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　　　　ご　あ　い　さ　つ 　　　　川　上　幼　稚　園
　　　園　長　　外　園　恵　一

本園は昭和39年に創立し、今までにたくさんの卒園生を送り出しています。
　　　　園庭に3本のせんだんの木があり、夏は大樹の木陰の下で保育ができ、冬はその葉を
　　　　落とし、暖かい陽ざしを園庭にとどけ、子どもたちを優しく見守っているようです。

　　　　　園周辺には、川上小学校・川上天満宮（鹿児島三社参りの一つ）・お寺・稲荷川上流の
　　　　あべき川・2015年に世界文化遺産に登録された関吉の疎水溝などがあります。
　　　　　春には周囲の田畑にれんげが咲き、夏には園の裏山にかぶと虫やくわがた虫も飛んで
　　　　くる、自然豊かで、静かな環境に囲まれています。
　　　　『広いお庭に陽がいっぱい♪』と園歌でも歌われているように、敷地510坪・園舎300坪の
　　　　中で全園児がのびのび・明るく・元気に遊んでいます。
　　　　運動会の練習や保育外活動のサッカークラブの練習も、広い園庭や第二運動場で元気
　　　　いっぱい取り組んでいます。

　　　　　送迎バスは全て園児専用椅子になっており、ＤＶＤ・携帯電話（いつでも連絡可能）を
　　　　常備しています。子どもたちの大好きな汽車バス・アンパンマンバスでみんなの夢をのせて
　　　　毎日楽しく送迎しています。
　　　　　無限の可能性がある子どもたち。子どもたちに寄り添う保育を大切に、一人ひとりの
　　　　健やかな成長を見守っていきます。
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目 指 す 子 ど も 像

元気な子ども

健康で明るくのびのびした

子ども

仲良くする子ども 情操豊かな子ども

最後までがんばる

子ども
よく聞く・話す

集団生活を通して自主・協力の

精神を養う
表現活動を通して情操豊かな

子どもの育成につとめる

何でも最後まであきらめず

やりとげる心を育てる

しっかり聞く・話す態度

静と動の区別をつける

教 育 方 針

人間の形成基礎作りは幼児期に決まると言われています。集団生活による仲間づくり・人づくりは

２歳からとも言われています。この時期の成長ぶりは驚くべきものがあります。大脳の発達とともに

性格が育成され、子どもが持って生まれた素質や天性の芽生えがみられます。

幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な役割を担っています。

ここに留意して、元気で活気に満ちた子ども・思いやりのある子ども・将来ますます

伸びる子どもを目標に、人としての『根っこ』を育てます。

２



　８：３０～９：４０　　登園
※７：３０よりバスが運行します。登園後、自由遊び。

１０：００～　　　　　朝の会・設定保育

１１：３０～　　　　　給食準備・給食
※月～金曜日　完全給食です。

１３：００～　　　　　自由遊び

１３：２５～　　　　　降園準備・帰りの会

１４：００～　　　　　降園
※１４：００～順次バスで降園します。

　　　　 自家用車でのお迎えの場合、１５：００までにお迎えを
         お願いします。

☆預かり保育 ☆ （450円/日）
月～金曜日　　１５：００～１８：００
　　　　　　　　　※１８：００までのお迎えをお願いします。
長期休業（夏・冬・春休み）
　　　　　　　　　　月～金曜日　７：３０～１８：００

