
一宮市子育て支援センター情報紙

特集
『幼稚園？保育園？

どっちを選ぶ？』 

２０１９.７ 

№ ５８ 

◆  パパの〇〇デビュー 

   「Ｏ君パパに聞いてみました」 

◆  みんなであそぼう わらべうた

 パート６『うまはとしとし』 

◆ 子育てサークル紹介 『さくらんぼクラブ』

楽しくおしゃべり（開明老人いこいの家にて） 



「４月から入園予定。保育園か幼稚園どっちにしよう！」と悩むママやパパ。そろそろ入園

先を決めるために何かしなければ…、でも“何をしたらいいの？”と思っている方たちも多い

ようです。各園に問い合わせれば随時見学や説明を聞くこともでき、１０月には幼稚園も保育

園も入園の申込みが始まります。 

そこで、入園先をどうやって決めたのか、決めるためにどんなことをしたのかを、子育て支

援センターに来ている先輩ママたちに聞いてみました。

２ 

１．入園先を決めた理由は？ ☆幼稚園 ◎保育園 

☆私が働いていない

から、家の近くの幼稚

園を選んだよ。 

☆見学に行ったら、先生

も子どもも楽しそうで、

園の雰囲気がよかった

から。 

◎長時間預けたいから

早朝延長保育をしてく

れる保育園にしまし

た。土曜日も預かって

くれるし…。 

☆のびのびと自然に親

しんで遊ばせてくれる

幼稚園を選びました。 

☆スイミングや英語な

どの習い事をしてくれ

るなど、教育方針が気

に入りました。 

◎おばあちゃんが送迎

してくれるので、祖父母

宅の近くを選びました。 

◎毎月、保育園のサークル

に参加していて、慣れてい

るのでその園にしました。 

◎昼食が給食の園を選

びました。 

☆土曜日に行事がある

ので、幼稚園にしまし

た。 

◎夏休みとかがないの

で、保育園にしました。 

◎入学するときに友だちが多

くていいかなと思って学区内

の園に決めました。 

☆下の子がいるから、家

の前までバス送迎して

くれる幼稚園にしたよ。 



・実際に通っているママから聞いたり、ホームページを見たりして情報収集をしました。 

・園庭開放や子育てサークルに行って、園の雰囲気を見てきました。 

・実際に園に見学に行って、園の中を案内してもらったり、 

園長先生と話をしたりしてきました。 

・プレ幼稚園に参加しました。 

・運動会のかけっこに参加しながら、園の様子 

（子どもたちの様子など）を見てきました。 

保育園 幼稚園 

保育の対象 

家庭において必要な保育を受けるこ

とが困難である乳幼児    

０歳～小学校就学前まで 

満３歳～小学校就学前まで 

目  的 

保育を必要とする乳幼児を日々保護

者のもとから通わせて保育を行うこ

とを目的とする施設 

幼児を保育し適切な環境の中で、その

心身の発達を助長すること目的とす

る施設 

保育時間 一日、８時間（延長保育あり） 一日、４時間（延長保育あり） 

所  管 厚生労働省 文部科学省 

４．厚生労働省から『よい保育施設の選び方 十か条』も出ています。 

参考にしてみてね。 

３ 

３．保育園と幼稚園の違いは？ 

保育園と幼稚園のどちらが良いという明確な答えは無く、それぞれの家庭環境や教育方

針、お子さんの性格などを考えながら、まずは気になる園を見学したり園の方針を聞いて

みたりしてはいかがでしょう。 

子育て支援センターにも市内の保育園や幼稚園のパンフレットが置いてあります。それ

らを参考にしたり、遊びに来ているママたちと情報交換したりしながら、お子さんが楽し

く通える園選びが出来るといいですね。 

２．決めるまでにどんなことをしたの？ 

『よい保育施設の選び方 十か条』   

一 まずは情報収集を      六 保育する人の様子を見て 

二 事前に見学を        七 施設を見て 

三 見た目だけで決めないで   八 保育の方針を聞いて 

四 部屋の中まで入って見て   九 預けはじめてからもチェックを 

五 子どもたちの様子を見て   十 不満や疑問は率直に 



赤ちゃんが生まれパパになり、何もかも初めてづくし。そこで、パパになって 

初めての〇〇「パパの〇〇デビュー」と題して、そのときの思いや様子をお聞 

きしました。ハラハラ、ドキドキ！体験談を、ここでご紹介します。 

抱っこひも 

ミルク 

ぎこちなくて、うま 

くつけられず必死でした。 

でも、抱っこひもで寝て 

くれた時は嬉しかった。 

上手に飲ませられず、どうや

ったら飲んでくれるか

考えていました。ゲップ 

も苦戦しました。 

パパからママへありがとう！ 

平日は帰りが遅くて“まかせっきり”になってしまい、『苦労させてるなぁ』

と思っています。感謝しかないです。ありがとう！！ 

わらべうた ～パート ６～ 

うまはとしとし

お馬さんに乗った気分で

リズムにのって“ぱかっ

ぱかっ…”最後にドッシ

ーンと落ちるのも楽しい

ですね。 

① うまは としとし ないても つよい 

うまは つよいから のりてさんも つよい

ひざにのせ、馬に乗っているように上下に動かす。 

② ぱかっ ぱかっ どっしーん 

足を開いて「どしーん」と落とす。 

４ 

みんなであそぼう 



＊育児講座 時間：午前１０時～１１時３０分 
○月○日（○） ○○テーマ○○○              場所

（ポプラのみ住所）

○月○○日（○） ○○○○

～○○○○～     ○○場所○○

