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ホール
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テラス

保育室５
（うさぎ組）

01 廊下

02 遊戯室

03 図書コーナー

子どもたちの「？（ハテナ）」の心をく
すぐる図鑑、それにけん玉やコマ、
お手玉などのいわゆる昔遊びの道具
が置いてあります。いずれ保護者向
けの書籍もそろえていく予定です

04 保育室

05 多目的室

06 テラス

長柄幼稚園新園舎建設の
財源内訳
国交付金
414 万 9,000 円
県費補助金 2 億 6,132 万 0,000 円
町
費
9,488 万 9,200 円
合 計 3 億 6,035 万 8,200 円
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新園舎のこけら落としは８月３０日 ( 土 ) の夏祭りでした。
何もかもが新しいこの場所で、歴史の歩みがまた一歩。
これからの幼稚園生活への期待が大きく膨らみました。

光を取り入れた明るい保育室。天井
も高く、広い保育室は開放感に溢れ
ています。子どもたちはもちろん、
先生が使える収納スペースをたくさ
ん設置し、遊具や教材を整理整頓
子どもを預ける保護者の声

友達と、先生と、たくさんふれあって欲しい

明るく元気な子どもの育成

根岸奈津子さん、彩乃ちゃん（年長）、幸太朗くん（年少）

いんたびゅー

初めて見学したときにまず、木のぬくもり
を感じました。高い天井や広い廊下にテラ
スなど、全体的に開放感があって子どもた
ちがのびのび過ごせると思いました。広く
なった園庭は先生の目が届きやすくなった
のかなとも思います。家庭ではできない集
団生活の中で、友達と仲良く遊ぶことを学
んでほしいですね。特に体を動かす運動遊
びをたくさんしてもらいたいです。子ども
たちの成長がまた楽しみです。
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その名の通り用途は多用です。遊戯
室が見える小窓があり、小さなお子
さんを抱える保護者にとって一時的
に待機できる場所にもなります。Ｐ
ＴＡの打ち合わせなども行えます

テラスの全てに掛かるサッシは日よ
けや雨よけに効果的。足元は、子ど
もたちが転ばないように滑りにくく
加工がされています。カラーは気持
ちが落ち着く癒しのグリーンです
子どもを預かる先生の想い

しっかりした ” 根っこ” を作りたい
長柄幼稚園

紺野尚久 園長

子どもたちは新園舎に移ってから所狭しと
駆け回り、その活動量は格段に増えました。
さらに子どもを預かる先生たちは、自分の
思い描く教育のビジョンが広がったようで、
ますます意欲的になりました。人間形成の
いちばん根っこになる大切な幼児期、これ
を担うのが幼児教育です。充実した施設で
集団生活の良さを最大限に生かし、何より
子どもたちがのびのび生活できる幼稚園に
していきたいと考えています。
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役場子ども支援課Ｇ ー５０４４
長柄幼稚園Ｇ ー００４９

広々とした遊戯室で元気に遊べます。
ステージと同じ幅の階段は、ひな壇
として活躍します。発表会やお遊戯
会で子どもたちの表情が後ろの方か
らでもよく見えるようになります
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教室の延長として広く使うことがで
きる幅約 2.7 ｍの廊下。園ではから
拭きごっこに取り組みます。雑巾が
けは足腰を鍛えるためにとても良い
そうです。もちろん床もピカピカに

園児たちは、明るく新
しい園舎で友達と仲良く
話したり園庭で思いっき
り動き回ったり、全身で
喜びを表現しています。
園児たちがいろいろな
遊びや体験を通して、た
くましく生きる力を育
み、可能性を見出し、未
来に向けて羽ばたくこと
を願っています。

保育室７
（あずかりのへや）

目的トイレを新設。毎日
をここで過ごす園児や職
員だけでなく、誰もが快
適で使いやすいようなデ
ザインを園舎全体に取り
入れました。
さらに太陽光の自然エ
ネルギーを利用するため
のパネルを設置。省エネ
施設になっています。

広くなった園庭には遊具やプール、
砂場などもあります。子どもたち
は思いっきり走り回っています

廊下
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保育室６
（ぞう組）

プール

園舎をＬ字型にすると
以前よりも園庭が広く使
え、職員室から園庭全体
が一望できるようになり
ました。樹木などをでき
るだけ残し、自然と親し
め る 環 境 を 作 り ま し た。
限りある敷地の中で効率
的な保育を実践するため
に考えた結果です。今後
は、遊びや行事の幅も広
がりそうです。

年少組
トイレ

昭和 年に建設した長柄幼稚園。 年以上にわたり、子どもた
ちの成長を見守り続けてきた旧園舎は老朽化が進み、平成 年
月に役割を終え、惜しまれつつも解体されました。それから
８か月の期間を経て平成 年７月、旧園舎と同じ場所に立派な
新園舎が完成。その後、ＰＴＡの協力を得て、備品などの搬入
を行い、９月１日の２学期スタートから本格始動となりました。

多目的トイレ

の全てに網戸を取り付
け、危険な害虫の侵入を
防ぎながら風通しを確
保。強化ガラスは子ども
が間違ってぶつかっても
簡単には割れません。ま
た、主要な場所に防犯カ
メラを３台、全保育室に
非常ベルとインターホン
を設置しました。懸念さ
れていた耐震性もしっか
り確保されています。

プール

ホール
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地域の幼児教育セン
ターとしての位置づけか
ら、園開放やあずかり保
育の充実を図るために７
つの保育室のほか、多目
的室や図書コーナー、多

㯆㮧㯤㮫㮞㮹㯒ሶ 㮨㯯㯌㮿㯂㯠㯦㯄㮮㯧ሶ 㮤㮨㮦㯃㮞㮠㮱㯀㯮㮵㯧ሶ
㮆
㮆

倉庫
教材室

保育室１
（みどり組）

長柄幼稚園新園舎完成

図書
ｺｰﾅｰ

年長組
トイレ

Monthly
Pick Up

03

保育室２
（あか組）

ピカピカの園舎で２学期スタート

05

保育室３
（たんぽぽ組）

大きく、
大きく羽ばたけ

多目的室

遊戯室

04

保育室４
物置 （ちゅうりっぷ組） 年中組

ᧁ㯊㯈㮫㯞㯦㯃൮㯜

湯沸室

職員室

完成した園舎は木造平
屋建て１、２１３・ ㎡。
群馬県産の木材をふんだ
んに使い、木の香り、質
感を感じることができる
作りで、優しさとぬくも
りが建物全体を包んでい
ます。県産材を多く使用
したことで、国や県の交
付金や補助金を最大限活
用でき、結果として町費
負担を抑えることができ
ました。

男子
女子 更衣室
更衣室
物置

ߎߛࠊࠅߩᣂ⥢ߩ㑆ขࠅࠍ⚫ߒ߹ߔ
園舎内に外の光を取り
入れやすくするために窓
を大きく取りました。そ

02

印刷室 保健室 相談室 風除室
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放送
機器

ワクワクと希望に満ちた夢を育む
空間設計。園児の笑顔が溢れます

ステージ

パントリー

◆長柄幼稚園の教育目標 ◆

楽屋

88

47

