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私立幼稚園での子育て支援  

―「わくわく・ドキドキ土曜体験」の実践報告ー

Childcare Support in the Private Kindergarten：
Practice Report of “Waku-Waku Doki-Doki Saturday Experience”

 
中村  俊之  

 

和歌山信愛幼稚園では、園独自の取組みである「わくわく・ドキドキ土曜体験」をはじ

めとする複合的な子育て支援が 200８～2013 年度の 6 年をかけて体系化された。本研究

は、私立幼稚園において年間を通した子育て支援プログラムの実践を分析した。その結果、

私立幼稚園での体系的な子育て支援の取組みは、地域の中で子育て中の家族と幼稚園と

を結びつける接点となり、また園児募集の広報となることが示唆された。  

キーワード：子育て支援、幼稚園、地域連携、保育内容総論、PDCA サイクル  

 
 

1 緒言 

少子化が進み核家族世帯の割合が増え、地域のつながり
が希薄化する近年の子育て環境の変化に伴い、社会全体で
子育て家庭を支援していくことが強く求められる時代とな
った。これに対応するため、現在わが国では地域の子育て
支援活動が推進されている。地域の子育て支援活動は、乳
幼児のいる子育て中の親子が気軽に集い、親と子の相互交
流や子育ての不安・悩みに関する相談（育児相談）の機会
の提供をしたり、情報の提供等をすることを目的としてい
る。その実施主体は自治体等だけでなく、幼稚園も子育て
支援の役割を担うようになってきている。幼稚園教育要領
の第3章には幼稚園が地域における幼児期の教育センター
としての役割を果たし、子育てを支援することが明記され
ている。すなわち未就園児とその保護者が対象となる子育
て支援において、幼稚園への通園の有無にかかわらず、地
域の親子に対して子育てを支援していくことが園に期待さ
れているといえる。 
和歌山信愛幼稚園（2020年度より和歌山信愛女子短期大
学附属幼稚園から名称変更）では、園独自の取組みである

「わくわく・ドキドキ土曜体験」をはじめとする複合的な
子育て支援が 2008～2013年度の 6年をかけて体系化され
た。筆者は本園での子育て支援の計画及び実施・運営に携
わってきた。 
これまで幼稚園における子育て支援については、実践に
基づく考察（2011 日比野）、実践研究の動向（2011 宮
本他）、実態調査（2012 佐藤他）等がある。本研究のよう
な和歌山県で体系的な子育て支援の取組みに着目した先行
研究は管見のところ見当たらない。 
そこで本研究においては、私立幼稚園での子育て支援の
実施状況を明らかにするとともに、年度ごとに活動内容が
向上されたことや様々な活動がどのように体系化されたか
を時系列に沿って検討することを目的とする。また私立幼
稚園において年間を通した体系的な子育て支援プログラム
の実践を分析し、今後の課題を示した。 
 

2 研究の方法 

2008～2013 年度に和歌山信愛幼稚園で実施された子育
て支援の実施状況に基づき、ねらい・プログラム等の活動
内容を年度ごとに示した。また、私立幼稚園の年間を通し
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た子育て支援プログラムの位置づけを明確にし、体系的な
分析を行った。 
 

3 子育て支援活動の内容 

3.1 2007 年度以前と2008 年度 

2007（平成19）年度までの和歌山信愛幼稚園での子育て
支援は、つぼみ組と呼ばれる未就園児とその保護者との親
子教室のみであった。つぼみ組は、月・水・金曜日の3ク
ラスから１つ選び週に１回、５月～翌年３月まで実施され
る。原則的に保護者が選択したクラスで１年間過ごす。参
加費は週1回につき500円を徴収する。午前10時～11時
30分の間で、主に室内での親と子の活動が中心となる。年
に1度、和歌山市内の公園等に現地集合・解散する形でク
ラス合同の遠足が実施された。また 3～5 歳児の園児の行
事（七夕、運動会）にも任意で参加できる。 

