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【幼稚園】令和４年度学校の特色

番号 学校名 研究主題，特色ある実践等 主な体験活動
学
級
数

園
児
数

TEL/FAX 指定・公開日等

1

白石市
第一幼稚園

（休園）

2

白石市
第二幼稚園

【研究主題】
「夢中になって遊ぶ幼児の育成」～心と体を動かして遊ぶための環境作
りを通して～
【特色ある実践等】
〇幼児が「おもしろい」「やってみたい」と思えるような運動遊びの実践。
〇直接体験を通して好奇心や探求心を育む。
〇地域の人や未就園児との交流活動の実践。
〇近隣の保育園・小学校との交流活動と研修の実践。
〇ＡＬＴ（年20回）による英語に親しむ活動を取り入れている。
〇対話的学びとして幼児向けp4cの活動を取り入れている。

【①・全園児】　園外保育・栽培活動
【②・5歳児と保護者】　奉仕作業参加
【④・全園児】　未就園児（なかよし広+D3:D4
場3回）
【⑤・全園児】　あきらちゃんミニコンサート
【⑩・全園児】　地域連携（焼き芋会・昔遊び
会）
【⑩・全園児】　幼保小連携（保育園・小学校
との交流会）

3 63 TEL 0224-25-6326
FAX 0224-25-6421

3

蔵王町立
宮幼稚園

【研修主題】
「友達と主体的に遊ぶ幼児の育成をめざして」～気持ちを通わせる経験
を通して～
【特色ある実践等】
〇主体的な遊びができる環境構成の工夫。
〇試行錯誤しながら繰り返し遊ぶことができる環境づくり。
〇身近な自然の中での体験を通して，好奇心や探求心を育む。
〇保育所との交流と相互理解を深める連携。
〇小学校との滑らかな接続をめざした連携。

【①・全園児】自然体験活動や栽培活動
【③・全園児】世代間交流（畑の活動）
【⑤・全園児】観劇会・おはなし会
【⑩・全園児】保育所，2歳児，小学校，地域
の方との交流やCIRによるざおう英語活動
【⑩・5歳児】1年生との交流活動

5 71 TEL 0224-32-2130
FAX 0224-32-2180

4

蔵王町立
永野幼稚園

【研究主題】
「友達と豊かに関わり合える幼児の育成をめざして」～互いに思いを通
わせる心地よさを意識した関わりの中で～
【特色ある実践等】
○3，4，5歳児がお互いの存在を知ることができる保育の実践。
○幼児が遊びの中で思いを通わせ，心地よさを感じる保育の展開。
○幼児同士がお互いに心地よく生活できる環境構成の工夫。

【①・全園児】自然体験活動や栽培活動
【⑤・全園児】CIRによる「ざおう英語活動」
【⑤・全園児】司書によるお話会
【⑩・全園児】保育所・2歳児・小学校・地域
の方との交流
【⑩・5歳児】小学校での給食体験

6 102 TEL 0224-33-3579
FAX 0224-33-3621

5

蔵王町立
遠刈田幼稚
園

【研究主題】
「思いを伝え合い共に育ち合う幼児の育成を目指して」～友達と共感しあ
える環境づくりをい通して～
【特色ある実践例】
〇3．4．5歳児が関わり合いながら，思いを伝えあえる環境づくりの工
夫。
〇地域の方々と栽培活動を通して関わりをもち，人と関わる力を育てて
いく。
〇自然豊かな環境の中での体験活動を充実させ，探求心や好奇心を育
む。

【①・全園児】自然体験活動や栽培活動
【③・全園児】世代間交流（畑の活動）
【⑤・全園児】観劇会・おはなし会
【⑥・4，5歳児】稚魚の放流
【⑩・全園児】2歳児・小学生・地域の方との
交流やCIRによる英語活動
【⑩・5歳児】小学校での学校探検

2 22 TEL 0224-34-4257
FAX 0224-34-4260

6

村田町立
村田幼稚園

【研究主題】
「幼児の『やってみたい』『できた』を育む保育」～自然体験を通して～
【特色ある実践等】
〇一人一人の発達や興味関心を見取りながら，さまざまな体験から幼児
の「やってみたい」気持ちを引き出せる実践活動
〇試したり工夫したりして繰り返し遊べるような環境の構成と援助を工夫

【① ・全園児】栽培収穫活動 　園外保育
【⑤・全園児】ALT
【⑩・全園児】保育所 小学校 地域との交流
活動
【⑩・全園児】栄養士による給食指導　歯科
衛生士によるフッ化物洗口

6 93 TEL・FAX
0224-83-2341

7

柴田町立
第一幼稚園

【研究主題】
「いきいきと活動する幼児の育成をめざして」～心が通う体験活動を通し
て～
【特色ある実践等】
○小学校との交流，地域の人材を生かし，様々な環境や人間関係に関
心をもたせる。
○全園児で活動する時間や場を設け，自分の力を発揮し，友達と関わり
ながら遊ぶことに興味や関心をもって楽しめる活動内容を工夫する。
○一人一人の発達に合った支援・指導を行い，分かりやすい視覚支援
や動線を工夫し生活しやすい環境作りをする。

【①・全園児】園外保育・栽培活動（さつま
芋・田んぼ等）・身近な生物の飼育観察
【③・5歳児】福祉施設にて遊戯発表
【④・全園児】所外体験保育・親子遠足・小
学校との交流・廃材を使った制作遊び
【⑤・全園児】お話の部屋（司書による読み
聞かせ）・マジックショー・絵画教室
【⑥・全園児】りんご狩り
【⑩・全園児】ALTとの交流

2 19 TEL・FAX
0224-55-1136

8

川崎町立
かわさきこど
も園

【研究主題】
「互いの思いを伝え合い心豊かにいきいきと遊ぶ子どもの育成」～聞く力
を育むための環境構成と援助を通して～
【特色ある実践等】
○0歳児から5歳児までの発達の連続性を捉えた園生活と保育活動。
○広々とした「にこにこ森」と「にこにこ農園」を活用した体力作りと食育
活動。
○自然豊かな環境を生かし， 好奇心や探求心につながるような活動。
○絵本の読み聞かせやクラス・全体での集会を通して， 相手の話を聞い
たり考えたりしながら， 聞く力・理解しようとする力を育むための環境構
成の工夫。
○「チョコえもんタイム」による異年齢児（3・4・5歳児）が様々な経験を通
して関わり合い育ち合える活動。

【①・全園児】農園， 栽培活動による食育
【④・3～5歳児】全体集会や活動「チョコえも
んタイム」
【⑤・4，5歳児】ＡＬＴによる「英語で遊ぼう」
海洋センター職員による「運動教室」（町内
富岡幼稚園同学年園児交流も含む）
【⑤・2～5歳児】わらべ歌講師による「お話
会」
【⑩5歳児】小学校との交流活動
【⑩・3～5歳児】栄養士・歯科衛生士による
栄養・歯磨き指導（フッ化物洗口）

6 155 TEL 0224-84-5247
FAX 0224-84-6838

 

9

川崎町立
富岡幼稚園

【研究主題】
「聞く力を身に付けともに育ち合う幼児の育成をめざして」～共感し合え
る体験を通して～
【特色ある実践等】
○豊かな自然環境を活用し存分に関わりのびのびと遊び， 好奇心や探
求心を育んでいく。
○少人数保育における異年齢児交流保育「とみおかプラン」の展開。
○主体的に関わりたくなるような環境作り。
○考えたり話したり， 伝え合ったりする場面と時間の保障による共感体
験。
○「かもしかタイム」による運動遊びや継続した体力作り（マラソン）。

