
KEIこどもえん Hihatov
令和４年度 新入園について

※若干名 2次募集いたします。

２～5歳児クラスのみ 若干名の募集となります。

★入園調整結果ご連絡後の流れ

○入園決定後のスケジュール

２月 制服合わせ (Hihatovは原則服装自由ですが、行事によって園指定のものがあります)

３月 新年度入園説明会

入園前健康診断

※状況を鑑みながらスケジュールは決定させていただきます。

○お問い合わせ先
メール：hihatov@kei-kodomoen.com

KEIこどもえん Hihatov 入園窓口
お名前、ご連絡先（携帯番号）、お子様の生年月
日、保護者様の就労状況をご明記の上、お問い合
わせください。
電話での問い合わせはお控えください。

※令和４年度の途中入園希望者の方

現在は途中入園の募集はございません。

○オープンスクール ＜要予約＞

まずは園見学にて、Hihatovを知ってください。

平日15～16時もしくは土曜日

予約制での参加となりますのでメールにて参加のご意向お知らせください。

日毎の定員に達し次第受付終了いたします。保育カリキュラムによって

ご希望日の見学が難しい場合もございますのでご了承ください。

○令和4年度新入園願書２次受付開始

令和４年 １月２５日~２月２５日

＊園見学の上、入園願書をご提出ください。

順次面談のご案内をいたします。

面談後、入園調整結果のご連絡をさせていただきます。

＊就労状況など各ご家庭の状況によって入園調整を行います。

応募の状況によっては、ご希望に添えない場合がございますことを

ご了承ください。

既に募集人数に達している場合はご案内できないことがございます。

＊入園願書は直接園にお持ちいただくか、メールにてご提出いただいても

かまいません。
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KEIこどもえん Hihatov 募集要項

<開所時間>

・7:00～20:00 登園時間は9時までとなります。

<休み・予定>

・毎週日曜日 祝日

年末年始 12/29～1/3          

その他

<月額諸費用>

・副食費 ¥7,000- (2歳児は保育料に含みます)

・特別カリキュラム 授業料 ¥5,000-

・新学期用品代¥6,500～¥9,000くらい(年齢によって差有り)

・特別教室スイミング ¥1,100-/1レッスン

＊学期末にまとめて利用レッスン回数に応じて徴収。

・年間保護者会費 ¥6,000-（4月にまとめて徴収します）

・教材費 ¥5,000-

・18時以降利用時の軽食 ￥150/回

・園服代/通園バッグ/帽子等、 ¥7,900~

通園時の服装は自身で着脱できるものであれば基本的に自由ですが、園外学習時に着
用するHihatovオリジナル活動着については指定のものをご購入いただいております。

ふだんの装いについて考えることも当園では子どもたちの感覚を養う大切な要素だと

捉えています。

＜一時預かり保育/トライアル保育＞

①家庭で保育されている児童で、保育を必要とする事由が発生した際

②他園に在園中で、園が休園であるとき

＊定員に余裕がある場合にご利用いただけます。要・事前予約。

利用時間：9:00~17:00

利用料 ：1日預かり 3500円

半日預かり 2000円 ※4時間までの利用

給食が必要な場合は別途副食費として 300円/1食

<年間行事予定>

4月 入園式・進級式 12月 クリスマス

6月 水遊び開き 1月 お正月

7月 七夕まつり 2月 節分

9月 敬老の集い 3月 卒園式

10月 秋祭り ハロウィン

＜随時開催＞

・・ヒーハトヴカフェ

園長と保護者の皆様が集まり、子どもたちの将来や保育について学ぶ勉強会

・授業参観

子どもたちが一番夢中になって何かに取り組んでいる姿を見ていただけるように当園では保護者の方々に

ご希望があればいつでも授業を見学していただける環境を作っています。

＜定員＞

1歳～5歳 小学校就労前まで

合計40名（内、地域枠利用定員20名）

＜月額保育料＞

＊2歳児のご家庭で住民税非課税世帯については保育料無償化の対象となります。



ローカルからグローバルへ
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今の時代に必要な保育園とは？

IQ で測れる認知能力に対して、非認知能力の重要性が注目を集めはじめています。J. ヘックマン教授の研究によると、
6才までの非認知能力を伸ばす教育がその後の一生に大きな影響を与えると言われています。