2007年度に参加した保護者からの声の中で、身体を動か
す活動を取り入れてほしい、という要望があったため2008
（平成20）年度から親子体操が導入された。またこの年度
から月・水・金曜日の週 3クラスから木曜日が増え、計 4
クラスとなった。事前の計画では、4 クラスの全家族を対
象に1学期1回、2学期3回、3学期2回の計6回を遊戯
室（以下、ホール）で実施する予定をしていた。しかし急
遽ホール棟の建て替え工事の為、9 月からホールが使用で
きず園庭の利用のみとなり、3 学期の実施は気温などの天
候も考慮し中止にした。その結果、年 4 回の予定となり、
また内1回が雨天中止となったため、最終的には3回の実
施となった。実施プログラムを表 1に、参加家族数を表 2
に示した。親子体操のテーマを「親と子のスキンシップを
深める～スムースな母子分離の一助のために～」とし、親
子で一緒に身体を動かす活動を行った。4 クラスから半数
以上の参加が得られた。またつぼみ組全体の延べ参加家族
数（154組）の内、60.4％が女児を持つ家族（93組）であ
るが、3 回行った親子体操全体の参加率は男児を持つ家族
の方が高かった（62.3％）。このことから親子体操のような
身体を動かす活動は、女児を持つ家族より男児を持つ家族
のニーズが高いことが分かった。年度末に調査した親子体
操のアンケートの中で主なものを以下に示す。25名から回
答（回収率53.2％）。 

・楽しく身体を動かせて子どもも親も貴重な体験でした。 
・無理なく参加でき楽しめる内容であった。 
・体操や遊びを家に帰って楽しくやっていた。 
・自分の子どもが親から離れて先生のそばで体操できる姿
を見て、意外に感じたと同時にとてもうれしくなった。 
・時間（30分間）はもう少し長くてもよい（40～45分）。 
・親子が参加しているクラスの曜日ごとの実施にしてほし
い。 
・子どもについての相談が先生とできる状況（時間）があ
ればうれしい。 
・回数をもっと増やしてほしい。 
 以上のことから身体を動かしたいという要望に応えるこ
とができた結果となり、親子体操は参加しているクラス曜
日ごとの実施が良いということが分かる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３.2 2009 年度 

 前年度の親子体操が好評であったことから、2009年度は
つぼみ組のカリキュラムに組み込むこととし、各曜日のク
ラスごとに行った。また、つぼみ組の固定された親子だけ
でなく、子育て支援活動の目的に則り、地域の親子が気軽
に参加できるように広く門戸を開いた行事を行うことにな
った。子どもやその親の興味・関心は様々なので、親子体
操だけなく製作などの親子で楽しめるプログラムを提供し
た。この行事を「わくわく・ドキドキ土曜体験」と称し、

表1 2008 年度 つぼみ組 親子体操（プログラム内容） 

 

テーマ：親と子のスキンシップを深める（スムースな母子分離の一助のために）
学期・月 内容 場所

1学期　6月 リズム体操・親子でウオーミングアップ・しっぽとり ホール
2学期　9月 雨天中止 －
2学期  10月 リズム体操・遊園地ごっこ（サーキット遊び） 園庭
2学期  11月 リズム体操・ボールであそぼう 園庭

表2 2008 年度 つぼみ組 親子体操 参加家族数（組） 

 

学期・月 男児の家族 女児の家族
1学期　6月 10/22（45.5％） 23/37（62.1％）
2学期　9月 － －
2学期  10月 14/20（70％） 10/28（35.7％）
2学期  11月 14/19（73.7％） 10/28（35.7％）

合計（のべ）
（参加率）

33/59（55.9％）

24/48（50％）
24/47（51.1％）

81/154（52.6％）

合計（参加率）

雨天中止

38/61（62.3％）43/93（46.2％）
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年4回実施することにした。作成した募集ちらしを図1に
示した。活動時間は午前 10時～11時 30分で参加費は無
料とした。なおテーマは、「親と子のスキンシップを深める
～スムースな母子分離の一助のために～」とし、つぼみ組
のねらいと同様にした形をとり、一貫性を持たせた。その
主な活動内容と参加者数を表3に示した。 
 つぼみ組の親子体操は、ホールの使用が在園児との調整
が難しく、各クラス1回のみの実施となった。2008年度の
ように全クラス一斉に実施するよりも曜日ごとに行うこと
で出席しやすくなったため、8割以上の参加率となった。 
わくわく・ドキドキ土曜体験の第1回は、「幼児の運動の
効果とその必要性」というテーマで保護者への子育てに関
するセミナーも併せて実施した。第 1～４回で調査したア
ンケートの中で主なものを以下に示す。のべ 63 名から回
答（図2、回収率100％）。 
・無料なのに中身が充実していて満足しています。 
・（セミナーを聞いて）幼児の運動の大切さが良く分かった。 
・子どもが楽しんで、親も楽しめた。 
・先生方の熱心さが伝わってきた。 
 以上のことから、わくわく・ドキドキ土曜体験は親子が
期待しているプログラムが実施されたということが分かる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図1 わくわく・ドキドキ土曜体験 募集ちらし（2009 年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図2 わくわく・ドキドキ土曜体験 アンケート調査 