【①・全園児】農園， 栽培活動による食育
【⑤・全園児】ＡＬＴによる「英語で遊ぼう」
わらべ歌講師による「お話会」
ダンス講師による「からだのぼうけん」
【⑩・4，5歳児】海洋センター職員による「運
動教室」（町内こども園同学年園児交流も含
む）
【①・全園児】地域交流
【⑩・5歳児】小学校との交流活動
【⑩・全園児】栄養士・歯科衛生士による栄
養・歯磨き指導（フッ化物洗口）

2 15 TEL・FAX
0224-86-2661

新任者研修（１年目）
幼稚園等新規採用職
員研修 R4.10.18

宮城県国公立幼稚
園・こども園協議会研
究大河原大会担当園
（誌上発表）
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10

松島町立
松島第一幼
稚園

【研究主題】
「学びの芽生えを楽しむ力の育成」～アプローチカリキュラムから～
【特色ある実践等】
○いろいろな遊びや行事を通して3，4，5歳児の異年齢交流を図る。
○読み聞かせサークルのなど身近な人との交流
○園周辺の自然を生かした活動
○自ら遊びたくなるような環境構成の工夫

【①・全園児】サツマイモ・ニンジン・トマトの
栽培
【⑤・全園児】ALTによる「英語で遊ぼう」
【⑤・全園児】人形劇鑑賞・うたあそびコン
サート
【⑩・全園児】ボール遊び教室の実施，「お
話アップル」による読み聞かせ
【⑩・5歳児】町の歯科衛生士による虫歯予
防・栄養士による栄養指導
【⑩・5歳児】小学校との交流活動

3 49 TEL・FAX
022-354-4005

11

松島町立
松島第二幼
稚園

【研究主題】
「学びの芽生えを楽しむ力の育成」～アプローチカリキュラムから～
【特色ある実践等】
○隣接する小学校，町内の保育所，ＡＬＴ，町内スポーツクラブ，読み聞
かせサークルなどの交流。
○異年齢児（3，4，5歳児）と様々な体験を通して関わり合い，育ち合える
活動。
○園庭や身近な自然を生かした活動。
○地域の自然や公共施設を利用した園外保育など，直接体験が出来る
活動。

【①・全園児】サツマイモ・えだまめ・ニンジン
などの栽培
【⑤・全園児】ＡＬＴによる「英語で遊ぼう」
【⑤・全園児】人形劇鑑賞会
【⑩・全園児】地域ボランティアサークル「お
話しアップル」による絵本の読み聞かせ
【⑩・5歳児】わんぱく教室による町の歯科衛
生士や栄養士による歯や栄養の学び
【⑩・5歳児】ボール遊び教室の実施

3 16 TEL・FAX
022-354-2401

12

松島町立
松島第五幼
稚園

【研究主題】
「学びの芽生えを楽しむ力の育成」～アプローチカリュキュラムから～
【特色ある実践等】
○ALTによる英語教育の推進・地域の自然を活用した園外保育や散歩
活動
○隣接する小学校との合同引き渡し訓練
○町内幼稚園との交流保育
○保護者ボランテイアによるすずめ踊り体験会
○サツマイモ・人参・枝豆を栽培した食育体験の実施

【①全園児】栽培物を使ったクッキング保育
【④全園児】町内他園との交流保育
【⑤全園児】すずめ踊り体験会・講師を招い
ての音楽表現活動うたあそびコンサート
【⑩5歳児】親子松島めぐり・小学校探検・1
年生の授業参観（親子で参観）・1年生との
どんぐり遊び会（生活科）
【⑩全園児】地域ボランテイアによる読み聞
かせ会

2 15 TEL・FAX
022-352-2473

R4.10.17，18，19
仙台支部公開研究会
予定

13

富谷市立
富谷幼稚園

【研究主題】
「子供主体の遊びを目指して」　～異年齢での遊びの中で～
【特色のある実践等】
〇3歳児を含めた異年齢交流学習
〇ALTとの交流や福祉施設での交流活動
〇食育や防災に関する活動の継続実践
〇友達と一緒に，工夫や挑戦，相談などを行う「遊び合い」の実践
〇ユネスコスクール，金銭教育の取組

【①・5歳児】栽培活動，クッキング・食育活
動
【③・4歳児】地域内福祉施設での交流
【④・全園児】「リズム」活動
【⑤・全園児】芸術鑑賞会
【⑩・5歳児】ALTとの交流・スポーツクラブに
よる活動
【⑩・3歳児】5歳児，4歳児との交流活動
【⑩・全園児】環境活動，セレクトおやつ

3 42 TEL 022-358-2164
FAX 022-358-8867

H30～
ユネスコスクール認定

14

大崎市立
にじの子幼
稚園

【研究主題】
「意欲的に遊ぶ幼児の育成」～様々な体験を通して～
【特色ある実践】
〇リズム遊び
○廃品等を生かした製作活動：にじっこ作品展
○家庭との連携：絵本の貸し出し・読み聞かせ・運動遊び
○幼小中の連携：学区内5つの小中学校と同時防災引き渡し訓練，志田
小学校との年間を通した交流活動
○子育て支援：子育て情報の提供と教育相談

【①・全園児】栽培活動等（タケノコ掘り・さつ
まいも・ポップコーンの栽培），散策，花の苗
植え
【④・5歳児】徒歩遠足
【④・全園児】「メグリンピック」「がんばっぺス
ポーツの日」，リズム遊び，水遊び
【⑤・全園児】芸術鑑賞会，世界児童画展鑑
賞，にじっ子展，感覚ミュージアム見学
【⑩・全園児】小学生との交流活動他

2 7 TEL・FAX
0229-26-2325

15

大崎市立
ゆめのさと幼
稚園

【研究主題】
「友達と楽しく遊ぶ子どもの育成」～協同的な遊びを通して～
【特色ある実践等】
○異年齢の子ども達や地域の方々との交流（JA女性部・公民館事業等）
○幼・幼の連携（北ブロック6園研究会）
○幼・小・中の連携（北中学区連携会議・合同防災訓練等）
○食育体験活動（ゆめっこファームでの栽培・収穫・収穫祭・栄養教室）
○自然体験活動（草花・木の実遊び・リンゴ狩り・昆虫飼育等）
○体力つくり（運動能力調査・運動遊び・ハイキング等）

【①・全園児】栽培・収穫・食育活動
【④・全園児】地域の散歩（斗螢稲荷神社・
羽黒山・古代の里・長者原）
【④・全園児】遠足(岩出山有備館・感覚ﾐｭｰ
ｼﾞｱﾑ)
【⑤・全園児】芸術鑑賞・いい音楽の日
【⑩・全園児】小・中学校との交流活動
【⑩・全園児】正月遊び交流会
【⑩・全園児】メグリンピック

2 14 TEL・FAX
0229-28-1606

16

大崎市立
鹿島台第一
幼稚園

【研究主題】
「意欲をもって活動する幼児の育成」～楽しく体を動かす遊びを通して～
【特色ある実践等】
○地域の方との交流事業
　栽培活動：三世代交流事業（種蒔き．苗定植，染め出し）ずんだ団子作
り
　文化的活動：ハンドベル演奏，獅子舞，琴演奏会，和太鼓演奏，お話
会
○学童農園での体験活動：栽培・収穫体験，親子での農園体験活動

