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福岡市認可保育園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間を忘れて、とことん遊ぶ！モリモリ食べて、ぐっすり眠る！ 
満足感・達成感で、子どもたちの自己実現力・自己肯定感を育てます。 

 

 
感性豊かで、意欲と思いやりのある元気でたくましい子どもを育てます。 

 

 

  
１．私たちは、子どもの人権に配慮するとともに、子ども一人ひとりの人格を尊重します。 

２．「明るく」「元気に」「のびのびと」をコンセプトとして、子どもの成長を見守ります。 

３．子どもたちが健やかに成長するために、日々の保育を創意工夫します。 

４．異年齢児や高齢者とのふれあいを通じ、温かい保育環境を整えます。 

 

 

 

１．遊びを通して心と体を健康に育てます。 

２．当たり前のことを丁寧に育てます。 

３．メリハリのある保育を実践していきます。 

４．安心して失敗できる毎日を保障します。 

 
                                ０．１歳用園庭 
 

〒815-0073   福岡市南区大池１丁目１８番２６号               

Ｔel        .092-408-4087        Ｆax 092-408－4077 

Ｅ-Ｍail      ooike-hoiku@sawara-fukushikai.org 

ホームページ http://www.sawara-fukushikai.org   → 

 

 

保育目標 

保育理念 

保育方針 

お問い合わせ先 

mailto:-hoiku@sawara-fukushikai.org
http://www.sawara-fukushikai.org/


 

  

名  称 大池けいあい保育園（福岡市認可保育園） 

園  長 辻 広明 

所 在 地 福岡市南区大池１丁目１８－２６ 

規  模 敷地面積 1,056.10 ㎡ 鉄骨造２階建 延床面積 632.00 ㎡ 

保育時間 通常保育 7：00～18：00 延長保育 18：00～20：00 

定  員 80 名（0～1 歳：各 12 名、2～5 歳：各 14 名） 

対  象 産休明け（生後８週間）～就学前児童 

職員体制 園長、主任保育士、保育士、栄養士、調理員、事務員 

休 園 日 日・祝日・年末年始 

 

 

 知的教育は一切行わず、遊びを中心とした体験活動の毎日！   

  文字、数字、漢字などの机上での学習、英会話やフラッシュカード、 
器楽合奏、体育教室、スイミングスクール通いなどは、いたしません。 

アクティブ ラーニングをすすめます！              １階玄関フロア 

 計画・準備・役割分担も子どもたちに担ってもらいます。 

子どもたちの適応力ややる気・創造力・意志力・決断力などを育てるために、ゆったりとした時間
が保障され、友達とじっくり遊びながら自分たちで考え、悩み、答えを導きだし、達成感を味わう 
ことを保障します。そのために「待ってあげられる」大人のかかわり方を大事にします。 

２歳までの非認知能力、愛着形成が重要視されています。リズム遊びや外遊びによる体幹や手指
の育成、自己肯定感の醸成のために、「安心して失敗できる毎日」「チャレンジし続けられる毎日」を
保障します。 

3 歳からは、子どもたちの話し合いにより活動計画や役割分担、約束事も決めながら、子どもたち
の生活全般に自己責任を持てるように育ててまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・裸足で生活し、砂遊び・泥遊びなどで感覚器官を刺激します。 

 ・布おむつで保育していきます。登園しておむつ交換。 

トイレの自立が早まります。2 歳児組は 6 月から全員パンツで生活になりました。 

（おむつは業者レンタル：持ち帰りはおむつカバーのみ） 

 

 ・制服・帽子・カバン・体操服など、すべて自由です。 

   日常生活も行事の時も自由服。我が子がどこにいるかすぐわかります。 

・床は全てヒノキの無垢
む く

材です。素足の感覚を育てます。            

 ・保育室、トイレ、ホールの天井は、吸音材です。 

   反響しないので室内が静かです。（聴覚過敏に配慮）               トイレ 

 ・１階は保育室～給食室までスケルトンです。 

 ・２階の３～５歳室はオープンスペースです。     

 

園の特色 

保育園概要 



・保育室内には、壁面構成などの装飾はありません。 

   生活空間はイベント会場でないため、 

落ち着いた色合いの家庭の雰囲気にしています。          

 ・イスはオリジナルの特注品。                    ０歳児室 

置き方で 5 通りに活用。座卓や置台にも           

   0 歳、1～2 歳、3～5 歳の３サイズ 
 

 ・昼寝用のお布団はレンタルです。（月額 400 円） 

布団の中芯材は通気性抜群の東洋紡のブレスエアー。        ２歳児室 

抗菌防臭加工（窒息,SIDS リスク軽減） 
       保護者は週末、カバーのみ持ち帰り。 

   
・全クラスに子ども用の作品棚                         

    1 人 1 人の作品を大切にします。 
２階テラス 

・ホールの段差は、ステージ・                       

客席・ハイハイの上り下りの                           

練習など使い方次第 

                                    
                                   ５歳児室 

 

 春 入園式    夏 七夕会    秋 運動会    冬 お正月行事 

懇談会      プール      発表会      節分 

 

 

 

 