表3 2009 年度 子育て支援実施プログラム 

 

〇つぼみ組　親子体操
日　程 内　　容 在籍数 内、参加者数（参加率）

6/22（月）    6組   5組10名（83.3％）
6/25（木）  10組   8組16名（80％）
6/26（金）  10組   8組16名（80％）
7/ 1（水）    8組   7組14名（87.5％）

合　　計  34組 28組56名（82.3％）

〇わくわく・ドキドキ土曜体験
日　程 参加者数

6/20（土） 24組52名
9/5（土） 15組33名
11/7（土） 16組34名
2/6（土） 8組18名

63組137名

探検してあそぼう！オリエンテーリング
作ってあそぼう！おもちゃづくり
落ち葉であそぼう！自然を使ったあそび

合　　計

リズム体操、サーキット遊び、
ロープ・輪あそび

内　　容
親子であそぼう！親子体操＋セミナー

 

 

 

　

１．男　　　　２．女　

１．第１子　　２．第２子　　３．第３子　　　　４．その他（　　　　　　　　　）

１．４～６月生まれ　　２．７～９月生まれ　　３．１０～１２月生まれ　　　４．１～３月生まれ

＜お父様＞
　１．２０歳前半　２．２０歳後半　３．３０歳前半　４．３０歳後半　５．４０歳前半　６．４０歳後半　７．その他

＜お母様＞
　１．２０歳前半　２．２０歳後半　３．３０歳前半　４．３０歳後半　５．４０歳前半　６．４０歳後半　７．その他

C．参加された全体的な感想をお聞かせ下さい。 　

　（○印を） １．満足　 → その他、ご感想があればお聞かせ下さい。

２．やや満足　
３．ふつう　
４．やや不満　
５．不満

D．親子体操の感想をお聞かせ下さい。 　

（複数の○印可） １．楽しかった → その他、ご感想があればお聞かせ下さい。

２．つまらなかった
３．疲れた
４．ほどよく疲れた
５．もっとしたかった

E．ミニ講座の感想をお聞かせ下さい。 　

（複数の○印可） １．わかった → その他、ご感想があればお聞かせ下さい。

２．わからなかった
３．むずかしかった
４．知っていることが多かった
５．子育ての参考になった

１．ある（今後予定している）
（複数の○印可） 公立幼稚園　　　私立幼稚園　　　公立保育園　　　私立保育園

２．ない　

F．今後（又は以前に）、他の幼稚園の行事に参加、または園を見学されたことはありますか。

わく・ドキ土曜　アンケート用紙

和歌山信愛女子短期大学附属幼稚園
本日は、わくわく・ドキドキ土曜体験にご参加いただき、誠にありがとうございます。
2歳児の子と親のスキンシップを深めることがよりスムースな母子分離の一助になることを願い、今回
このようなプログラムを実施いたしました。今後もより一層、内容を充実するために以下のアンケート
にご協力下さい。みなさんのご意見・ご感想を受けたまわり、今後の行事に役立てたいと思います。
何卒、よろしくお願いいたします。

A．お子様について教えて下さい。該当するものに○印をお願いします。

B．お父様、お母様について教えて下さい。該当するものに○印をお願いします。

G．幼稚園を選ぶにあたってのポイントを、重要なものから１～６まで順位をつけて下さい。
　 【　　　】 園の方針・教育内容 　
　 【　　　】 クラス編成（縦割りクラス）
　 【　　　】 設備等の充実（通園バス、給食、預り保育など）
　 【　　　】 保育料
　 【　　　】 中学・高校、短大との連携
　 【　　　】 教職員の質

　（○印を） １．深まった → その理由があれば、お聞かせ下さい。

２．ふつう
３．深まらなかった 　 　

４．わからない 　 　
　 　

　 　
　 　

I．親子でしたいプログラムやその他、ご意見・ご希望があれば是非お聞かせ下さい。

ご協力ありがとうございました。

H．今回参加されたことにより、信愛幼稚園の理解が深まりましたか？
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３.3 2010～2012 年度 

 2010・11年度のつぼみ組の親子体操は、2009年度と同
様に各クラス年1回で継続していたが、曜日毎に年1回の
開催でなく複数回してほしいと、毎年保護者からの強い要
望があった。そのため 2012 年度からは「つぼみ組体育プ
ログラム げんきっきウィーク～親子で元気に身体を動か
そう～」と称して各クラス年3回と3月につぼみ組合同の
体育プログラムを実施した。その内容を表4に示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