【①・全園児】学童農園でのジャガイモ掘り，
サツマイモ掘り，ダイコン引き等の体験活
動，地域の方とのマリーゴールドの種蒔き，
育てた苗を定植，咲いた花での染め出し等
の活動
【③・全園児】老人福祉施設訪問交流活動
【⑤・全園児】プラネタリウム観賞・和太鼓演
奏への取り組み

2 17 TEL 0229-56-2660
FAX 0229-56-9601

17

大崎市立
川渡幼稚園

【研究主題】
「やってみよう」を合言葉に生き生きと活動する幼児の育成～少人数保
育を通して～
【特色ある実践等】
○少人数を生かし，少人数を補う保育活動
○自然環境を生かした保育活動
○身近な施設等を取り入れた保育活動
○鳴子温泉地域の全小・中学校，保育所・こども園との連携
○大崎市北ブロック6園との連携を深めた協働による保育づくりの推進

【①・全園児】自然や固定遊具を活用した運
動遊び，サツマイモ等の栽培活動，メダカや
ザリガニ等の飼育，季節の自然を取り入れ
た草花遊び，草迷路，雪遊び等の活動
【⑥・全園児】畑やプランターでの栽培活動
【⑩・全園児】もちつき会

3 4 TEL・FAX
0229-84-7243

18

大崎市立
大貫幼稚園

【研究主題】
「思いを伝え合い，生き生きと遊ぶ幼児の育成」～協同する遊びを通して
～
【特色ある実践等】
○園の環境を生かした体力づくり
○たて割り活動を通した異年齢交流（集会活動・行事）
○幼小交流活動（幼小連絡会・行事参加等）
○田尻地区交流活動（年齢別交流会・3園合同芸術鑑賞会）
○地域世代間交流活動（老人会・介護施設等）
○親子読書「家読（うちどく）」の推奨
○絵本の貸し出し（毎週末の園の蔵書貸し出しと，定期的な大崎市図書
館きらり号の活用）

【①・全園児】加護坊山親子遠足
【③・4，5歳児】老人福祉施設交流
【⑤・全園児】いい音楽の日
【⑥・全園児】栽培活動（ミニトマト・サツマイ
モ・ひまわり・ポップコーン）
【⑩・全園児】「メグリンピック」「がんばっぺス
ポーツの日」

3 14 TEL 0229-39-0320
FAX 0229-38-2060

R4　市指定
「おおさき学力向上プ
ロポーザル事業」研究
協力校



（様式１）
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大崎市立
田尻幼稚園

【研究主題】
「心身ともに健康で生き生きとした幼児の育成」～体を動かす遊びを通し
て～
【特色ある実践等】
○直接体験活動（栽培活動，飼育活動，果物狩り）
○異年齢交流活動（友達への思いやり行動，友達同士の関係性の構
築）
○地域世代間交流活動（地区公民館，親子サロン，デイサービス，大貫
幼稚園，すまいる園）
○幼保小の連携（田尻小学校との交流活動）
○体力づくり（がんばっぺスポーツの日・メグリンピックの活用，運動遊
び・戸外遊びの推進，地域散歩，リズム遊び）
○市内他園との交流活動

【①・全園児】栽培活動（野菜・花苗植え），
飼育
【③・全園児】親子サロン交流，未就園児交
流，地域行事参加
【④・全園児】「がんばっぺスポーツの日」，
リズム遊び，3分間マラソン
【⑩・全園児】道徳活動（ふれあいタイム，家
庭への絵本貸出），交流活動（異年齢，3園
交流会，幼小交流），食育活動（栽培物試
食，全園児でランチタイム，栄養指導）

3 16 TEL 0229-39-1135
FAX 0229-39-7052
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田尻子育て
支援総合施
設すまいる
園

【研究主題】
「自分の思いや考えを伝え合う子供の育成」　～友達との関わりを通して
～
【特色ある実践等】
○0歳児から5歳児までの発達の連続性をとらえた健康な心と体づくり
○恵まれた自然環境を生かし直接経験を大切にした保育活動
○田尻地区交流活動　（3園合同交流会・田尻さくら高校との交流）
○小学校との滑らかな接続を目指した幼小連携(沼部小・大貫小・田尻
小）
○大崎市北ブロック6園との連携を深めた協働による保育づくり

【①・全園児】野菜等の栽培活動・飼育活動
【①・5歳児】地域ふれあい会（魚捕り）
【①・3～5歳児】園外保育
【③・全園児】世代間交流・地域交流
【④・全園児】夏まつり・収穫祭
【④・3～5歳児】すまいるタイム
【⑤・5歳児】芸術鑑賞会・3園交流会
【⑩・5歳児】小学校との交流活動

6 17 TEL  0229-38-2555
FAX  0229-39-3066
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三本木子育
て支援総合
施設ひまわり
園

【研究主題】
「意欲をもって活動する子供の育成」～保育者との関わりを通して～
【特色ある実践等】
〇自分の意志や判断で行動しながら，楽しく活動するための場の設定
〇栽培活動と食育活動（収獲野菜を給食で提供）
〇看護師による保健指導（感染症・歯磨き・フッ化物洗口）
〇体力作り（めぐりんピック・広い園庭での運動遊び・新世紀公園への散
歩）
〇隣接する児童館との連携（園庭での交流・合同避難訓練）
〇幼・小・中の連携（保育・授業参観，合同引き渡し訓練）
○小学校との滑らかな接続を目指した幼小連携

【①・全園児】栽培活動（さつまいも・じゃが
いも・きゅうり・なす・トマト）ひまわりの丘見
学
【④・全園児】運動遊び・ひまわり園まつり
【⑤・全園児】芸術鑑賞会・音楽鑑賞会
【⑩・全園児】食育活動（おにぎり作り・ミニケ
ーキ作り・焼き芋）
【⑩・3～5歳児】幼小連携活動（学年毎の交
流・学校探検）

6 33 TEL 0229-52-2333
FAX 0229-52-2830
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鹿島台子育
て支援総合
施設なかよし
園

【研究主題】
「意欲をもって活動する子供の育成」～行事活動を通して～
【特使よくある実践】
〇芝生の広い園庭でのはだし体験やリズム遊び・体を使った遊びを通し
ての体力づくり
〇全6学園での異年齢児交流を踏まえた行事運営
〇地域の方との学童農園や公民館の畑での野菜栽培・収穫・クッキング
などの食育体験活動
〇地域の幼稚園，保育所，小学校，中学校の交流行事を通しての連携

【①・3～5歳児】園外保育
【①・3～5歳児】サツマイモの苗植え収穫・そ
の他野菜栽培・収穫・クッキング
【④・全園児】夏祭り，もちつき会
【④・5歳児】鹿島台3園交流会，サッカー教
室
【⑤・5歳児】芸術鑑賞会
【⑩・0～5歳児】松山高インターシップ受け
入れ

6 56 TEL 0229-57-2271
FAX 0229-55-2275

大崎公立幼稚園・こど
も園協議会公開研究
会   R4.10.21公開
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松山子育て
支援総合施
設あおぞら
園

【研究主題】
「意欲をもって活動する子供の育成」～友達との関わりを通して～
【特色ある実践等】
〇健康な心と体づくり（毎日のげんキッズタイム，リズム遊び）
〇栽培活動やクッキング等の食育活動
〇地域の方々との交流活動（おはなしの会，社会福祉協議会等）
〇小学校との連携推進事業（園児・児童との行事交流，職員交流）

