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中央の大階段と十字架。曲
線の回廊は２つの園舎をつ
なぎ、２階の教室に向かう
児童は毎朝この階段を上が
る。十字架の下のCARITASは
園児がワークショップで作
成（※）

園庭から見る幼稚園棟外観。園庭に面して教室が並び、半屋外のテラスが連続
する（※）

テラスを観覧スペースに行われた運動会の様子（※）

教室前のテラスは活動場所と同時に出入口も
兼ねている（※）

ぐるりと囲むどこからも十字架が見える中庭（※） 神さまのお部屋は、60人位が同時に使用可能。子どもだけでなく保護者も入る
ことができる（※）

芝生の園庭を横切り、マリア像に見守
られながらの登園。カリタスの森が左
から奥に続く（※）
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２階ホール（遊戯室）はクラスや学年によらない大勢での活動が可能（※）

保育室。ワークスペースを備えた空間に床で活動できるコーナー、個別活動
のコーナーなどがつくりこまれている

蔵書数7,000冊の図書室（ぐりとぐらの部屋）。奥のガラスドアで制作室とつな
がっている

預かり保育棟の未就園児保育室。プレ保育などが行われる

管理諸室前の廊下から。左はかみさまの部屋の前を通って図書室、右は保育室
とオープンスペース

モンテッソーリ教具に自主的に取り組む子ども達の活動の様子

保育室に併設してオープンスペースを整備。屋外側は半屋外テラスで活動に応
じたたくさんの場所が園舎内につくられている

木材でカーペットのスペースを囲んだ読書スペース
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学園・教職員・設計者が 
知恵を出し合って計画

　カリタス幼稚園は、学校法人カリ
タス学園が、1962（昭和37）年に
設立した男女共学の幼稚園である。
学園ではキリスト教の教えに根ざし
た幼稚園から高等学校までの一貫教
育を展開していて、2020（令和２）
年に創立60周年を迎えた。幼稚園
は『愛の中で自由に大きく』を教育
目標に１人ひとりの園児を尊重する
モンテッソーリ教育を実践すること
で知られ、そのキャンパスは小学校
の南隣、中学高等学校とは通りを挟
んだ西側に位置し、JR南武線と多
摩川に挟まれた川崎市多摩区中野島
の住宅街の中に学園のすべてを集め
たワン・キャンパスである。
　カリタス学園では、1990（平成２）
年にオープンスペースを持つ小学校
を、2006（平成18）年には教科セ

発見と刺激にあふれた多様な環境は教育目標『愛の中で自由に大きく』を体現する園舎

カリタス幼稚園 （学校法人カリタス学園：神奈川県）

　神奈川県川崎市に幼稚園・小学校・中学高等学校を集約したキャンパスを構える学校法人カリタス学園で、カリタス幼稚園の園
舎改築工事が昨年完了。新しくなった園舎での教育活動が始まっている。設計には教職員も参加して、幼稚園が展開するモンテッ
ソーリ教育を強力に進める環境が考えられた。

ンター方式の中学高等学校をそれぞ
れ整備しているが、幼稚園は1968
（昭和43）年につくられた園舎を使
い続けていた。その園舎の将来につ
いて、学園は2017（平成29）年に
園舎建設委員会を設置、新園舎整備
に向けた建設構想の検討を始めた。
委員会では、初めて親元から離れて
社会にその第一歩を踏み出す園児が
大きく育つため、開放的で明るく、
楽しく、落ち着きと家庭的なあたた
かさをもつことや緑と光、空気をふ
んだんに取り入れた自然環境を整え
ることなどを、新園舎整備に向けた
提言書としてまとめた。2018（平
成30）年12月のことである。
　この内容をもとに設計者（SOU
建築設計室）を指名プロポーザル方
式で選定し、
　・愛されていると実感のある場所
　・自由に楽しくお仕事できる場所
　・ 自分らしく居られる愛着のある

場所
　・沢山の刺激を受ける多様な環境
　この４点を踏まえた、子ども達の
可能性を広げる多様性のある幼稚園
を目指す施設づくりが、建設委員
会・幼稚園の教職員とともに進めら
れていった。

包み込むように園舎を配置し
て屋内外に多様性を

　新園舎は、園地の西側に幼稚園棟
と未就園児・預かり保育棟が園庭を
囲むように整備された。２棟は曲線
の回廊でつながり、その中央に十字
架が設置されている。芝生の園庭の
他には小学校との境に沿って緑豊か
なカリタスの森が形成され、南側は
スクールバスの通る車道となってい
る。旧園舎はこの園庭から車道に至
る園地の南側に建っていて、工事中
も仮設園舎を設けない「居ながら工
事」方式で進められた。