またわくわく・ドキドキ土曜体験も地域の親子に広く認
知され、多くの参加者があり定着していった。2010～2012
年度は、セミナーで保護者への子どもに関する学びを啓発
したり、在園児の保護者にも協力していただきパネラーと
して子育ての悩み等をざっくばらんに話してもらう機会を
設けるなど、地域に根ざした子育て支援を一層広げるため
にプログラム内容の充実に努めた。表5は、その内容と参
加者数を示したものである。 
 

３.4 2013 年度 

図 3に 2012年度のつぼみ組の曜日別で男・女児の数を
グラフで示した。男児の数が女児の数に比べ少ないことが
分かる。例年、和歌山信愛幼稚園の入園児は、女児の割合
が高い傾向があるので、2013年度の子育て支援活動に男児
の参加を促すための方策を練った。その方策として昨年度
よりも活発で、動きのあるプログラムを計画した。表6が
その計画・実施した 2013 年度の子育て支援プログラムの
一覧である。2012 年度の実施プログラムから 2 つの改善
を以下のように行なった。 
まず1つ目は各クラス年3回ずつ行ってきた、つぼみ組
体育プログラムを発展的解消し、4 クラスあるつぼみ組の
内、月曜日のクラスを戸外あそびを中心としたプログラム
に特化したクラス運営に変更した（中村 2022）。従来の室
内を拠点としたクラスから月曜日のクラスは、戸外中心の
プログラムとした。戸外を拠点とし自然体験活動に着目し
たプログラムを1つのテーマで複数回行うターム制を採用
し、実施した。1 回で完結するのではなく、テーマに連続
性を持たせることにより保護者自身が次に何しようと考え
たり、自分の子どもにあった物（そのテーマに沿った遊具
など）を持参し遊びが深まった。親と子の遊びが深まるに
つれ次第に保護者同士のコミュニケーションが始まったり、
共通した遊びを体験する子ども同士が関わりを深めていく
ような場面がみられた。また、つぼみ組のクラス合同の行
事を年1回から年2回のプログラムに増やし、園の行事に
も気軽に参加できるように促した。図 4 は、2012 年度と
2013年度のつぼみの参加者数を男・女児に分けて比較した
ものである。戸外遊びを中心とした月曜日クラスを導入し
た 2013 年度の方が男児の参加が多くなり、それに伴って
全体の参加者数も増えていることが分かる。 

表4 つぼみ組体育プログラム げんきっきウィーク（2012 年度） 

 

日　程 内　　容
6/11・13～15 遊具であそぼう・リズム体操 37組 74名
9/19～21・24 輪っかであそぼう・リズム体操 36組 72名
10/1・3～5 運動会ごっこ・リズム体操 40組 80名
3/1（金） 親子体操（つぼみ組合同プログラム） 27組 43名

合　　計 140組 269名

参加者数（4クラス合計）

表5 わくわく・ドキドキ土曜体験実施プログラム （2010～12 年度） 

 

〇2010年度
日　程 内　　容

5/15（土）
園庭であそぼう！（オープンハウス）
セミナー「モンテッソーリ教育とは」

25組 54名

6/19（土）
園庭であそぼう！（オープンハウス）
セミナー「満3歳児までにしておくこと」

26組 57名

9/18（土） 親子であそぼう！親子体操 31組 74名
10/30（土） 探検してあそぼう！オリエンテーリング 警報（台風）の為、中止

合　　計 82組 185名

〇2011年度
日　程 内　　容

5/21（土） 親子であそぼう！親子体操 28組 65名

9/10（土）
園庭であそぼう！（オープンハウス）
セミナー「信愛の教育」

24組 57名

10/4（火）
紙芝居
子育てなんでも座談会

10組 22名

合　　計 62組 144名

〇2012年度
日　程 内　　容

5/19（土）
園庭であそぼう！（オープンハウス）
セミナー「幼児期の運動の必要性とその効果」

7組 17名

9/8（土）
親子で体験してみよう！
感覚的あそび（モンテッソーリ教具）

15組 37名

9/29（土）
親子で体験してみよう！
運動能力を高めるあそび

17組 42名

合　　計 39組 96名

参加者数

参加者数

参加者数
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2 つ目は、わくわく・ドキドキ土曜体験のプログラムも
活動的なプログラム構成により、表 5の 2012年度の参加
者数（合計 39組 96名）に比べ、2013年度の方が飛躍的
に上がり（合計60組141名）、保護者の参加者には男親の
参加も見られた。また園の行事にはつぼみ組の参加家族だ
けでなく、わくわく・ドキドキ土曜体験の参加者にも案内
を行った。 