【①・3～5歳児】学童農園に行き，苗植えか
ら収穫まで行う。
【①・2～5歳児】栽培，収穫後のクッキング
等，関連した流れによる栽培・食育活動
【③・3～5歳児】世代間交流（地域・高齢者）
【⑩・3～5歳児】松山高校家政科　保育実習
年間8回の受け入れ

6 31 TEL 0229-55-2562
FAX 0229-55-2608

24

加美町立
認定こども園
おのだひがし
園

【研究主題】
「心身ともにたくましい園児の育成」～ルールのある運動遊びを通して～
【特色ある実践等】
○地域の自然に親しむ活動（薬萊登山・散策）
○食農体験（米作り体験：塩水選～脱穀，野菜の栽培）
○げんきタイム（運動遊びやチャレンジカードを使った体力づくり）
○なかよしタイム（異年齢交流）
○幼稚園部に隣接する小学校等との連携（職員の交流：保育参観・授業
参観，園児児童の交流：活動への招待等，アプローチカリキュラムの実
践）

【①・3～5歳児】地域の自然に触れる体験活
動（親子で遊ぼう会，そり滑り等）
【⑥・3～5歳児】地域の方との米作りやさつ
まいも栽培，園内の畑やプランターでの野
菜栽培活動，りんご狩り体験
【①・5歳児】東小野田小学校5年生との球根
植え

6 70 TEL
0229-67-3221（幼）
0229-67-2178（保）
FAX
0229-67-5075（幼）
0229-67-2178（保）

25

加美町立
認定こども園
おのだにし園

【研究主題】
「身近な環境に関わり，いきいきと活動する子どもの育成」～身近な環境
を生かした体験活動を通して～
【特色ある実践等】
○地域の自然，施設や人との触れ合いを大切にした活動
・園周辺や薬莱山の自然に触れる体験活動
・地域の希少植物，小瀬菜大根の栽培活動やむらさきの染物体験
・園内外での栽培活動。収穫物によるクッキング保育
・地域の商店での買い物体験
・民生委員児童委員による「小野田甚句」踊り指導
○幼小連携事業の充実

【①・全園児】地域の自然に触れる体験活動
（親子遠足，薬莱山散策，そりすべり等）
【③・4，5歳児】高齢者施設訪問
【⑥・4，5歳児】地域の方との栽培活動（米，
さつまいも，小瀬菜大根等）
【⑩・全園児】民生委員児童委員との交流
【⑩・5歳児】西小児童との球根植え，参観
【⑤・2～5歳児】影絵観賞

5 29 TEL
0229-67-2918（幼）
0229-67-2317（保）
FAX
0229-67-5675（幼）
0229-67-2317（保）

26

加美町立
賀美石幼稚
園

（休園）

27

加美町立
認定こども園
みやざき園

【研究主題】
「たくましく育つ園児の育成」～学ぶ土台作りとなる『知・徳・体』を意識し
た保育実践を通して～
【特色ある実践等】
○読み聞かせや読書活動の実践，発表活動の推奨により文字や会話に
親しむ。（知）
○決まりや規則の尊重を意識付け，基本的な生活習慣の形成を図る。
（徳）
○絵本や紙芝居を活用した「心の育みの時間」の実施。（徳）
○砂場の増設やステージ，タッチパネルなど，園児が自ら意欲的に動き
たくなる環境を整え，活動の充実を図る。（体）
○近隣の小学校との交流事業を通し，小学校への円滑な接続へ繋げる
よう努める。（職員交流，保育参観・授業参観・園児児童の交流等）

【①・全園児】園内の畑やプランターでの野
菜の栽培活動やクッキング保育，園外保
育，りんご狩り体験
【①・5歳児】宮崎小５年生との球根植え
【⑥・5歳児】地域の自然に触れる体験活動
（さつまいも栽培・収穫，米作り）
【⑩・全園児】児童委員民生委員との交流会
【⑩・全園児】宮崎小学校，賀美石小学校と
の交流活動

6 54 TEL 0229-69-6535
       0229-69-5032
FAX 0229-69-6535



（様式１）
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色麻町立
色麻幼稚園

【研究主題】
「喜んで体を動かす幼児の育成」～いろいろな運動遊びを通して～
【特色ある実践等】
○かっぱタイム（異年齢交流）活動（音楽，お話，運動）
○体力作り（運動教室，ラジオ体操，体育館に体力づくりのサーキット
コーナー設置）
○園周辺の散歩（水田，草地，河川）
○築山での遊び（芝滑り，そり滑りなど）
○保育所，小学校との交流・連携を深める行事
○高校生との交流（りんご狩りをとおして加美農業高校生徒との交流）

【①・3～5歳児】野菜の栽培（ミニトマト，サ
ツマイモ，ジャガイモ）
【⑤・5歳】色麻学園学芸会見学
【⑥・3～5歳児】リンゴ狩り（加美農業高校へ
のリンゴ狩り）
【⑩・4，5歳児】飼育活動（モンシロチョウ，ア
ゲハチョウ，オタマジャクシの飼育）

6 107 TEL 0229-65-2059
       0229-65-4488
FAX 0229-65-3377

29

涌谷町立
ののだけ幼
稚園

【研究主題】「自ら考えて行動する幼児を目指して」～身近な環境におけ
る，友達と共に進めていく遊びを通して～
【特色ある実践等】
○主体的に身近な環境に関わり，友達と目的を共有して遊びを進めてい
くことができる環境構成と援助の工夫による保育実践。
○自分のよさやこれまの経験を生かしながら，思いを伝え合ったり，考え
を出し合ったり，協力したりして自らの考えをより広げ深めていくことがで
きる環境構成と援助の工夫による保育実践。
○日常的な異年齢交流の実施。

【①・全園児】栽培・収穫体験
【②・3～5歳児】親子除草作業
【⑩・全園児】涌谷町見龍寺・龍淵寺見学
【⑩・全園児】お茶会の実施
【⑩・5歳児】地域おこし協力隊による英語体
験活動
【⑩・5歳児】小学生との交流活動
【⑩・4，5歳児】プラネタリウム見学

3 25 TEL・FAX
0229-45-2118

R4
涌谷町立幼稚園教育
研究会公開保育研究
会
R4.10.28公開

30

涌谷町立
さくらんぼこ
ども園

【研究主題】
「喜んで友達と遊ぶ幼児の育成」～身近な環境を生かして～
【特色ある実践等】
○園の環境（自然物や施設面，異年齢児交流）を生かした遊びや直接体
験の推進を図り，思いや考えを伝え合い，主体的に遊びに関わる幼児を
育成する。
○毎週月曜日の集会「ぽっかぽかタイム」で約束について話をしながら，
規範意識を育てる。
○JA青年部と連携した栽培活動や，園の看護師や栄養士による食育保
健集会を通して，幼児の体力向上と健全な発達を目指す。

【①3～5歳児】畑で栽培した野菜を収穫・調
理をして味わう。敷地内の竹林にて七夕に
使用する竹を採るなど，園周辺の四季の自
然に触れる。
【④3～5歳児】秋の遠足で，町の名所や史
跡を訪れ，郷土の歴史に触れる。
【⑩3，4，5歳児】ＡＬＴによる英語体験をして
いる。

3 49 ＴＥＬ0229-43-6681
FAX0229-43-6683
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涌谷町立
涌谷幼稚園