※満３歳児以上で市から２・３号認定を受けた方は無償
　　となります。（給食費別途）

　　　　　　本　園　の　特　徴

〇保育内で行っている活動です。外部の専門講師による
　　　 指導もあります。　　　　　　　　※無料。追加料金不要。

　　　☆メルヘンスイミングスクール☆
（月２回程度　年中・年長）  　鹿児島メルヘンスイミングスクール

　　　☆英会話教室☆
（年中・年長）　外国人講師：ブライアン先生・グレゴリー先生

　　　　　　　　　　　　　（エバーグリーン英会話教室主催）

☆絵画教室☆
（年中）　　　講師：田代　亜土里先生

　　　　　　　　　　　　　（あとり絵画教室主催）

☆リズム遊び☆
（全園児）　　講師：高附　恵子先生

　　　　　　　　　　　　　（日本遊育研究所専任講師）

☆クラブ活動☆
（年中・年長）　 絵画・製作クラブ　　 体操クラブ

折り紙・絵本クラブ　 劇・音楽クラブ

☆硬筆☆
（年長）　 小学校入学に向けて、少しずつひらがなの練習を

　　　　　　　　　　　 します。

１ 日 の 流 れ
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１ 年 間 の 主 な 行 事

〇始園式

〇入園式

〇クラス会

〇母の日

〇避難訓練

〇遠足（年中・長）

〇遠足（年中・長）

〇父の日

〇プール開き

〇七夕

〇遠足（年中・長）

〇夏休み

〇夏季保育

〇キャンプ（年長）

〇交通安全教室

〇十五夜

〇遠足（年少・中・長）

〇運動会 〇親子遠足

〇みかん狩り

〇勤労感謝の日

〇おゆうぎ会

〇餅つき

〇クリスマス会

〇冬休み

〇初詣 〇節分 〇ひな祭り

〇音楽会

〇お別れ遠足

〇春休み
4



　　　　令和5年度　園児募集要項

☆募集人数　７５名☆

年長（５歳児・１年保育）・・・若干名
　　　※Ｈ２９年４月２日～Ｈ３０年４月１日生

年中（４歳児・２年保育）・・・１５名
　　　※Ｈ３０年４月２日～Ｈ３１年４月１日生

年少（３歳児・３年保育）・・・３０名
　　　※Ｈ３１年４月２日～Ｒ２年４月１日生

年少々（２歳から満３歳児）・・・３０名
　　　※Ｒ２年４月２日～Ｒ３年４月１日生

☆面接、教材・制服申込み☆
日時：１１月２５日（金）　１５時からと１６時からに分かれて行います。

　〇入園申込みの時に配布しました、保育料無償化の書類と副食費の
　   書類を当日提出して下さい。（年少々組は誕生日を迎える前月の
　　 配布・提出となります。）
　〇制服・教材の申し込みもあります。

