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ふじひら保育園
「基本理念」

子どもひとりひとりの気持ちに寄り添い、豊かな感性を受け止め

心身共に明るく元気な子どもの成長を見守り

明日につながる大切な力を培います。

「基本方針」

子ども…子どもの発見や感動を大切に共感し、心身ともに健康な子どもの育ちを培います。

地　域…人や自然との関わりを大切にし、地域における子育てを充実し、地域に親しまれる保育園を目指していきます。

保護者…安Ibと信頼関係を深め、日々成長する子どもの姿を共に喜んでいきます。

保育士…謙虚な気持ちで保育士としての資質向上に努力していきます。

1．事業の目的

（1）保育所は、保育に欠ける子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とし、入所する乳児及び幼児（以下、

園児という。）の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に培進するに最もふさわしい生活の場とします。

（2）保育所は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、園児の状況や発

達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行います。

（3）保育所では、園児を保育するとともに、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及

び地域の子育て家庭に対する支援等を行います。

（4）保育所における保育士は、保育所の役割及び機能が適切に発揮されるように、倫理観に裏付けられた専門的知識、技術及び

判断をもって、園児を保育するとともに、園児の保護者に対する保育に関する指導を行います。

2．運営方針

（1）保育所は、園児が生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期に、その生活時間の大半を過ごす場であるため、保育所

の保育は、園児が現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うために、次の目標を目指して行います。

①十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で園児の様々な欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定を

図ります。

②健康、安全など生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、心身の健康の基礎を培います。

③人との関わりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にするl己＼を育てるとともに、自主、自立及び協調の態

度を養い、道徳性の芽生えを培います。

④生命、自然及び社会の事象についての興味や関心を育て、それらに対する豊かな心情や思考力の芽生えを培います。

⑤生活の中で、言葉への興味や関Ihを育て、話したり、聞いたり、相手の話を理解しようとするなど、言葉の豊かさを培います。

⑥様々な体験を通して、豊かな感性や表現力を育み、創造性の芽生えを培います。

（2）保育所は、園児の保護者に対し、その意向を受け止め、園児と保護者の安定した関係に配慮し、保育所の特性や保育士等の

専門性を生かして、その援助に当たります。
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