【研究主題】
「思いやりをもって関わる幼児の育成～ごっこ遊びを通して～」
【特色ある実践等】
○ごっこ遊びを通して，友達の思いに気付いたり，共感したりすることの
できるような思いやりをもって関わる幼児を育てるための環境構成や援
助について保育実践を通して探る。
○「わくわくタイム」での縦割り遊びやごっこ遊びで全園児の交流を図る。
○栽培活動を通して，自然に触れ，生命や食の大切さに気付かせる。
○幼幼交流，幼小交流を通して互いの連携を図る。
○「英語で遊ぼう」では，異文化に触れる活動に取り組む。

【①・全園児】園の畑での栽培活動
【①・全園児】園周辺で動植物などを探した
りする自然体験
【④3～5歳児】秋の遠足での郷土の歴史や
自然に触れる体験活動
【⑩・5歳児】幼保小連携による交流活動
【⑩・5歳児】英語に触れる異文化体験活動

3 58 TEL・FAX
0229-43-3343

32

涌谷町立
涌谷南幼稚
園

【研究主題】
「自分の思いや考えを伝え合う幼児の育成」～集団遊びを通して～
【特色ある実践等】
○集団遊びを通して，友達と共通の目的に向けて考えたり，協力したり
できる遊びや活動を工夫し，自分の思いや考えを伝え合えるような幼児
を育てていく。
○自主性と言葉による表現力を身に付けられるような保育の工夫。
○体力の向上を目的とし，毎朝のかけっこタイムを全園児で取り組んで
いる。また，保育の中で様々な運動遊びに取り組めるように環境構成を
工夫しながら継続的に取り組んでいる。

【①・全園児】各学年毎に季節の野菜の栽
培活動。収穫する喜びを味わい食育につな
げる。園外保育を通し，小動物を探したり，
季節の草花などを採取したりして身近な自
然に触れる。
【⑤・全園児】オカリナ鑑賞会，リトミック遊び
を通し，情操教育の効果を高める。
【⑩・全園児】異年齢交流・幼小交流，幼幼
交流，史跡見学によるふるさと教育

3 60 TEL・FAX
0229-43-2260
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美里町立
こごた幼稚園

【研究主題】
「共に育ち合う幼児の育成を目指して」～友達との関わりを通して～
【特色ある実践等】
○今年度の研究は，昨年度同様，異年齢児との関わりの中で幼児の内
面的な育ちに着目した。年間計画には，異年齢児との関わりについて，
行事等に限らず，普段の自由遊びや制作活動の中でも交流の場を設け
ながら教師間で連携を図っている。
○地域との交流（地区内３小学校との交流，ＪＡ青年部・地域ボランティ
アとの交流等）
○自然環境を生かした活動（飼育・栽培活動・自然散策 等）

【①・全園児】園外保育（山神社，古代の
里，パレットおおさき）
【⑤・全園児】親子で楽しむ音楽会
【⑥・全園児】花や野菜の栽培，収穫活動
【⑩・全園児】ＡＬＴと英語での交流活動

5 85 TEL 0229-35-2031
FAX 0229-35-2032

34

美里町立
ふどうどう幼
稚園

【研究主題】「共に育ち合う幼児の育成を目指して」～友達との関わりを
通して～
【特色ある実践等】
○友達と関わる年間計画を作成し，環境構成や教師の援助を具体的に
して，幼児が共に育ち合える保育を目指す。
○「なかよしタイム」や「にこにこタイム」での異年齢児の交流活動
○地域の方との交流活動（地域ボランティアの方による，絵本の読み聞
かせ）
○聴覚支援学校，幼・保・小・中との交流，連携を深める活動
○地域環境を生かした体験活動（飼育，栽培，園外保育，プール活動）
○「早寝・早起き・朝ごはん」の推進

【①・全園児】園外保育
【⑤・全園児】芸術鑑賞会
【⑥・全園児】野菜の栽培，収穫
【⑩・全園児】異年齢児交流，聴覚支援学校
幼稚部との交流，中学校との合同水害訓
練，ALTと英語での交流活動。地域ボラン
ティアとの交流活動。
【⑩・5歳児】サッカー教室

9 146 TEL 0229-33-2192
FAX 0229-33-2198

35

美里町立
なんごう幼稚
園

【研究主題】
「共に育ち合う幼児の育成」～友達との関りを通して～
【特色ある実践等】
〇幼稚園・保育園の一体化施設の特性を生かしながら，環境構成や教
師の援助の在り方を探り，共に育ち合う幼児の育成を目指す。
〇「げんきっこタイム」での異年齢児の交流，地域の人材によるおはなし
会・栽培活動・栄養士による食育の推進と栄養指導の実践など行ってい
る。
〇今年度は，近隣の小学校5年生と本園の5歳児とのペア学習を計画し
ている。

【①・全園児】園外保育
【⑤・全園児】芸術鑑賞会
【⑥・全園児】野菜の栽培，収穫
【⑩・全園児】異年齢児交流，栄養士による
食育，ボランティアによる「おはなし会」，小
学校との交流，ＡＬＴ交流，サッカー教室など

4 63 TEL　0229-58-1272
FAX　0229-58-1248

36

栗原市立
築館幼稚園

【研究主題】
　「人と関わって遊ぶ幼児の育成」～友達と遊びを楽しむための環境構
成と援助の工夫～
【特色ある実践等】
○ＪＡ婦人部や地域の方々の協力を得ながらの栽培活動を通し，食育に
つなげるとともに，感謝の心を育てている。
○園内の異年齢交流や保育所児，小学生，中学生，高校生，ＡＬＴとの
交流体験により，思いやりや尊敬の気持ちを育てている。
○広い園庭や遊戯室を利用し，基礎体力を身に付けるための計画的な
運動遊びを取り入れ，いきいきと遊ぶ体験につなげている。

【①・全園児】野菜や花の栽培・収穫活動
【①・3歳児】りんご狩り
【①・4歳児】いちご狩り
【⑤・全園児】人形劇鑑賞会
【⑩・全園児】お話会
【⑩・5歳児】お茶会
【⑩・全園児】保育所児・小学生・中学生・高
校生・ＡＬＴとの交流

9 228 TEL 0228-22-6222
FAX 0228-22-6225

R4栗原市幼稚園教育
研究会
R4.10.7公開
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栗原市立
栗駒幼稚園

【研究主題】
　「生き生きと遊ぶ子どもを育てる」～体を動かす遊びを通して～
【特色ある実践等】
○発達段階に合わせながら体を動かす遊びを日々の保育に取り入れ，
楽しさを味わったり，目標に向かって挑戦したりして達成感を味わえるよ
うにしている。
○保育所や小学校との交流や職員間の連携を図り，保幼小の円滑な接
続を図っている。
○園外保育を通しての直接体験や地域の方との交流を通して感謝の気
持ちを育てている。

【①・全園児】野菜や花の栽培と収穫活動，
小動物の飼育
【①・4，5歳児】花山青少年自然の家への遠
足
【①・4歳児】あやめ園見学
【①・5，3歳児】いちご狩り，りんご狩り
【⑩・全園児】おはなしポケット，保小との交
流

5 121 TEL 0228-45-1535
FAX 0228-45-5031

38

栗原市立
高清水幼稚
園

【研究主題】
「人と関わる力の育成を目指して」　～異年齢交流活動における環境整
備と援助の工夫～
【特色ある実践等】
〇幼保一体化の施設で，子育て支援センターを併設しており，地域の子
育てのセンター的役割を担っている。
〇地域との交流を生かし（小学校，ＪＡ，お茶会，りんご狩り）体験を行っ
ている。
〇日々の生活や遊びの中で保育所児と関わり合いや交流保育を通し，
思いやりの心を育てている。

