノキのブランコ設置､山すべり完成
H19.06 園庭に芝生を植える
H19.11 築山に⽵製すべり台(6メートル)完成
H19.12 ハーブ園と小さなお家完成
H20.01 8メートルの⽵のぼり完成
H20.02 ＮＨＫ『みんなの童謡』撮影
H20.06 井⼾小屋完成
H21.02 築山すべり台木製にリニューアル
H21.03 どんぐり山の小屋完成､ロッククライミングテント
H21.05 駄菓子屋ままごとやとおりゃんせ完成
客⾞スハフ42型ペンキ塗り替え
H21.06 小山をつくる､うさぎ小屋移築
H22.03 ログハウス「おもちゃランド」完成
H23.12 お茶室「たんぽぽ庵」の屋根修繕
H24.04 東⽇本大震災大工事完了(耐震補強､トイレ､玄関など)
H24.06 客⾞スハフ42型ペンキ塗り替え
H24.06 つげの木の山登り(遊具)完成
H26.04 園舎内天井塗替え
H26.07 オリジナルＴシャツ⼿染めスタート
H26.08 砂利置き場を整頓し､木製舟(5メートル)遊具を設置
H27.03 2号館耐震補強工事等完了
H27.10 山小屋完成

やればできる
ふじみっ子
ためしてみよう
ふじみっ子

愛犬ミロ

2005年ダメ犬選⼿権出場

うれしかったこと くやしかったこと
みんな ここに つまっている
わらいごえも なきごえも みんな ここで
ひびいている
♪卒業ソング｢ずっときっとふじみ｣より

ふ
じ
み

しぎ､たのしい､ワクワクドキドキ
それが､ふじみようちえん
いろんな刺激が子供たちを待っています
かに触れる､⾃然に触れる､本物に触れる
それも､ふじみようちえん
いろんな宝物で､子供たちを包み込みます
えないものを育てます､ゆっくり少しずつ
それは､ふじみようちえん
心を貯⾦､やればできるふじみっ子！

富⼠⾒幼稚園の１年(主なもの)

４月 ⼊園式 創⽴記念⽇ 家庭訪問 鯉のぼり染色 タケノコ掘り
５月 さつまいも植え付け お茶会開始 避難訓練
６月 ミニ運動会 客⾞劇場(人形劇) ライオンキング観劇 バザー
７月 水あそび じゃがいも収穫 ふじみまつり お泊まり保育
８月 教職員研修･研究協議会 預かり保育 24時間ソフトボール
９月 ⼊園受付開始 運動会の練習 中学生職場体験
10月 運動会(ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ) 東京遠⾜ さつまいも収穫
11月 みかん狩り遠⾜ 大型遊具づくり 客⾞劇場(人形劇)
12月 つくるてん(作品展) もちつき 横浜遠⾜ クリスマス会
１月 小山高専ロボットショー 山川不動尊縁⽇ 避難訓練
２月 節分＆祖⽗⺟参観 雪すべり遠⾜ こどもかい(発表会)
３月 お別れ会 卒業式 じゃがいも植え付け 上野動物園遠⾜

毎⽉の⾏事

お誕生⽇会 お茶会
囲碁教室 科学あそび
おはなしべんとばこ
おはなしきしゃぽっぽ

3,000平方メートル
を超える充実した
園内環境です｡

子育て支援活動

付属施設

客⾞(スハフ42型) 緩急⾞
客⾞文庫 パロマの家
子ども童具玩具館 工作室
ひのきルーム 駄菓子屋
たんぽぽ庵 山小屋

五本木プレイパーク(第２土曜) 客⾞劇場(6月･11月)
おもちゃ図書館(保育時間中とプレイパークで開催)
プレようちえん☆ポニー組(未就園児クラス､毎週水曜)

