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デイリープログラム（一日の流れ）

時間　‖3・4・5歳児

10：00

12：00

13：00

14：30

15：00

15：30

16：30

18：00

19：00

● ○○” 

園児順次登園

早朝預かり保育

バス通園・徒歩通園登園

歩き登園の友達

Pレ待［あそぴ］i●室内あそか戸外あそび

2番バスの子が到着

大好きなことに挑戦　体育ローテーション
一㌧ニ‾‾一一　一一‾‾ミ一　㌧享一一へ

薫亭童葦
クラス活動

●文字・言葉あそび

Lesso加かこ］認議識語欝

おいしい給食
一一←一「÷宣㍉「一一一、、／－ミ＿　●当番活動・食後の歯みがき

：乱し三竪㊥●繋濃かせ

Lessou．［けいこ］

短時間利用児順次隆国

やしんy［あそび］●室内あそか戸外あそび

延長保育19：00まで

主な行事
4月　入園式・参観日・こいのぼりの集い

5月　遠足・参観日、かたかご会総会

6月　健康診断・ボランティア慰問・お店屋さんごっこ

7月　個別懇談会・七夕の集い・水遊び・宿泊学習

8月　登園日（サマースクール）・納涼の集い

9月　おじいちゃん・おばあちゃんと遊ぼう・運動会

10月　芋はり・子どもまつり（展示会、バザー、観劇）・才能教室自由参観

11月　新入園児面接・親子のつどい

12月　もちつき大会・ミュージックフェスティバル・クリスマスの集い

1月　郵便屋さんごっこ

2月　節分の集い・新入園児半日入園

3月　かたかごフェスティバル（才能教室発表会）・ひな祭りの集い・

年長さんありがとうの会・卒業式

0・1・2歳児

3号認定（標準）
7：00・－18：00

随時登園

健康観察・衣服の調節

保育教諭と一緒に遊ぶ　｛こ）

おむつ交換

出欠調べ

おやつの時間

軸の活動

保育教諭と一緒に遊ぶ

おむつ交換

食事の準備

楽しく食事

午睡

目算　おむつ交換

衣服の着替え

おやつ

保育教諭と一緒に遊ぶ

随時隆国

健康観察・おむつ交換

延長保育児は、保育教諭

と一緒に遊ぶ

定員（予定）

C）

区分 �保育園 �幼稚園 �定員 

0歳児 �12 �－ �12 

1歳児 �24 �－ �24 

2歳児 �24 �15 �39 

3歳児 �20 �40 �60 

4歳児 �20 �40 �60 

5歳児 �20 �40 �60 

計 �120 �135 �255 
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昭和４６年の開園以来、 

「どの子も育つ、育て方ひとつ」の方針のもと 

子どもたちの可能性の芽を育てるための 

特別教室「才能教室」を行っています。 

 

専門の一流講師の指導による 

芸能活動を中心とした各種の教室で 

子どもたちにチャレンジする心を育てます。 

才能教室 
子どもたちの中に花開く、チャレンジする心 

才能教室紹介 

ピアノ    バイオリン 

フルート   造形 

絵画     日本舞踊 

バレエ    民踊 

英語     書道 

体育 



 

 

 

昭和４５年 園舎竣工 学校法人伏木中央学園認可 

      初代京谷準一園長就任 

  ４６年 幼稚園落成式 絵本貸出開始 才能教室開始 

      給食開始 漢字教育開始 

  ４７年 別館「つまま館」落成式 

      第１グラウンド拡張工事完了（第１期） 

  ４８年 文部省研究指定園 

  ５０年 木下音感教育開始・色感教育開始 

  ５１年 知能教育開始 

  ５２年 公文算数教室開始 

  ５３年 木下音感モデル園・第１回東京合同音楽祭大賞 

  ５４年 遊戯室拡張工事完了・園舎増築完了 

  ５５年 創立１０周年記念行事・記念事業（遊戯室拡張） 

  ５６年 パソコン学習開始 子どもフェスティバル大賞 

  ５７年 園舎増改築完了（図書館・パソコン室） 

  ５８年 算数教室開始 

  ５９年 隣接家屋購入「緑の家」として活用 

      第１グラウンド拡張工事完了 伊藤音楽システム開始 

  ６１年 日韓子ども交流（４日間韓国幼稚園訪問） 

 

平成 元年 高岡市市制１００年記念市中パレード参加 

   ２年 創立２０周年記念行事 

   ３年 第２代向野外行園長就任 

かたかご幼児教育研究所設立 大型遊具設置 

   ４年 ミュージックステップ開始・園舎屋根１期補修完了 

   ５年 園舎屋根２期補修完了 

   ７年 創立２５周年記念にシンボルマーク・スローガン・ 

教育三層構造を決定 

   ９年 園舎前部外壁塗装 別館「かたかご館」完工 

  １０年 園舎内 床・壁全面改修完了 

  １２年 創立３０周年記念行事 

      記念事業ウェブサイト開設 遊戯室放送設備 

  １３年 トイレ改修工事 屋上防水工事 

  １４年 運動場ネットフェンス取付 ２階エアコン取付 

      グランドピアノ寄贈（元職員 濱井さん） 

  １５年 給食室イオン水取り替え 屋根防水改修 

      アップライトピアノ２台寄贈（初代園長 京谷先生） 

  １６年 外壁改修 アジア太平洋こども演劇祭参加 

  １７年 幼稚園早期入園特区開始 別館「つまま館」２階修理 

  １８年 土曜日休業開始 南極観測船「しらせ」歓迎式典参加 

  １９年 県民芸術文化祭、生活文化展マーチング出演 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２０年 第３代三國信孝園長就任 

      アップライトピアノ寄贈（２代園長 向野先生） 

  ２１年 第４代野田武園長就任 幼保連携型認定こども園申請 

園児トイレ改修 別館「かたかご館」改装 

  ２２年 幼保連携型認定こども園 

かたかご幼稚園かたかご保育園認可 

創立４０周年記念式・祝賀会 

  ２３年 第１グラウンド「フィールドアスレチック」設置 

      気仙沼・石巻・東松島に「あしながおじさん基金」と 

メッセージを届ける 

  ２４年 半袖・長袖運動シャツの改良 

      こんのひとみさん読み聞かせライブと講演会 

  ２５年 園舎新築工事開始 

新園舎竣工式・祝賀会 

  ２６年 カーポート、車庫新設 

      音感教育向上の為ピアノ２台入替 

  ２７年 幼保連携型認定こども園新制度に移行 

  ２８年 園庭遊び場第１次計画 ピカットちゃんの杜造園 

      ガチャポンプ設置 

      教育文化協会「世界の児童画展文部科学大臣賞受賞」 

  ２９年 勝興寺にて大伴家持生誕１３００年セレモニー参加 

      豪華客船ダイヤモンドプリンセス、飛鳥Ⅱ万葉埠頭入港 

      セレモニー参加 

  ３０年 園庭遊び場第２次計画 

      実のなる木とシンボルツリー植栽 

      「クール！ＯＴＡＹＡ」によさこいで参加 

      創立５０周年記念事業準備委員会発足 

 

令和 元年 園庭遊び場第３次計画 

      築山アスレチック・トンネル設置 

      園庭遊び場第４次計画 

      泥んこ広場とネイチャーラボエリア（ウッドデッキ広場） 

      伏木港開港１２０周年記念ちびっこかっちゃ参加 

      第２回とやまこども舞台芸術祭参加 

      幼児教育・保育の無償化始まる 

      創立５０周年記念事業実行委員会発足 

かたかごのあゆみ 

HISTORY OF KATAKAGO 