【①・全園児】花や野菜の栽培活動
【①・4・5歳児】花山遠足
【①・全園児】りんご狩り
【⑤・全園児】人形劇鑑賞
【⑩・全園児）独居老人と交流会，中学生と
の交流会
【①・5歳児】小学生と交流会
【⑤・5歳児】お作法の会

3 42 TEL 0228-58-2350
FAX 0228-22-2303

39

栗原市立
一迫幼稚園

【研究主題】
「進んで体を動かす幼児の育成」～「やってみたい」と思える環境構成と
教師の援助の工夫～
【特色ある実践等】
○山王史跡公園や山王ろまん館の活用や，地域社会の文化や伝統に
触れる体験活動を行っている。
○小学校，保育所，高齢者施設が隣接しており，地域の人々との交流を
図っている。
○年齢や発達段階に応じた環境構成を行い，進んで体を動かす楽しさ
や気持ち良さが味わえる幼児の育成を目指している。

【①・全園児】野菜や花の栽培活動
【⑤・全園児】人形劇鑑賞
【⑩・全園児】保育所交流，小学校交流，花
山幼稚園交流
【⑩・年長児】春の遠足・花山遠足

5 89 TEL 0228-52-2081
FAX 0228-24-8056

40

栗原市立
瀬峰幼稚園

【研究主題】
「友達と関わって遊ぶ幼児の育成」～相手の思いに気付く援助の工夫～
○保育所・子育て支援センターを併設し，地域の子育ての拠点となるよう
に活動している。
○保育所児との施設内交流や小学生，中学生，一人暮らし高齢者との
交流活動を通じて連携を図っている。
○ＪＡ新みやぎ栗っこ営農部や地域の方々の協力を得ながら，栽培活動
を通して食育につなげている。

【①・全園児】野菜や花の栽培・収穫活動
【①・3歳児】トマト摘み体験
【①・4，5歳児】りんご狩り
【⑤・全園児】人形劇鑑賞会
【⑩・全園児】お話会
【⑩・全園児】餅つき水木飾り体験
【⑩・全園児】一人暮らし高齢者・保育所児・
小学生・中学生との交流会

3 64 TEL　0228-38-3256
FAX　0228-38-3201

41

栗原市立
鶯沢幼稚園

【研究主題】
　「身近な環境に興味をもって関わる子どもの育成」～生き物との関りを
通して～
【特色ある実践等】
○自然物の面白さを感じたり，五感を使った遊びを主体的に行ったりしな
がら，自然物に愛情をもって関わることができる幼児の育成を目指してい
る。
○地域の教育資源の積極的な活用や，施設内での幼保の交流，小学校
との交流，栗駒中学校区の小中学校との教師間の情報交換会等を実施
している。

【①・全園児】花や野菜の栽培・収穫活動
【①・4歳児】花山親子遠足
【①⑤・5歳児】藍染体験遠足
【⑤・全園児】おはなし会
【⑩・全園児】保育所児・小学生との交流
【⑩・3歳児】教育資源（ジオパーク）へ遠足

3 34 TEL・FAX
0228-55-3178

42

栗原市立
金成幼稚園

【研究主題】
　「やってみたい」「もっとやってみたい」と遊ぶ幼児を目指して～遊びを
充実させる環境構成と教師の援助を通して～
【特色ある実践等】
○地域の方や園周辺の環境を生かした体験・交流活動を行っている。
○人やものを大切にできる子供を目指し，思いやりや感謝の心，関わる
力を育んでいる。
○p4cを取り入れ，言葉による伝え合いが活発にできるように，気付きや
不思議と思うことなどを引き出し，みんなで分かち合えるようにしている。

【①・全園児】野菜や花の栽培活動
【①・4，5歳児】いちご狩り・りんご狩り
【⑤・5歳児】陶芸教室
【⑩・全園児】異年齢児との交流
【⑩・全園児】リサイクル活動，お店屋さん
ごっこ
【⑩・全園児】中学生との交流会

4 75 TEL 0228-42-3250
　   　0228-42-3251
FAX 0228-42-3270

43

栗原市立
志波姫幼稚
園

【研究主題】
「友達との関わりを深め，互いの思いを共有して遊ぶ幼児の育成」～身
近なものを生かす遊びを通して～
【特色のある実践等】
〇友達との関わりを深め，互いの思いを共有して遊ぶ幼児を育てるため
に，身近なものを生かす遊びを通した環境構成と援助の在り方につい
て，実践を通して明らかにしている。
〇保・小・中との交流会を通して，思いやりや憧れの気持ちをもつ。
〇地域の協力で，直接体験（花，野菜栽培，大豆の脱穀，りんご狩り）を
行っている。また，地元の食材を使い，とうもろこしの皮むき体験を行って
いる。

【①・全園児】花や野菜の栽培活動
【①・4，5歳児】りんご狩り体験
【⑤・全園児】月1回お話会
【⑩・全園児】異年齢児・幼保交流での集団
遊び
【⑩・5歳児】きな粉作り

6 127 TEL 0228-25-3605
FAX 0228-22-3356

44

栗原市立
花山幼稚園

【研究主題】
「自分の思いを豊かに表現する幼児の姿を育てる」～身近な人や物との
関わりの体験を通して～
〇地域に生かされた自然体験，社会体験，他園との交流会，小学校との
相互交流を通して，豊かな心情や感性，人と関わり合う力を育てている。
〇少人数の良さを発揮した集団づくりに工夫している。
〇週1回の絵本の貸し出しによる家庭との連携，言葉に親しむ遊びを通
して「聞く」「話す」力が身に付くような保育に努めている。

【①・全園児】自然体験，飼育活動，野菜や
花の栽培
【①・全園児】きのこ狩り，りんご狩り
【⑩・全園児】幼小交流・地域交流

2 4 TEL 0228-56-2333
FAX 0228-56-2019

45

石巻市立
住吉幼稚園

【研究主題】
「生き生きと遊ぶ幼児を目指して」～戸外遊びを通して～
【特色ある実践等】
○一人一人の「遊びの様子」がわかるように，個々の記録を取り，一人
一人の遊びの傾向を見ながら進める。
○互いの遊びのイメージを共有する機会を持ち，相談したり一緒にやり
遂げる楽しさを味わえるようにする。
○体を動かす遊びを継続し，それぞれの「できる」を増やし，自信や意欲
へつなげていく。

【①・4，5歳児】公園等での活動。サーキット
遊び
【⑤・4，5歳児】エレクトーン鑑賞・こけしづく
り
【⑥・4，5歳児】栽培収穫調理等の食育活動
【⑩・4，5歳児】幼保小中交流，職場体験・
サッカー・英語

2 8 TEL・FAX
0225-22-1341
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石巻市立
稲井幼稚園

【研究主題】
「楽しく遊ぶ子どもの姿を目指して」～少人数の生活を通して～
【特色ある実践等】
〇少人数であるため，一人一人の実態把握をし得手・不得手を知る。
〇いろいろな遊びを提供し，興味や関心を高める。
〇累積記録をもとに，子どもの姿や援助の仕方の共通理解を図り，「楽
しい」と思えるような保育を展開する。

【①・4歳児】近隣への散歩を通し，小動物等
の観察や飼育をする。
【⑥4歳児】ゲストティーチャーを迎え野菜の
苗植え・世話・収穫・食する活動
【⑩・4歳児】他園と交流活動