AI の登場により、多くの事柄は自動化され、現状の記憶力重視の教育カリキュラムの限界が見えてきました。 これまでのような、単
純な仕事への処理能力よりも、自分で何か新しいものを生み出すことが求められる時代へと移っています。

新しいことを成すためには、「自己肯定感」を持つことが重要となってきます。しかし、従来の記憶力重視の詰め込み教育では、ど
うしても得点が基準となるために他人と比較することが求められ、その結果が悪かった子には自己肯定感が育ちにくい状況です。
わたしたちは、幼児教育に必要なことは順位ではなく、自分を信じられる力を育むことだと考えます。
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J. ヘックマンをはじめとした研究者の裏付けにより、幼年期の体験がおよぼす脳への影響は近年重要視されており、6才までに脳の
基礎の 90%は決まるとまで言われています。では、どうすれば子どもたちの脳を活性化することができるのでしょう？

6才までに脳の90%は決まる

五感を刺激することが、子供の脳を急速に発達させる
子どもたちにとって、世の中のいたるところに未知の世界が広がっています。家までの道の道端、近くの川の河川敷、公園の林の中など、
大人にとっては見慣れた景色でも、子どもにとってはワンダーランドです。そのワンダーランドの中で、触覚、視覚、聴覚、味覚、
嗅覚を駆使して体験をすること。五感をフルに使った体験を重ねることが、子どもたちの脳を活性化し発達させるのです。

ローカルで育む学びの本質
「学び」とは、設問の答えを暗記することでしょうか？　そうではないはずですよね。これまでの教育では、より効率的に知識を覚
えることに終始してきました。そして、「どうやって学ぶか？」という本質的な部分にはあまり触れてきませんでした。知らない事
に興味を持ち、理解し、感覚で感じ、自分のあたまで考えてみる。本当の意味での「学び」は日常生活の中にあるべきではないでしょ
うか。ローカルで起こる日常から本質的な意味での学ぶ方法を身につけることができれば、自分で問題を見つけ、その解決法を見つ
けられる大人へとなれるはずです。
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好きから生まれるモチベーション

「好き」は自由と喜びから生まれる

ヒーハトヴでは子どもたちの目線に立つことを重要視しています。こどもたちの興味にはできる限り邪魔せずに「好き」を伸ばし
ていく。こどもたちが将来「やりたい事」の基礎をしっかり作ってあげることが、幼児教育に必要なことだと考えます。

しかし、誰かの「したいこと」が、別の誰かは「して欲しく無いこと」かもしれません。そういう場合でも大人のルールを押し付
けず、こどもが自分たちで相談したり、コミュニケーションをとっていく過程がとても重要だと考えています。 「なぜ」やってはい
けないのか？を「ルールだから」で片付けるのではなく、本質的な思考能力を育んでいくことが重要です。

好きなことに没頭すると

やりたい事、好きなことに向き合うことで子どもたちは多くのことを体験し学んでいきます。そうやって覚えたことはミライを生
きる上での武器となります。幼児期に多くのことを経験し、反復することで人格形成の基礎を築いていきます。

集中力　一流と言われる人は例外なく卓越した集中力を持っています。子どもたちは好きなことに集中する感覚を身につけます。
コミュニケーション力　他の人と、話し合い、相談し、交渉する能力。自分のしたいことをするためのコミュニケーション。
自己肯定感　自分のことを信じるチカラ。好きなことが認められる感覚から自己を肯定することを覚えます。
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モンテッソーリ教育

個性と自由な発想を育てる
ヒーハトヴではモンテッソーリ教育のカリキュラムを積極的に取り入れた幼児教育を行っています。外部の専門講師を招いての研
修や勉強会を毎月行い、保育士のスキルアップを実施しメソッドの質を高めています。