＊パパもいっしょに遊ぼっ！ 時間：午前１０時～１１時３０分 

７月１３日（土） 尾西生涯学習センター 

９月１４日（土） 西成公民館         

＊ママといっしょでいいな（１歳児対象）   時間：午前１０時１５分～１１時１５分 

９月 ２日（月）               申し込み日：８月７日・８日 
９月 ９日（月）               申し込み先：里小牧子育て支援センター 

１０月１５日（火）               申し込み日：９月５日・６日 
１０月２３日（水）               申し込み先：千秋子育て支援センター 

＊親子でねんど（２歳児対象） 時間：午前１０時～１１時３０分 場所：東五城子育て支援センター 

    ９月２０日（金）   申し込み日：８月１５日・１６日 

              申し込み先：丹陽子育て支援センター 

   １０月１８日（金）  申し込み日：９月１１日・１２日 

              申し込み先：里小牧子育て支援センター 

＊育児講座 時間：午前１０時～１１時３０分 申し込み：９・１０月は必要 ８月は不要

８月３１日（土） あわてず・無理せず・根気よく        千秋子育て支援センター 

～離乳食のすすめ方とコツについて～               

    ９月 ３日（火） ０歳児からのかかわり方           木曽川体育館

～子育ての楽しみ方～ 

   １０月２１日（月） 教えて子連れ防災              丹陽公民館 

             ～小さな命を守るために～ 

中保健センター 

尾西生涯学習センター 

５

子育てサークル紹介 さ く ら ん ぼ ク ラ ブ  

少人数ですが、とてもアッ

トホームな雰囲気です。 

園児さんと触れ合ったりも

します。ママ同士の交流の

場としても、お子様の友だ

ち作りとしても気軽に遊び

に来てください。 

＜活動場所＞

 一宮市立朝日東保育園 

  一宮市明地字鞆２０ 

  ℡（0586）28－975５ 

＜活動日時＞ 

 毎月第３月曜日（７・９月は第２）

 午前10時～11時30分 

＊公園へいこっ！ 時間：午前１０時３０分～１１時 申し込み：不要

   １０月 ２日（水） 五城公園       西五城字中川田５０ 

※市内在住の未就園児と親、家族の方々 是非ご参加ください。 

申し込み：不要 

一宮子育て支援アプリ 

Google play  App Storeで配信
中

Google play App Store



図書の紹介

この紹介図書は 

東五城子育て支援センターにあります 

６

子育てに関する本や絵本を貸出しています。 

一人一回につき２冊まで、貸出期間は２週間です。 

電話での予約も受け付けています。 

是非、ご利用ください。 

※ 子育て支援センターは、いちのみやファミリー・サポート・センター （０５８６）２８－９７７２と 

連携しています。気軽にお問い合わせください。 

１人でできる子になる

「テキトー母さん」流 子育てのコツ

立石美津子 著 

             あべゆみこ マンガ

肩の力をぬいた「ちょうどよい」子育てのコツ

を紹介しています。マンガを交えてコンパクトに

まとまっているので、忙しくて時間のないママに

もお勧めです。 

    へんな かお

大森 裕子作 

ねぇねぇ みててね へんなかお べぇ～  

くま しまうま かえる ライオン・・・、 

色々な動物たちが次々に変な顔をしてみせてく

れます。さあ 最後はみんなの番だよ。親子で

一緒に遊べて、笑える絵本です。 

この紹介図書は 

丹陽子育て支援センターにあります 

千秋子育て支援センター 
〒491-0817 

千秋町天摩字山畑３７０ ５６

（０５８６）２８－９７７１ 

（０５８６）８１－０２７７ 

丹陽子育て支援センター 
〒491-082７ 

三ツ井３丁目２－３７ 

（０５８６）２８－９１４６

 （０５８６）７６－７０２１ 

中央子育て支援センター 
〒491-0858 

栄 3丁目1 2 
 （ｉ ビル5階） 

（０５８６）８５－７０２６ 

（０５８６）８５－７０２７ 

東五城子育て支援センター 
〒494-0008 

東五城字備前１２ 
 （尾西庁舎2階） 

（０５８６）８５－９３３９ 

   （０５８６）６３－３６６０ 

黒田北子育て支援センター 
〒493-000１ 

木曽川町黒田字篭守西１０８ 
 （一宮市立黒田北保育園併設） 

（０５８６）２８－９７６９ 

  （０５８６）８６－６３３３ 

（私立）子育てひろば かもめ 
〒491-0918 

末広1丁目２１－１０
    （かもめ保育園内 ホール） 

（０５８６）４５－３８３９ 

  （０５８６）４５－３７０２ 

（私立）子育てひろば 若の宮 
〒491-0121 

島村字下老光寺４４－１  
  （若の宮保育園内 ２階ホール） 

（０５８６）５１－２７２７ 

  （０５８６）５１－２９１５ 

＜子育てひろば＞＜市立子育て支援センター＞

里小牧子育て支援センター 
〒493-0005 

木曽川町里小牧字神明東５－１ 
（一宮市立里小牧保育園併設） 

（０５８６）２８－９７７０ 

 （０５８６）８７－７４９０
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