☆保育料その他の経費☆

・保育料　　２５，７００円

※令和元年１０月から、満３歳児より無償化になりました。

・入園料　　５０、０００円　（面接時に納入して下さい。）
　　　　　　　　※平成９年度より３・４年保育入園者は免除になりました。

・入園手数料　　２、０００円　（願書提出時に納入して下さい。）

・バス代　　２、０００円/月　（通園バス利用者、弟・妹無料）

・給食費　　４，５００円/月　（週５日※条件により、副食費免除有り）

・母の会費　（参考：Ｒ４年度６００円/月）　※総会で決定

・絵本代　　約４００円/月　　※各学年で少し金額が変わります。

☆入園申込み☆

申し込み開始日：１１月１日（火） 午前８：３０～午後５：００

場 所 ：職員室

必要なもの ：入園願書（本園様式）

手数料（２,０００円）

〇本園は在園児のきょうだいを優先入園とさせていただいて

おります。入園希望者多数の場合、キャンセル待ちとなる

ことがあります。その場合は、後日お電話でご連絡させて

いただきます。 5



緑豊かな環境で健康な身体と豊かな心を育みます。

本園の教育活動・取り組み

☆英会話教室☆
外国人講師・ブライアン先生に依頼し、年中・年長組を対象として生きた英会話教室を行っています。また、２０２０年から小学３年生

から６年生を対象に、小学校での英語教育は必修科目となりました。本園では就学に向けて、『聞くこと』 『話すこと（やりとり）』を第一に、

歌やゲーム、絵本などを通して楽しい雰囲気の中で英語に親しんでいます。

☆絵画教室☆
絵画教室講師・田代あとり先生に依頼し、『自由に・個性を大切に・感性豊かな絵を描いてほしい』と、年中組を対象として、楽しく

絵を描く時間を設けています。クレパスの色の名前を知ることから始まり、身近なものや、お友だちのお顔．．．と題材を変えて個性

あふれる作品を落ち着いた雰囲気の中で、じっくりと描いています。

☆音楽教育☆
『音を楽しむ』 この基本路線に沿って、音楽好きな子どもに育てていきます。専任講師・高附恵子先生をお招きして、楽しく身体を

動かしたり、お話に耳を傾けたり、リズム遊びをする時間も設けています。階段の踊り場スペースには誰でも自由に弾けるピアノが２台と、

踏むと音が鳴るドレミマットを置いて、好きな時に遊びながら音に親しんでいます。音楽会では木琴や太鼓、シンセサイザーを使って合奏を

発表しています。

また、音楽・リズム感など体で習得するために本園ではマーチング活動を行っております。年長の子どもたち全員が太皷やシンバルを持ち、

高・中・低音部に分かれて表現し、忍耐力・協調性を養いながら、一つのリズムを完成させていきます。

☆体力づくり☆
高さ４ｍのお城（オリジナル総合遊具）・のぼり棒・カラフルトレイン・ブランコ・うんてい・鉄棒・縄跳び・クライミングなどの遊具で楽しみながら

体力づくりに挑戦しています。また、月に２回程度メルヘンスイミングスクールで水泳の指導を受けています。希望者には課外活動のサッカー

クラブもあり、年に２～３回ある大会では優勝を目指して頑張っています。

☆クラブ活動☆
保育内クラブ活動では４つのクラブから好きなクラブを選び、１年を通して取り組んでいます。年中・長組を縦割り保育にしての

活動は年下を思いやる心、かわいがる優しい心、年上を尊敬する心も芽生えます。

６



☆保育外教室(外部講師）☆（希望者・有料）
・ヤマハ音楽教室　　・英会話教室　ＥＣＣジュニア
・フラダンス教室

☆保育外教室（園内指導）☆（希望者・有料）
・幼児サッカークラブ

☆保護者のサークル活動☆（無料）
・ママさんバレーボール

☆スクールバス運行について☆
本園ではゆとりある保育と、スクールバスの安全な運行を

　期するため、園バス５台で運行し、基本的に自宅前まで送迎
  致します。

朝のお迎えは７時３０分から９時４０分までには全園児が
  登園します。

※ ご自宅前の道幅が狭い場合や交通量が多い場所は、
   交通渋滞や安全面を考慮し、待機場所を園より指定させて
   いただく場合もあります。ご了承下さい。

※ スクールバスの到着時間の指定や、行き帰りで到着場所を
   変えることはできません。

※ 入園式の日に時刻表を配布します。

～現在の通園地域～（令和４年９月現在）
川上、緑ヶ丘、吉野、岡之原、下田、大明丘、
本名、宮之浦、牟礼岡、西伊敷、坂元、花野
※上記以外の場合はご相談下さい。

　　☆入園までの日程☆
令和４年１１月２５日（金）　面接、教材・制服申込み

※１５時からと１６時からに分かれて行います。

　　　　　　　　　（入園手数料の領収書に記載しています。）

　　　令和５年１月２３日（月）～２７日（金）教材販売
※９時～１７時　・料金引き換えとなります。

　　　令和５年３月８日（水）一日入園　１０：１５～（1時間程度）
　　　　　　　※当日必要なものはありません。私服でお越し下さい。
　　　　　　　※コロナ禍の状況によっては中止になることもあります。

令和５年４月１１日（火）入園式　１０：１５～（本園２Ｆリズム
室）

　　☆令和４年度の2、3学期の園行事（予定）☆

令和４年１０月１６日（日）　大運動会　９：００～　（川上小学校）
　　　　　　　※コロナウイルス感染拡大防止のため、未就園児の競技は
　　　　　 　　　ありません。

　　　 令和４年１２月９日（金）　おゆうぎ会　１３：００～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（県民交流センター）

　　 　令和５年３月２日（木）　　音楽会　１３：００～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市民文化ホール第一）

※行事の日程は変更になることもあります。
　　　　   また、コロナウイルス感染拡大防止のため、新入園児保護者様の
　　　　　 各行事の見学はご遠慮いただいております。ご了承下さい。
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川上幼稚園の沿革 
  （名   称）   学校法人外園学園 川上幼稚園 