モンテッソーリ教育とは？
徹底的に「個人」を尊重する教育メソッドです。Google、Amazon の創設者や、将棋の藤井 聡太氏も子供の頃にモンテッソーリ
教育で育ってきたという共通点があります。クリエィティブな発想を育てる教育として、オランダやデンマークなどの教育先進国
では広く取り入れられています。
モンテッソーリ教育では、専用の教具などを使用し、手をつかってさまざまな「おしごと」を体験します。「おしごと」は決して
強要されたり、順位をつけるものではありません。それぞれが自発的に行うことが大切で、自分が選んだ活動を繰り返し取り組む
ことで、創造的に能力を獲得していきます。幼児期には敏感期があり、０歳から３歳までがゴールデンタイムと言われています。
その時期に何度も繰り返すことで急激に能力を習得していきます。
Hihatov でのモンテッソーリ教育動画　https://www.youtube.com/watch?v=8kLmiu_Dw6c&t=114s

https://www.youtube.com/watch?v=8kLmiu_Dw6c&t=114s
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最適な環境を整える

自由保育と設定保育

子どもたちにとって最適な環境とは？
ヒーハトヴでは徹底的に子ども目線に立った環境を作っています。子どもたちは園
で様々な経験をします。今まで知らなかった発見をしたり、一度できたことを繰り
返すことで習得したり、時には喧嘩をしたり、そして仲直りすることを覚えたり。
そこには大人の目線では測れないことも多くあります。ですが、保育士や講師も子
どもの目線に立って観察し見守ります。保育士や講師は正解や答えを教える存在で
はなく、子どもが怪我をしないよう見守り、そして最後に少しだけ手助けをします。

設定保育と自由保育では方針が大きく異なりま
す。設定保育は認知能力を伸ばすことに長けてい
て、自由保育は非認知能力を伸ばすことに長けて
います。J. ヘックマン教授の研究によると、非認
知能力の重要性が指摘されています。ものごとに
取り組むモチベーショ、他の人とのコミュニケー
ション能力、繰り返し継続する能力が現代社会に
おいては重要となってきています。

設定保育 自由保育

・認知能力の発育
・大人の価値観優先
・子どもの自発性を抑える
・できない子が出てくる

・非認知能力の発育
・子どもの価値観優先
・子どもの自発性を育てる
・できない子が出ない
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インターネットの出現により、暗記力は意味を成さなくなっています。
AI の出現により、単純な事務処理能力は取って代わられようとしています。

これからの時代は、アイデアを思いついたり、失敗してもめげないモチベーションだったり
その価値を他の人に伝えるコミュニケーション能力などが求められています。

産業形態と教育

羊飼いの子は羊飼い、武士の子は武士、
農家の子は農家、生まれついた家の
職業につくのが普通。

羊飼いの子、武士の子、農家の子は
等しく学校へ行き、
学校の振り分けにより
成績のいい子ほど良い職業へ

単純な記憶力を競う成績は意味が
無くなりつつあり情報収集と
行動でどんな職業にもなれる時代

羊飼

武士

農民

羊飼

武士

農民

農民

羊飼

武士

農民

医者・政治家

銀行・会社員
学
校
教
育
制
度

産業革命前

産業革命後

IT 革命後
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自由保育とは？

自由保育の特色の 1つが縦割りクラスです。異年齢の子どもを同じクラスにすることで、良い相乗効果を生みます。縦割り保育の
最大のメリットは「比べないこと」です。幼児は一ヶ月月齢が違うだけでも成長度合いが大きく異なります。同じ年齢だからと言っ
て皆と同じことを求めるには無理が生じます。皆と同じである事を求めると、どうしてもできない子が生まれ、他と比べたことで
トラウマが生じることもあるかもしれません。幼児教育においては他人と比べる必要はありません。自分の好きなことに真っ直ぐ
に取り組み、そこから自信を持ってもらいたい。子どもたちが自己肯定感を持つ方が重要だと考えます。