 

 

 

 
 
 

3.5 結果 

前年度の活動を評価・改善し、次年度に実施することを 

6 年間続けた結果、試行錯誤を経てプログラムの内容が多
様なものとなった。また「ひとりで歩き始めたら…」をキ
ャッチフレーズに地域に開かれた子育て支援活動を目指し
た、わくわく・ドキドキ土曜体験を開催することで、未就
園児とその保護者を対象とした親子教室であるつぼみ組の
参加者が増えたと考えられる。 
また和歌山信愛幼稚園の子育て支援プログラムが体系化
された。「わくわく・ドキドキ土曜体験」を地域の子育て中
の親子の受け皿として広く門戸を開き、その中から週ごと
の継続性を求めるニーズに対応できるよう「つぼみ組」を
設定した。また園の方針に賛同する保護者が子どもの状態
に合わせ満3歳児又は3歳児（年少児）クラスに入園でき
る流れができた。図5がそのモデル図である。なお、和歌
山信愛幼稚園は生活面では満3歳児から5歳児までの異年
齢保育（縦割り保育）を導入しているが、体育や音楽あそ
び等、年齢別の活動も行われるので異年齢保育でのクラス
名とは別に桃組（満 3歳児）・赤組（3歳児）・黄組（4歳
児）・青組（5歳児）の呼称を用いてモデル図の中に表記し
た。 

図3 2012 年度 つぼみ組参加者数（曜日別） 

男児 女児 合計数（組）
月曜日 4 6 10

水曜日 7 4 11

木曜日 4 7 11

金曜日 3 8 11

合計数 18 25 43
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図4 つぼみ組参加者数（2012・13 年度） 

男児 女児 合計数（組）
2012年度 18 25 43

2013年度 25 26 51
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表6 2013 年度 子育て支援プログラム一覧 

1．つぼみ組（月・水・木・金曜日）
１）月曜日クラスを、戸外遊びを中心としたプログラム構成に変更。
２）つぼみ組合同プログラムを年 1 回から 1 0 月と 3 月 の年 2 回に変更。

2．わくわく・ドキドキ土曜体験
日程 内　　容

5 / 25（土）
園庭であそぼう！（オープンハウス）
セミナー「信愛の幼児教育（子どもに届く教育）」

2 4 組 5 5 名

9 / 7（土）
親子で体験してみよう！
水であそぼう！

1 6 組 3 8 名

9 / 21（土）
親子で体験してみよう！
体育であそぼう！

2 0 組 4 8 名

合　　計 6 0 組 1 4 1 名

３．園の行事への参加
つぼみ組だけでなく、広く地域の親子にも参加を促す。
　七夕集会・夏まつり（ 7 月）、運動会（ 1 0 月）等

参加者数

図5 和歌山信愛幼稚園 子育て支援モデル図 

満3歳児 3歳児 4歳児

（黄組）
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（青組）

　1・2歳児
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4 考察及び今後の課題 

4.1 考察 

これらの実践から、私立幼稚園の子育て支援の取組みは 
地域の中の子育て中の家族と幼稚園とを結びつける接点と
なると考える。子育て支援のプログラムを実施する過程で、
計画 Plan→実施 Do→評価 Check→改善 Action の繰り
返しによる PDCA サイクルを利用することで各々の活動
内容の質が向上したと考えられる。このプログラム内容の
質の向上が、参加者数の増加につながっている。 
またこれらの活動が地域の子育て支援の貢献の一役を担
う一方で、幼稚園としても園児募集の広報につながる側面
がある。私立幼稚園の子育て支援計画は、園児獲得のため
の募集広報計画ともいえよう。 
 

4.2 今後の課題 

私立幼稚園は地域の幼児教育センターとしての機能を発
揮することで、親と子が共に育つために地域の子育て支援
の役割を担う。私立幼稚園が提供できる地域の子育て支援
のあり方として本研究のような参加型の支援が有効な方法
であると考えられる。その意味では今回のわくわく・ドキ
ドキ土曜体験をはじめとする子育て支援の取組みは、私立
幼稚園の体系的な子育て支援活動の１つのモデルケースと
なると思われる。今後も実践を通して質の向上を探ってい
く必要がある。 
また、私立幼稚園の子育て支援の取組みは入園児数の確
保という幼稚園経営について密接に関わると考えられる。
このことから子育て支援プログラムの参加者が幼稚園の入
園児数にどう影響をもたらしているかの関連性の検討が今
後の課題となる。 
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