  （場   所）   川上小学校近く美しい山野に囲まれ、夏は涼しく、冬は暖かく、近くに学問の神様、川上天満宮があり、 

森やあべき川・田園にと教育的環境に恵まれています。 

            鹿児島市川上町８４７番地 

  （創   立）   昭和３９年４月開園 

  （創 立 者）   外 園 久 枝 

  （定   員）   ２４０名 

  （教 職 員）   園長１名 副園長１名 主任１名 教諭１６名 事務１名 運転手３名 調理１名 （非常勤として英会話講師１名・絵画講師１名） 

＜＜沿 革＞＞ 

昭和３９年 　３月 鹿児島県知事より認可を受ける 〃 １２年 　８月 幼児用トイレ改装

 〃 ３９年 　４月 園舎新築落成、定員６０名で発足 〃 １５年 　４月 ビデオ・無線機付ワゴン車（アンパンマン号）購入

〃 ４６年 １１月 園舎増築、定員１６０名に増員許可 〃 １６年 　８月 園舎全面塗装及び門柱門扉改装

〃 ４８年 　１月 創立１０周年祝賀会を催す 〃 １８年 　４月 ＶＨＳ・ＤＶＤプレイヤー全教室導入（ベルマーク）

〃 ５０年 　３月 園舎増築、定員２４０名に増員許可 〃 １８年 　７月 冷水機設置（ベルマーク）

〃 ５１年 　４月 学校法人外園学園となる 〃 ２１年 　７月 地上デジタル放送対応テレビ全教室導入

〃 ５３年 　３月 鉄筋園舎新築落成 〃 ２２年 　８月 総合遊具建替え

〃 ５５年 １０月 専用駐車場完備（２００坪） 〃 ２２年 １０月 アンパンマンからくり時計　購入

〃 ５６年 １０月 園舎増築、総鉄筋園舎２階建て完成 〃 ２４年 　５月 中型アンパンマンバス購入

〃 ５７年 　４月 総合遊具完成（全長約５０メートル） 〃 ２５年 　９月 普通車アンパンマンバス購入

〃 ５８年 　３月 第８回楽しい音楽発表会を盛大に催す 〃 ２６年 　４月 普通車アンパンマンバス購入

以後毎年実施（鹿児島市民文化ホールにて） 〃 ２８年 　４月 冷水機買替

〃 ５９年 　３月 創立２０周年祝賀会を催す 〃 ２８年 　８月 第２運動場拡張（照明付）

〃 ６２年 　６月 ママさんバレー結成 〃 ２９年 　４月 夏服モデルチェンジ

平成　元年 　４月 夏服・冬服一新 〃 ２９年 　８月 園舎全面塗装

〃 　元年 　９月 英会話教室実施（ジオス英会話スクール講師指導） 〃 ３０年 　６月 遊具購入『ぐるぐる林』クライミング付うんてい

〃 　２年 　８月 園舎改装 令和　２年 　５月 遊具購入『アンパンマン積み木のクライミング』

〃 　４年 　４月 ビデオ・無線機付大型マイクロバス２台購入

〃 　６年 　１月 警備保障完備

〃 　６年 　６月 各クラス、クーラー設置

〃 　８年 　８月 園舎改装

〃 １０年 　７月 ビデオ・無線機付ワゴン車（ミッキー号）購入

〃 １１年 　６月 リズム室クーラー設置

〃 １２年 　８月 ドリーム（汽車）バス購入
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おはよう

ございまーす

園の様子を紹介します

砂場あそび

英会話教室
(年中・年長）

絵画教室

（年中）

夏はせんだんの

木陰の下で水

遊び

９



初詣

照国神社
節分

手作りのおめんと

バック

けいこ先生と

リズム遊び

メルヘン

スイミングスクール

（年中・年長）

サッカークラブ

優勝目指して

がんばっています！

10



遠足

おいしいお弁当

いただきまーす！

もちつき

運動会

鼓隊

（年長）

夏季保育

すいか割り

運動会

バルーン

（年中）
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園内プール

園長先生と葉っぱの

笛で遊んでいます

みかん狩り
新聞紙あそび

楽しいことがいっぱいです

☆園で採用している動画配信アプリで

在園児の保護者様向けに、園での

お子様の様子を動画配信でお伝え

しています。

☆インスタグラムでも園の様子を

ご紹介しています。

インスタグラムもどうぞ

ご覧ください
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運動会の開会式で

お手紙をつけた風船を

飛ばしています
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