1 3 TEL 0225-91-2129
FAX 0225-91-2130

47

石巻市立
河北幼稚園

【研究主題】
「主体的に活動する子どもを育てる」～食育活動を通して～
【特色ある実践等】
〇教育目標を数値化し保護者に説明するとともに，教師・保護者の評価
を実施し，PDCAサイクルを定着させる。
〇栽培・収穫・調理等の実践での栄養士やＪＡとの交流，親子調理等，
地域・家庭との連携を生かした食育の充実。
〇地域や関係機関との協働・連携組織をつくり，防災・防犯・幼児の特性
や必要に応じた実践等に生かす。

【①・4，5歳児】公園等での園外保育，園庭
遊び，集団遊び
【⑥・4，5歳児】栽培収穫調理（カレー作り
等）
【⑩・4，5歳児】異年齢交流，お祭りごっこ，
保小中，地域との交流（相互訪問，合同避
難訓練等）

4 33 TEL 0225-62-3238
FAX 0225-62-3253

R3～R4　県指定
金融教育研究校・金
銭教育研究校金融教
育研究校

48

石巻市立
桃生幼稚園

【研究主題】
「遊びの中で，ともに育ち合う姿をめざして」～集団での遊びを通して～
○集団の遊びの中で，ともに育ち合う幼児を育成するために，環境構成
や援助はどうあればよいか，実践を通して探る。
【特色ある実践等】
○思いや考えを受け止め共感し，必要な遊具や道具を教師も一緒に準
備しながら遊びを広げられるようにする。
○みんなで考えたり，意見を出し合ったりして遊びを進め，満足できるよ
うに援助する。

【①・4，5歳児】身近な動植物に親しみ，観
察や世話をする
【⑤・4，5歳児】音楽に合わせた歌や運動を
する
【⑥・4，5歳児】栽培や水やり収穫祭（カレー
会等）の実施
【⑩・4，5歳児】近隣施設と連携交流

2 12 TEL 0225-76-4775
FAX 0225-76-4847

R4
学校安全総合支援事
業「生活安全」モデル
園

49

石巻市立
湊こども園

【研究主題】
「互いを思いやり共に育ち合う子どもの育成」 ～環境づくりと援助の工夫
を通して～
【特色ある実践等】
○「いいところカード」による保護者や子ども同士がよさを共有する実践
○絵本等の読み聞かせを通した思いやりを育む活動の実践
○対話を大切にした思いや考えを伝え合う活動の実践
○多世代間の交流活動の実施
○園と家庭双方から子どもを認め合える取組や親子の関わりの大切さ
や望ましい関わり方の啓発

【①・3，4，5歳児】栽培活動・自園給食での
食事・園外保育
【③1～5歳児】民生委員等の協力の下，お
年寄りや施設利用者との交流会参加やプレ
ゼント作成
【⑩・全園児】異年齢交流。地域の小中との
交流

5 55 TEL 0225-22-4657
FAX 0225-22-4665

R4
宮城県国公立幼稚園
こども議会研究大会
(誌上発表）

50

石巻市立
北上こども園

【研究主題】
「友達と関わりながら，主体的に活動する幼児の姿を目指して」～地域の
環境を生かして～
〇友達と関わりながら主体的に活動するための環境構成や援助の在り
方を，地域の環境を生かした活動を通して明らかにする。
【特色ある実践等】
〇ゲーム集会・散歩・夏まつり等3～5歳児の縦割り活動
〇派出所，消防署等，地域の環境を生かした保育実践
〇子どもの「やりたい」を引き出し，実現するための職員の共通理解

【①⑥・0～5歳児】栽培活動，収穫，散歩，
自然探索，飼育活動
【③・5歳児】地域のお年寄りとの間接的交
流
【⑩・4～5歳児】ALTを通しての英語体験活
動
【⑩・全園児】異年齢児活動，地域や小中と
の連携活動

6 28 TEL 0225-67-2932
FAX 0225-90-4770
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登米市立
新田幼稚園

【研究主題】
「生き生きと遊ぶ幼児の育成」～集団遊びにおける環境構成と援助の工
夫を通して～
【特色ある実践等】
○集団遊びを通して友達との関わりを楽しみ，深めていきながら，生き生
きと遊ぶようになるための環境構成や援助の工夫を行う。
○試行錯誤しながら意欲的に遊びに取り組むための環境構成や援助の
工夫を行う。
○振り返りの時間，内容を工夫し，遊びに連続性をもたせていく。

【①・全園児】花苗・野菜の栽培，収穫：イチ
ゴ摘み・リンゴの花見・リンゴ狩り
【④・全園児】リズムであそぼう
【⑤・全園児】人形劇観劇会
【⑩・全園児】保育所，小学校，中学校との
交流会・地域合同防災訓練

2 28 TEL・FAX
0220-28-2222

52

登米市立
北方幼稚園

【研究主題】
　「友達と関わる力を育む」～心のわくわくから知的なひらめきが生まれ
る援助や環境構成を通して～
【特色ある実践等】
○幼児の好奇心をくすぐり，知的なひらめきを生み出せるような遊びを幼
児と共に創っていくことで，友達の姿や遊びの様子などが良い刺激とな
り，友達と関わる力を育んでいく。また，心がわくわくし，知的なひらめき
が生まれるような素材や教材の工夫をし，幼児が試行錯誤したり，ひら
めきや気付いたことなどを伝えたりする場と時間の保障をしていく。

【①・全園児】栽培・収穫活動　園外保育
【③・全園児】公民館との交流・長寿大学修
了式への参加
【⑤・全園児】人形劇観劇会
【⑩・全園児】小学校5年生との交流会。小
学校教員との交流や出前授業体験。リンゴ
狩り

2 24 TEL・FAX
0220-22-7635
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登米市立
中田幼稚園

【研究主題】
「進んで遊ぶ幼児の育成」～身近な自然環境を生かした遊びの積み重
ねを通して～
【特色ある実践等】
○園の恵まれた自然環境の中で，自然物がもつ不思議さや面白さを感
じたり，遊びに取り入れるために試行錯誤したりする楽しさを味わうこと
ができるような援助や環境構成の工夫をしていく。
○登米市指定避難所に伴う，様々な避難訓練（洪水，原子力等）を実施
し，防災教育の推進を図る。
○様々な体系の預かり保育に対応した子育て支援の実施。

【①・全園児】栽培活動，収穫活動，食育活
動，リンゴ狩り
【②・全園児】エコキャップ運動
【⑤・全園児】人形劇観劇会
【⑩・全園児】小学校との交流会，保育所と
の交流会，挨拶活動

2 29 TEL・FAX
0220-34-3502

R４
宮城県国公立幼稚園
こども園協議会登米
支部研究集会（研究
協議のみ）
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登米市立
米山幼稚園

【研究主題】
「好奇心の芽を育てる」～身近な環境にトキメキ・ヒラメキながら～
【特色ある実践等】
○幼稚園にある環境（斜面や自然の木を利用した遊び場等）を十分に活
用して，楽しみながら意欲をもって活動できるようにしている。
○研究だよりやアンケート調査，また保護者が幼児の気付きに気付ける
ような家庭での実践を通して保護者と連携している。
○幼児の気付きや，発見を促す環境を整えながら幼児の気付きや発見
に共感したり，友達や教師と認め合ったりすることができるような環境構
成や援助を工夫していく。

【①・全園児】各種野菜の栽培，収穫，散
歩，飼育活動，園外保育
【⑤・全園児】人形劇鑑賞
【⑩・全園児】地域の方とカレーライスパー
ティー・未就園児交流会・小学生との交流
会・地域の店での買い物体験

