
高針幼稚園から
たかばりこども園へ

「和久洋三の創造共育法」
で集中力や創造力を磨ける！

幼稚園で行ってきた幼児教育の

ノウハウを生かして、より広い

年齢のお子様にご利用いただけ

るようになりました。園舎も新

しく変わり、定員を少なく、職

員を増員して、より手厚い保育

を行っていきます。

運動会は
名東スポーツセンター

(室内)にて行っています！

保護者様のご負担を軽減
する努力をしています！

お仕事をされていても
通っていただけます！

和久洋三のわくわく創造アトリ

エの創造共育法を取り入れて、

保育の中で造形活動、絵画活

動、積木あそびを行っておりま

す。集中力が自然に磨かれる活

動を通して、その後の発達や学

習の基礎から応用までを磨いて

いきたいと考えております。

預かり保育等を18:30まで

（長期休暇中を含む）実施し

ていますので、全員の保護者

様が働いてみえるご家庭でも

安心して通っていただけま

す。

運動会は名東スポーツセン

ターにて実施しておりますの

で熱中症のリスクを軽減でき

ます。また、観覧席やお手洗

いが十分にございますのでお

じいちゃんやおばあちゃん下

のお子様にも安心して見に来

ていただけると好評です。

欠席、遅刻、早退などの連絡

や預かり保育の申込みなどは

アプリやサイトから行ってい

ただけます。また、スクール

バスにＧＰＳを搭載しており

バスの到着をアプリやメール

でお知らせしたり、バスの位

置を地図で確認したりできま

す。



お仕事をされている保護者様が下のお子さんを保育園ではなく上のお子様と同じ園でお預かりでき

たら、負担が軽減できるのではないかと、幼稚園の教育はそのままにこども園へ移行することで、

そういったニーズに応えられるようにいたします。

令和４年４月完成！

※イメージ図ですので実際と異なる場合がございます。
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ボトムスは２種類から

お選びいただけます。

夏はポロシャツ、体操服

もしくは旧夏制服からお

選びいただけます。

※ポロシャツには園の

ロゴが入ります。



　

こども園移行前より少人数で保育を実施し、保育の質を向上させております。また、2人担任制を導入し
ており、保育内容や状況に応じて追加でフリー教員を配置いたします。

１号認定の方　　　　→　園に直接申し込んでいただきます。詳しくは募集要項をご覧ください。
２号、３号認定の方　→　保育所と同様に区役所にて利用調整での申し込みとなります。10月中旬から
　　　　　　　　　　　　12月中旬頃まで区役所にてお申込みいただき、結果は２月中旬頃に通知され
　　　　　　　　　　　　ます。