 

 
プランター作り～ノコギリ・釘打ち     土づくり・水やり、収穫、          プール開き     スイカ割り   

 

 

 

 

 

 
レスキュー車来園 絞り染め        鴻巣山へ何度も散歩       ぞうきん縫い 雪合戦      高宮神社初詣  

 

・毎朝、9 時から「あいうべ体操」、ピアノに合わせて リズム遊び＆歌、お話                 

    保育では、映像や CD などの音刺激・光刺激は全く使いません。 

保育園に DVD・テレビがありません。                                 ホール 

 

・食は「人を良くする」と書く 

子どもたちを良く育てるために食育に取り組みます。          

   週内で玄米や五分づき米＋赤米・黒米・押し麦等             給食室 

   を入れて、日替わりで主食を提供しています。             

       天然だし、新鮮野菜にこだわります。 
                    ７升炊きの圧力釜 

・息育と足育への取り組み 

  ＊集中力・滑舌・筆圧のための握力と顎力（がくりょく：あごの力）が、学力につながります。 

   唇・舌の発達保障は鼻呼吸の定着と感染症予防にもつながり、発音・発語・滑舌にも影響。 

  ＊体幹育成のために、ハイハイや高バイ等の動きを取り入れて身体を育成します。 

    足裏、足指の感覚を刺激し、適正な身体に近づけます。 

＊はだしでしっかり這い、足裏で大地をつかみ、たくさん歩くことで土踏まずが形成されます。 

   第二の心臓と言われる足から脳へ刺激を送り、しなやかな身体に育てていきます。 

主な年間行事 



 
・「知的教育を行わない」方針の背景               

   ２０２０教育改革の「新学習指導要領」で大切なのは知識でなく、思考力・判断力・表現力とされ      

ました。保育園では、言葉集め、言葉遊びをする中で、語彙力が高まります。昨年 12 月の 5 歳児の

発表会の劇台本は、全て子どもたちの話し合いで作り上げました。 

  ＊身体が育っている子は、集中力が続きます。クネクネ・ダラダラしない。 

  ＊集中して夢中になって遊べる子は、学び始めたら吸収力がすごいです。 

  ＊6 歳児は 30 分の素話「読み聞かせ」が聞けるように育てます。 

頭の中でストーリーに沿った映像が見えるようになると、お話好きになるし、本・教科書をきちんと

読むようになります。よく読む子は、学習力・理解力がつきます。  

  ＊夢中になって遊び、仲間と切磋琢磨してきた子は、よく質問します。 

「なぜ？」「どうして」「○○ではありませんか？」と問えるようになります。 

   わからないことに「わからない！」「もう一度教えて！」と言えるようになります。 
 

 ・ホールの天井にはステンレスバーを設置   （握力＝顎力＝学力） 

ターザンロープ、ブランコ、うんていなどを設置し、多彩な保育展開に活かして 

いきます。（感覚統合活動）                   

 

 ・和式便座を１つ設置 

   座って出来るように練習します。 

    

 ・保育園が丘の上にあるため、2 階の窓からの眺望は 

  南区内から油山まで一望できます。 → 

 

 ・保育士は「おどさない、せかさない、比べない」生活支援を 

意識していきます。 

                      
 

 

利用者負担 

 （月額保育料） 

居住する市が定める利用者負担（保育料：市役所徴収） 

３歳以上クラスは、基本的負担なし 

０～２歳クラスは、保護者の市民税額に応じて福岡市が決定。 

給 食 費 
０～２歳は、保育料に含まれています。               徴収なし 

３～５歳は、主食・副食合わせて、                        月額  7,000 円 

実費徴収費用 

布団リース（洗濯・維持費） 

（年長児は午睡はありません） 

1 月当たり 

  

400 円 

 

リース布団専用シーツ購入費            （任意：1700 円 120ｃｍ×70ｃｍ） 

れんらく帳（紛失・汚損の場合） 200 円 

布おむつ （レンタル費） 

1 月当たり 

(年度内に随時 

 見直しあり) 

０歳    5,000 円 

１歳    4,000  円 

２歳    3,000  円 

延長保育料 

保育標準の延長保育 

 １８時～２０時 

1 回当たり 30 分   300 円 

1 月当たり 
1H    4,000 円 

2H    7,000 円 

保育短時間の延長保育  
８時 30 分まで 30 分   300 円 

16 時 30 分以降 30 分   300 円 
 

 

 「喜びと共に今日を生き、希望を抱いて明日に向かうことができる」地域社会を 

      敬愛園グループ：社会福祉法人敬愛園、社会福祉法人さわら福祉会、株式会社ケイアイサービス 

社会福祉法人さわら福祉会 施設紹介 

マナハウス（法人本部）   〒819‐0032  西区戸切 3-20-8        Tel 092-811-5528 

愛宕けいあい保育園     〒819‐0015  西区愛宕 4-2-28         Tel 092-892-8925 
       

グループ施設：アットホーム福岡、アットホーム博多の森、アットホーム諸岡、 

          ケアスタ福岡、福岡介護福祉専門学校、けいあい保育園、ほか 

利用料金 