2 17 TEL・FAX
0220-55-2612



（様式１）
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登米市立
南方幼稚園

【研究主題】
「思いや考えを伝え合う幼児の育成」～友達と一緒にやってみようとする
遊びから～
【特色ある実践等】
○興味や関心のある遊びを友達と一緒に楽しむ経験を通して，自分の
思いや考えを伝えたり，友達の思いに共感したりしながら，遊びに発展さ
せていき「共同性」を育てていく。
○友達とイメージを共有し，相談したり協力したりできるような場や時間
を大切にし，十分に関わり合えるようにしている。

【①・全園児】園外保育（自然散策）
【③・5歳児】福祉作業所交流
【⑤・全園児】人形劇観劇
【⑩・全園児】交流活動（保・幼・小），地域連
携体験活動（礼儀作法教室，リズムで遊ぼ
う会，お茶会）

2 25 TEL・FAX
0220-58-2218

56

登米市
豊里こども園

【研究主題】
　「思いやりのある園児の育成」～異年齢の園児との関わりを通して～
【特色ある実践等】
○異年齢との関わりの中で思いやりの心を育む保育の実践
○地域の伝統行事を取り入れたよさこい活動
○栽培活動を通して，給食室や栄養士と関わりながら，日々の生活の中
で行う食育活動。
○登米市の自然を取り入れた五感を育む活動。
○小学校との交流を通した，小学校への円滑な接続。
○子育て支援室利用者も含めた避難訓練，不審者対応訓練の実施。

【①・3～5歳児】栽培活動，収穫活動
【①・3～5歳児】園外保育(三滝堂・平筒沼り
んご狩り）
【⑩・5歳児】小学生との交流
【⑩・3～5歳児】ALT交流会
【⑤・全園児】人形劇観劇
【⑩・全園児】食育巡回指導

11 199 TEL 0225-25-7545
FAX 0225-25-6881

57

気仙沼市立
唐桑幼稚園

【研究主題】
 「人との関わりを楽しむ幼児をめざして」～豊かな自然や身近な人との
ふれ合いを通して～
【特色ある実践等】
○園近くにある馬場の浜を利用した磯遊びや，海洋生物の観察，海岸へ
の漂流物を利用した作品作り
○唐桑漁協加工・出荷センターでの見学や体験活動，りんご狩り体験を
始めとする，漁業や農業などの唐桑地域の産業について知る活動
○魚市場見学，出船送り体験での気仙沼の漁業を知る活動
〇地元の海産物と園で栽培した野菜を活用した食育活動

【①・全園児】馬場の浜での磯遊び
【②・全園児】ＰＴＡ親子奉仕（除草）作業
【⑥・全園児】唐桑漁協加工・出荷センター
での見学と体験，サツマイモの苗植えと収
穫体験，りんごの収穫体験，園庭での野菜
の栽培活動
【⑩・全園児】出船送り体験

3 19 TEL・FAX
0226-32-2299

R4　市指定
海洋教育推進事業実
践園
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気仙沼市立
松圃幼稚園

【研究主題】
「人との関わりを楽しむ幼児を目指して 」～思いがつながり合う遊びや体
験活動の場面を通して～
【特色ある実践等】
〇身近な自然環境を生かした豊かな体験活動や様々な人との関わりを
通し，心豊かな幼児を育んでいく。
・幼児が多様な思いに気付き，関わりを楽しめるよう，一人一人の関わり
の姿や場面を丁寧に捉え，心の育ちを支える保育実践
・海岸散策や海洋生物観察，他園との海洋交流等の体験を通した海洋
教育の推進
・園庭の一画にある栽培畑で収穫した野菜を活用した会食やクッキング
等の栽培・食育活動の推進

【①・全園児】園外活動における自然散策や
海岸での自然観察，魚介類の観察
【②・全園児】アルミ缶回収活動
【⑥・全園児】野菜や草花の栽培・植栽活
動，収穫野菜を活用した食育活動，ワカメの
養殖体験，りんご収穫体験
【⑩・全園児】市立幼稚園や管内小中学校，
他県学校との交流活動

3 15 TEL・FAX
0226-32-3186

R4　市指定
海洋教育推進事業実
践園
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気仙沼市立
津谷幼稚園

【研究主題】
「人との関わりを楽しむ幼児を目指して」～身近な自然に親しむ活動を通
して～
【特色ある実践等】
〇四季折々の自然に親しみ直接体験を通して，豊かな感性と健康でたく
ましい幼児を育むと共に，幼児期からできるSDGsを探し活動への土台を
つくる。
○海に親しみ豊かな恵みから気づく海洋教育
○伝統文化に触れる伝承活動
○JA栽培教室
○年間通しての幼保小連携活動

【①・全園児】「海となかよし」海の散策，砂
の造形，磯遊び
【②・全園児】環境整備「園庭除草作業」
【③・5歳児】老人施設交流
【⑤・全園児】「たのしくたたこう　太鼓教室」
【⑥・全園児】バケツの稲作活動，季節野菜
の栽培活動
【⑩・5歳児】幼保小交流活動

3 40 TEL・FAX
0226-42-2810

R4　市指定
海洋教育推進事業実
践園

60

気仙沼市立
小泉幼稚園

【研究主題】
「人との関わりを楽しむ幼児をめざして」～幼児の思いと遊びのつながり
を通して～
【特色ある実践等】
○幼児の興味や関心を引き出す多様な活動として，地域の良さに触れ
ながら，地域に対する親しみの気持ちや，地域を大切にしようとする心を
育む体験活動を重視している。主な実践活動として週1回のわくわく散歩
保育，地域伝承の継承に続く太鼓ふれあい教室，海に親しみ豊かな恵
みを感じる海洋教育等がある。
○年間通して行われている栽培から食へのつながりを大切にした食育
活動を継続している。

【①・全園児】ＪＡ畑の教室，小泉海岸清掃
＆砂の造形，小泉海岸砂浜での遊び
【①・5歳児】海洋教育子どもサミットｉｎ小泉
海岸での遊び
【①・全園児】「わくわく散歩」
【②・全園児】園庭の除草作業
【③・全園児】世代間交流・老人施設訪問
【⑤・全園児】小泉浜大漁打ちばやし
【⑥・全園児】わくわく田んぼづくり，わくわく
畑栽培活動，ブルーベリー収穫体験
【⑥・全園児】魚市場見学，サケ捕獲所・孵
化場見学，　蔵内之芽組見学
【⑩・5歳児】他園や小学生との交流会

3 17 TEL・FAX
0226-42-3361

R4　市指定
海洋教育推進事業実
践園
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気仙沼市立
大谷幼稚園

【研究主題】
「人との関わりを楽しむ幼児の姿をめざして」～地域での体験活動を生
かした金銭教育を通して～
【特色ある実践等】
○地域を学びのフィールドとした人々の工夫や文化を通して自分たちの
住む地域の良さを感じながら，幼児の健全な価値観や豊かな心を育ん
でいく。

【①・全園児】海の散策，磯遊び，身近な生
き物の飼育観察
【③・5歳児】デイサービスセンターとの交流
【⑥・5歳児】漁船と生簀の魚見学
【⑥・全園児】「おおやっこ畑」やビニルハウ
ス，プランターでの年間を通した栽培活動
【⑩・5歳児】幼小連携交流活動，地域世代
間交流
【⑩・4，5歳児】地域の施設見学（道の駅等）

3 48 TEL・FAX
0226-44-2203

R4～R5　県指定
金融教育研究校・金
銭教育研究校金融教
育研究校

R4　市指定
海洋教育推進事業実
践園