　1号認定：保育を必要としない満３歳以上の子ども（専業家庭など）
　2号認定：保育を必要とする３歳以上の子ども
　3号認定：保育を必要とする３歳未満の子ども

※３号認定の方は無償化の対象ではございませんので、利用者負担額（保育料）をご負担いただき

　ます。金額は世帯収入ごとに異なりますので名古屋市のHPをご確認ください。

※教育充実費は各クラスに担任を２人配置するための費用です。

※設備維持費は厨房、トイレ、エアコン、遊具などの設備を維持するための費用です。

※スクールバス協力費はスクールバスを利用される方のみ必要となります。満３歳児以上のお子様

　でしたら３号の方もお乗りいただけますが、バスの時間は指定できませんので、その点ご了承

　ください。（バスの運行時間　行き→8:00～10:00　14:00降園の帰り→14:00～16:00）

※給食が自園給食となり、より温かくて美味しい給食を提供させていただきます。１号認定と２号認定

　で料金が異なるのは、２号認定の方は長期休暇中も給食を提供するためです。給食維持費は自園給食

　を維持するための不足分を補います。

　詳しくはこちら　→　http://nagomi-kids.jp/

※おむつを園でまとめて購入して支給するサービスを導入いたします。おむつに１枚１枚名前を書いて

　園に持って来ていただかなくてもよくなります。３号の方の午睡用の布団は園で準備させていただき

　ますので週末に持ち帰って週明けに持って来ていただく必要ありません。

給食委託会社

URL

○利用者のみがかかる費用

○入園時にかかる費用

※金額等について、変更がある場合がございます。

月額　1,000円

保育料 ※世帯収入による 無償

教育充実費 月額　5,000円

月額　3,000円

認定 1号

月額　2,000円-

２・3号

クラス 1歳～2歳 3歳～5歳 満3歳～5歳

認定 ２・3号 1号

給食副食費 月額　4,500円

おむつ費 月額　2,000円

スクールバス協力費 月額　4,000円

月額　5,500円-

給食維持費 月額　2,000円-

給食主食費

約10,000円制服用品費

検定料

クラス 1歳～2歳

50,000円

2,000円-
約50,000円約35,000円約50,000円

3歳～5歳 満3歳 3歳～5歳

入園受入れ準備金

設備維持費

認定区分 1号２・3号

3歳～5歳 満3歳～5歳クラス 1歳～2歳



　小学校の先生方に、たかばりこども園の子は座って話が聞

けると褒めていただきます。創造共育法で集中力を磨き、保

育者が話をするときは手あそびや絵本を使うなど注目を集め

てからするようにしており、年長にもなりますと保育者が話

を始めると自然と耳を傾けられるお子様もみえます。

　また、登園したら「おはようございます」、降園するとき

は「さようなら」、園でのほぼすべての活動は挨拶で始まり

挨拶で終わります。「ありがとう」や「ごめんなさい」も素

直に言えるように普段から指導しております。

「和久洋三の創造共育法」で集中力や創造力を磨ける！

　たかばりこども園では、和久メソッド(創造共育法)という教育法を保育に取り入れておりま

す。

　お子様が楽しめる活動を通して自然に集中力を身に付け、その後の発達や学習の基礎を構築

していくという教育法です。集中力を身に付けたお子様とそうでないお子様では同じ教育や授

業を受けていたとしても、吸収できる量が変わってくると思います。そういった基礎的な集中

力から応用的な創造力までを磨いていきたいと考えております。

　具体的には、スチロールや粘土、木材などいろいろな材料を使って、造形や絵画活動を行っ

ています。また、積木あそびは100箱以上の積木を使って活動します。なかなか普段は体験で

きない活動なので、お子様方は「またやりたい！」「もっとやりたい！」、他のクラスのお子

様が活動していると「ずるい！僕もやりたい！」など嬉しい声が聞こえてきます。それ以外の

