
    

         

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                                       

  

 

 

 

                                                          

                                                                        

  

 

                                             

 

 

 

 

 組 男 女 計 

５歳児 

 

そら組 １４ ９ ２３ 

もり組 １４ ９ ２３ 

ゆり組 １４ １０ ２４ 

４歳児 

ひまわり組 １２ ８ ２０ 

ばら組 １１ ９ ２０ 

もも組 １１ ９ ２0 

３歳児 
りんご組 １０ １２ ２２ 

みかん組 １1 １２ ２３ 

計 計 ９７ ７８ 1７５ 

職 名 氏  名 担 任 組 名 

園 長 伴野 陽子  

主 査 岡田 友美  

教 諭 藤井ひとみ 年長５歳児 そら 

教 諭 今井きらら 年長５歳児 もり 

教 諭 広瀬 知佐 年長５歳児 にじ 

教 諭 田代  彩 年中４歳児 ゆり 

教 諭 石田 紗誉 年中４歳児 ひまわり 

教 諭 大井 梨恵 年中４歳児 ばら 

教 諭 米田 晴美 年少３歳児 もも 

教 諭 尾﨑 恵子 年少３歳児 みかん 

教 諭 福田 優子 フリー教諭 

教 諭 金原由紀子 ３歳児もも副担 

教 諭 岡田 値枝 ３歳児みかん副担 

教 諭 半田 直美 発達障害補助教諭 

教 諭 百冨 吉子 発達障害補助教諭 

教 諭 吉田 美鶴 発達障害補助教諭 

教 諭 野﨑くみこ 発達障害補助教諭 

教 諭 犬塚 純子 発達障害補助教諭 

事 務  鈴木 詩織 事務（週 3 日） 

教 諭 宮本 徳子 預かり保育担当 

配膳調理員 中井 恭子 配膳調理パート 

令和４年度 職 員 名 簿 

 

園児数 （令和４年５月１日現在） 

園長  伴野 陽子 

幼稚園の沿革 

明治 24年 9月開園   私立西尾幼稚園設立 須田町辻利八氏他篤志家 

大正 12年 4月開園   私立西尾幼稚園設立 本町鳥山伝兵衛他篤志家 

大正 13年 9月１日   西尾町立西尾幼稚園発足 西尾町移管のため 

昭和 28年 12月 15日  西尾市立西尾幼稚園となる 市制施行による 

昭和 60年 3月 13 日   新園舎竣工移転、現在に至る 

平成 ４年 3 月 1日    西尾幼稚園園歌を制定 

平成 12年 4月 1 日    ３歳児保育開設 

平成 23年 2月 3 日   創立１２０周年記念式典挙行 

平成 27年 4月 1 日   預かり保育事業開始 

平成 28年 11月     園舎壁面全面塗装 

平成 29年 6月 10 日  園庭芝生化事業により芝生の 

園庭となる。 

令和４年４月１日    園給食が西尾市こども給食 

センター化となる 

             

幼稚園所在地  

〒４４５－０８２６     

愛知県西尾市錦城町１６２－１３    

電 話：（0563） ５７－２４０１   

ＦＡＸ：（0563） ５７－８７９７  

E-mail  nisioyoutien@city.nishio.lg.jp  

 

西尾幼稚園 園歌 

１ こんにちは How are You today? 

   おしろのようちえん play play play 

 たのしい いちにち  

 あそぼう You and me 

 ありがとう Thank you very much 

 にしおようちえん Jump Jump Jump 

 たのしい いちにち  

はしろう You and me 

うさぎといっしょにピョンピョンピョン 

※  めだかもいっしょにスイスイスイ 

ぞうさんもいっしょに トントントン 

Come on はやくいこう yeah！ 

２ またあした Bye bye good-bye 

   おしろのようちえん run run run  

たのしい いちにち  

  ジャンケンポン みんなすき 

  せんせいすき I love my ようちえん 

  ゆめのようちえん Jump Jump Jump 

  たのしい いちにち  

ジャンケンポン みんなすき 

  ※くりかえし 

 

令和４年度 職員一同 Ｒ４．４．8 

 