縦割りクラスでのカリキュラムを行ってみると、年長者が率先して年少者の子どもたちの世話をするようになります。年長者は自
分より小さな子どもに「教えること」を学びます。自分が知っていることを言語化して他人に伝え、そうしてこれまでのことを復
習することにもなります。年少者は年長者とのコミュニケーションを学びます。年の違う人とのコミュニケーションは社会に出て
から必要なことの 1つです。縦割りクラスにすることで、年長者も年少者も将来必要となる能力を幼児のうちに体験していきます。

縦割りのクラス分け 縦割りクラスのメリット
・年長者が年少者に教えることを学べる（言語化・反復）
・年長者が先生のサポートとなる（保育士の負担軽減）
・年の違う子とのコミュニケーションが学べる
　（コミュニケーション能力の発達）

2 歳

3 歳

4歳

5歳

先生

先生

先生

先生
円の大きさ＝子どもの人数

通常のクラス分け

2 歳　　　　　先生

3歳　　　　　先生

4歳　　　　　先生

5歳　　　　　先生
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自己肯定感

自分を信じるちから
こどもたちには自分を信じるちから（自己肯定感）を持って欲しいと願っています。学校で発表をするとき、会社でプレゼンを行う
とき、自分で会社を立ち上げるとき、新しい世界に飛びこむとき、ピンチにおちいった時、そのような大切な場面で自分を信じるち
からが背中を押してくれると思います。他人と比べず、自分の価値観で「良い」と思ったことを信じることが、オリジナリティある
会社、前代未聞のサービス、今までに無い発想、独創的なアートなどを生み出していくでしょう。そして、自己肯定感を持つことが、
その後の人生の幸福度へと繋がっていきます。

若者の意識の国際比較
日本人のきめ細やかな気配り、ホスピタリティ、優しさは海外では高く評価されていることです。しかしながら、対外的に世界では
良い印象の日本人ですが、自己評価を聞くとあまりポジティブではないことが分かります。

自己肯定感 意欲

※内閣府 平成 26 年度版 子ども・若者白書より抜粋　https://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h26gaiyou/tokushu.html

https://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h26gaiyou/tokushu.html
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ヒーハトヴの取り組みの狙い

これまでの活動を通じて

Hihatov ギャラリー
ヒーハトヴギャラリーとは保育園の園舎をギャラリーとして開放し、保護
者や地域住民の方々が子どもたちの制作した作品を自由に鑑賞できる場を
設け、そのアートとしての社会的価値の創造を試みる企画です。子どもた
ちが自分たちの作品を通じて、仕事に触れ、お金を稼ぐこと。展示や案内
もみんなで行い。収益についてもみんなで決める。この一連の流れが子ど
もたちに自分の仕事への自信と、お金について考える経験を得る良い機会
となります。

これまで 3年かけてヒーハトヴが理想とする幼児教育をおこなってきました。設定保育と自由保育ではメソッドが大きく異なります。
1年目は自由保育に戸惑っている保育士もいました、設定保育よりも大変と言う人もいました。それが 2年目となり、年少が園に入っ
てくると年長者が年少者に教えてくれるようになりました。自ら考え行動し、率先して先生を手伝い、年少者の手本となる。年長者は
先生のお手伝いをすることで、責任感が生まれてきました。責任感は将来大人になって仕事をする上で非常に重要です。人に必要とさ
れたり、そのことを評価されることで責任感と自己肯定力が育まれてきました。そして 3年目、すべての環境が整い幼児教育に最適な
場所と成長しました。園に通ってくる子どもたちは元気にあふれ生き生きして意欲に満ちあふれています。そのことが評価され、3年
目で募集に対しての 3倍の応募がくるようになりました。子どもたち同士が助け合うため、保育士の負担も自然と軽くなり、幅広い年
代の先生が活躍する環境となりました。
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カリキュラム
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