活動においても、子どもたちの集中の邪魔をしないように活動中は保育者から話し掛けること

はせず、終わった後にたくさん褒めるよう心掛けています。

座って話が聞けるように！挨拶ができるように！



ス

預かり保育(ご予約された方のみ)
→　詳しくは下部にて

課外教室(ご入会された方のみ)
→　詳しくは９ページにて

15:00

自由あそび(1、2歳児は午睡)
課外教室(ご入会された方のみ)
→　詳しくは９ページにて

18:30

延長保育(短時間認定の方は有料)
→　詳しくは下部にて

降園終了

おやつ(手作り)
16:00

降園

12:00
自園給食(アレルギー対応可)　→　詳しくは９ページにて

13:00

14:00
降園

降園

10:00

2歳1歳

保育（各クラスでの活動）

体操、英会話、スイミング、制作

造形、絵画、積木あそびなど

11:00

延長保育
（短時間認定の方は有料）

11:30

満3～5歳

降園

14:00降園 13:00降園全日 11:30降園

8:30 自由
あそび

8:00

7:30

9:30

3～5歳

スクールバスもしくは保護者様と一緒に順次登園し
登園した園児から自由あそび

スクールバス範囲など→詳しくは8ページにておやつ

2・3号認定 １号認定

11:00降園

保護者様がお仕事をされていても通っていただけます！

預かり保育等を18:30まで行います。実施日は、保育実施日（運動会、遊戯会、作品展を

除く）および、長期休暇（土日祝日、お盆、年末年始は除く）です。

2・3号認定の標準時間認定の方は予約の必要はなく無料です。2・3号認定の短時間認定

の方は7:30～8:00と16:00以降は前日までの予約制です。料金は世帯によって異なります。

1号認定の方は前日までの予約制（長期休暇は終業式までの予約制）で、料金は30分150

円で、定員は25名です。半日保育の日および長期休暇中の給食は別途1食400円です。月の

上限料金を13,000円とさせていただいておりますので、それ以上の請求はありません。長

期休暇中は別途上限料金の設定がございます。（夏休み：40,000円、冬休み12,000円、春

休み18,000円）1号認定の方の中で新2・3号認定をうけられた方は定員に関係なくお申込

みいただけるように配慮させていただいております。



保育の中で行う活動や行事がたくさん！

4月

入園式

①体操 ②スイミング ③英会話

⑥その他⑤文字④制作活動

5月

身体測定

個人懇談

体操参観

6月
内科・歯科検診

園外保育

移動動物園

科学館見学(年長)

※誕生会と避難訓練は毎月実施いたします

7月

園プールあそび

七夕

お楽しみ会(年長)

9月

運動会

10月

入園願書受付

身体測定

芋掘り

園外保育

11月

入園面接

12月

遊戯会

餅つき

1月

身体測定

2月

個人懇談

作品展

保育参観(年長)

園外保育(年長)

3月

お別れ会

ひなまつり

修了式

保育参観(年少･年中)

園外保育(年少･年中)

週に１回専任講師が指導

しております。

ボール、鉄棒、跳び箱、

平均台などを使って楽し

く行っています。

園の近くにあるスイミングス
クールで年中は年間3回、年
長は年間6回行っておりま
す。泳ぐことが苦手なお子様
も、得意なお子様も、楽しん
で参加していただけるように
工夫しております。

ECCの講師が年間13回指導
いたします。その内、2回は
ネイティブの先生と2人で行
います。挨拶、歌、リズムあ
そび、絵本の読み聞かせな
ど、より楽しく、より自然に
英会話に触れることができる
ようにしております。

こいのぼりや七夕飾り、ク
リスマスツリー、お雛様、
運動会や遊戯会の絵など、
季節や行事に合わせた作品
から、ロボットや宇宙の絵
など創造的な作品までいろ
いろ作ります。