正面玄関 



幼稚園の一日 

８：３０～９：００ 

   親子で登園 

・あいさつをする 

・身支度をする 

保育者や友達との遊び 

・好きな遊びを見つけて遊ぶ 

・昨日からの継続した遊びをする 

クラスのみんなと一緒の遊び 

     ◎一斉活動・集団遊びをする 

     ・製作遊び、リズム遊び 

     ・絵本読み聞かせなど 

１１：３０～ 

  昼食準備・昼食 

  ・共に食べる楽しさを味わう 

  ・園給食…月･火･木･金 

  ・手作り弁当…水 

１３：００  

自主活動 

・午前中の遊びの続き 

・好きな遊び 

１４：００ 

   降園準備 

・本日の振り返りや話し合いをする 

１４：３０ 

  親子で降園 

・保育者や友達と 

あいさつをする 

 教育時間の終了後 

  預かり保育 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                                                         

                                                               

                                                                         

 

長い歴史のある幼稚園 

  明治２４年から令和の今日まで 

  1３０歳を越えました・・・。 

○人とのつながりを大切にしています。 

・小学校との交流（なめらかな接続) 

  隣接小学校の生徒とのふれあいや交流 

  （プール・活動見学等）を通して小学校 

へ学びの連続性を大切にしています。 

（新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため休止あり) 

・地域との交流 

  城址祭り(こども武者行列)参加（地域参加） 

  米づくり･お茶お点前指導（町の先生） 

  鶴城丘高校でのじゃがいも掘り体験  

・子育て支援（ひよこクラブ） 

  未就園児の親子ふれあい教室 

  月１回･･･午前 10 時～11 時 30 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                

元気に遊ぶ子 

めざす幼児像   思いやりのある子 

考え工夫する子   

 

 

コーチを招いて「サッカー教室」 消防署まで散歩へ。消防士さん 
かっこいいね！ 

双葉会の役員さん
との｢夏祭り｣ 

畑では「季節の野菜作り」 

園の田んぼで「お米作り」 「お茶会」おいしいね！ 

西尾幼稚園はこんなところ 

～わくわく・どきどきみんなといっしょはたのしいね～ 
視点 「自らを高めること」と「社会に役立つこと」 

姿勢 ●発達を促す環境づくり ●愛情や信頼関係を基盤とする生活づくり●自発的･主体的な活動を支え

る 

 

✿✿✿ 年間の主な行事 ✿✿✿ 

 ４月 入園式 始業式 保育参観 PTA 総会 

 ５月 遠足 ミニミニ運動会 

 ６月 じゃが芋掘り カレークッキング 

 ７月 水遊び・プール 七夕会 夏祭り 

 ８月 登園日 絵本貸出し（毎週水曜日） 

 ９月 ふれあい運動会 入園説明会 

１０月  祖父母会 遠足  買い物ごっこ 

園内交通教室  城址祭り参加  

１１月 生活発表会 焼き芋会  

１２月 餅つき お楽しみ会 

 １月 保育参加 科学で遊ぼう 

 ２月 豆まき １日入園 卒園茶会 お別れ会 

 ３月 ひな祭り 卒園式 修了式 

※ 毎月：誕生会・交通安全指導・避難訓練 

※ PTA 協賛の親子参加行事あり 

※ ３学期制（小中学校と同じ長期休業あり） 

※ 状況により中止・変更あり 

○恵まれた環境の中にあります。  

本園は、西尾城址、歴史公園内 

にあります。御剣八幡宮の森・ 

資料館・テニスコート・汽車公園・中央 

ふれあいセンター・市文化会館・総合グラ 

ウンド・コミュニティー道路など、美しい 

自然に囲まれた静かな文教地区の中に位置

しています。 

 

「七夕」願い事叶いますように！ 

「避難訓練」ではシェイクアウトのポーズ 

「園内交通教室」 「こども武者行列」 

※昨年度はコロナ禍で行えなかった行事がありましたが、感染対策をして楽しんだこともたくさんありました。 

みんなで「こいのぼり製作」 

天気のいい日は元気いっぱい運動します 