年長になりますと、小学
校に向けて自分の名前が
書けるように、興味を持
ちやすいように郵便ごっ
こというあそびを行って
います。

トマト・キュウリ・なす・
朝顔の栽培、ダンス、ゲー
ム、楽器あそび、リズムあ
そび、絵本の読み聞かせ、
歌を歌う、手あそびなどを
行っています。



運動会は名東スポーツセンター(室内)
にて行っています！

　運動会は近くの名東スポーツセンターで行っております。運動

場での開催を希望される方もみえますが、観覧席やお手洗いが充

実していて、熱中症の心配が軽減できるので、「安心して下のお

子様を連れて行ける。」「おじいちゃんおばあちゃんを呼びやす

い。」などの声を多数いただいております。種目はかけっこ、ダ

ンス、組体操、リレーなどを行います。特に年長のダンスは「振

付稼業air:man」という、いきものがかりさんや木村カエラさんの

振付やCMの振付を行っている方に、プロデュースしていただ

き、好評をいただいております。

移動動物園 園外保育
(牧野が池緑地・東山動物園)入園式

お楽しみ会 遊戯会 作品展

餅つき

※感染症対策のため、休止もしくは簡素化している行事もございますので、その点ご了承ください。

お店屋さんごっこ 修了式



現在の運行コースはこちらの地図

の紫とピンクの線です。運行コー

スは毎年組み換えますので、地図

に表示されております範囲（県道

60号の南側、国道153号の北

側）でしたらお乗りいただけると

思います。この範囲以外でも範囲

内まで出て来ていただけばお乗り

いただけます。バス停についてで

すが、なるべくご自宅の近くに設

定できるよう努力しております

が、道路状況や運行スケジュール

によっては、どちらかまで出て来

ていただく場合もございます。運

行地域についてご心配な方は、ご

相談ください。 ※別紙にて拡大図を添付させていただいております。

スクールバスをご利用の方はお手

持ちの携帯電話やスマートフォン

で、バスが今どの辺りを走行して

いるかを見ることができたり、バ

スの到着や時間の遅れをメールや

アプリでお知らせしたりするサー

ビスを行っており、夏の暑い日や

冬の寒い日にバス停で長い時間お

待たせすることがないように努め

ております。園からの緊急の連絡

もメールやアプリにて行っており

ます。また、このWebサイトやア

プリから欠席・遅刻・早退・バス

コースの方がバスに乗らないなど

の園への連絡や預かり保育の予約

も行うことができます。

保護者様のご負担を軽減する努力をしています！



◆年中・年長対象

　給食は、厨房で作って提供させていただきます。調理する前の食材を見たり、野菜の皮む

き体験やおにぎりやサンドイッチを自分で作って食べるなどの食育も行います。好き嫌いが

心配と言われる方も多いとは思いますが、無理やり食べさせるのでなく、小学校に入学する

までに、少しずつ嫌いなものも食べられるようにしています。アレルギーのあるお子様につ

いては、食べられない物を使っていないアレルギー対応の給食を実施しております。入園前

にご相談ください。

課外教室もたくさん種類がございます！

希望者のみ有料となりますが、習い

事を園で実施いただけますので、送

迎の負担を軽減することが出来ま

す。課外教室前後に、預かり保育を

利用することもできます。無料体験

も実施しておりますので、安心して

ご入会いただけます。

◆年少・年中・年長対象

給食は少しずつ嫌いなものも食べられるように！

Ｑ1   ３歳でオムツが取れていませんが入園できますか？

A1 毎年、3歳児で入園される方の2～3割の方はオムツをして登園されています。

トイレトレーニングをされているようでしたら、園でもサポートさせていただきます。

Ｑ2   途中で１号認定から２号認定に変更することはできますか？

A2    名古屋市内にお住いの方でしたら、2号認定への変更は可能です。

Ｑ3   保護者が参加しないといけない行事は多いですか？

A3    保育参加や参観・運動会・遊戯会・作品展など、保護者様がご覧いただける行事はございますが、

ご参加は任意でございます。無理にご参加いただく必要はございません。

バレエ教室
（藤村香織バレエスタジオ） 月、金

サッカー・体操教室 水・木

ピアノ教室
（志村宰先生）

月

わくわく創造アトリエ
（ゆうぼ）

木

英会話教室
（ＥＣＣ） 火

空手教室
（浅井仁先生）

火

バレエ教室
（藤村香織バレエスタジオ） 月、金

わくわく創造アトリエ
（ゆうぼ）

木



たかばりこども園の概要

問合せ先と地図

運営法人名 学校法人チルド学園

施設種別 幼稚園型認定こども園

施設名称 たかばりこども園

所在地 〒465-0054

愛知県名古屋市名東区高針台3丁目701番地

電話 052-702-2982

受入年齢 １歳児～５歳児

開園時間 7:30～18:30

休園日 土日祝日、お盆、年末年始、土日開園の代休日

お問合せ先 TEL・FAX 052-702-2982

TEL・FAX 052-703-1308

アドレス https://takabarikodomoen.com

Instagram @takabari_yochien

アドレス

電話番号

インスタグラム