保育室と園庭をつなぐテラス、舗装路は正門から続く。園庭の芝生から居心
地のよい再生木材のデッキ、保育室へと子ども達は自由に行き来する

中庭を囲む円形の回廊。階段の手すりには十字架、丸みがありやさしく美しい木
の設え。窓の向こうには小学校が見える
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　２階建てでコンパクトにまとめら
れたA棟は、園庭に面する南側に保
育室を配置。南側は半屋外のテラ
ス、北側は楕円形の中庭を囲むオー
プンスペースと連続する環境がつく
られ、ここに、カリタス幼稚園が展
開するモンテッソーリ教育で重要な
位置を占める教具が配置されている
（詳細は後掲のインタビュー＆設計
ノートを参照）。
　園児はテラスから各階３室ずつつ
くられたそれぞれの保育室に直接出
入りするが、エントランスは園舎の
南西側にあり、事務室が面してい
る。保健室・職員室（事務室含む）・
園長室は内部でつながっているの
で、連携がとりやすいとのことだ。
その先（北西側）には中庭と接する
位置にかみさまの部屋、図書室・制
作室が続く。２階は同じ場所に音楽
室とホールなど学級を超えた大人数
が集まることのできるスペースが用
意されている。
　未就園児・預かり保育棟は正門か
ら最も近い場所にアプローチから直
接出入りできる預かり保育室があ

り、奥に未就園児を対象にプレ保育
を行う未就園児保育室が整備されて
いる。木田まゆみ園長は新園舎につ
いて「明るさや木がふんだんに使わ
れているところ、色々な活動が広が
っていく半屋外のテラスなどが、可
能性を広げるためのデザインとなっ
ている。家のように安心できる居心
地のよさ、自分の能力を発揮するた
めの刺激、自分で動いて自分で生活
していけるエッセンスが溢れてい
る」と話してくれた。

オープンスタイルで目指した
モンテッソーリ教育空間

　現在、カリタス幼稚園では、「先生
が何かを与えるのではなく、自分のや
りたいこと」を選び“ひとりでできた”
ことで成長するモンテッソーリ教育を
基本に、幼稚園指導要領を対応させ
た教育活動を展開しているという。
　最初は自立を支える基本的な運動
として、切る、貼る、タオルを絞る
など、日常の生活が自分で送れるよ
うになる活動を行う。十分な体験を
経た園児に次の興味が見えてくるよ

うになったとき、保育室に自らの興
味を引く次の段階のモンテッソーリ
教具が準備されていることに気づい
ていけるよう、教員が援助者として
の役割を果たす。大事なことは「子
ども達が自分のやりたいことを選
び、それぞれが生き生きと展開して
いること」と木田園長。それは「教
員の提供によってやり方を知るだけ
でなく、教員や他の子どもがしてい
ることを、よく見ることによって身
につく環境」も特徴の一つと話す。
　そのときに見通しのよいオープン
な環境が生きてくる。「ドアもなく、
教具棚も低めにつくられているた
め、活動の様子が見える。テラスか
らは他のクラスが外で遊んでいる様
子も見ることができる。子ども達に
一体感を生むと同時に見守られてい
る愛のある落ち着いた気持ちになれ
る場所。そのようなことを大事に考
えられてつくられていると思うの
で、その環境を活かしていくこと
が、私達に託されている」と、木田
園長は今後の幼稚園の展開について
も話してくれた。

エントランスそばの壁いっぱいの本棚には、子ども達を惹きつける沢山の本が魅力的に飾られている（左）。保育室やオープンスペースに用意されたモンテッソー
リ教具、子ども達は自然に取り組んでいる（中・右）

みんなと遊びを創造するホール（遊戯室） トイレも便器のレイアウトを工夫している音楽室は階段状につくられた
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教職員も一緒に考えた目指す教育の場
　　　　　　　　　子どもから学び、愛し、育んでいく

カリタス幼稚園
園長　木田 まゆみ 氏

　新園舎になり、登園風景が印象深
くなりました。各テラスから入室す
るような造りになっているのです
が、門のところで子どもたちを迎え
る時、彼らの動きがよく見えるよう
になったと同時に、保護者の方のク
ラスに向かう我が子の様子を見届け
てお帰りになる姿も印象的です。振
り返りながら教室に向かっていた我
が子が振り向かなくなった時の安心
と少しの寂しさが入り混じったよう
な表情に子どもを思う親心感じま
す。子どもたち迎える園舎の緩やか
な丸みを帯びた曲線が、まるで手を
広げて包み込む神さまのみ手を表し
ているようで心が穏やかになりま
す。緑の芝生が広がる園庭を含み、
このような様子が新園舎の特徴の一
つだと思います。

教育目標を形にした新園舎

　新園舎建設にあたっては、園の教
育モットー「愛の中で自由に大きく」
を踏まえて構想されました。「愛」は、
温かく優しさに溢れる空間となるこ
と、それらを特徴づけるように神さ
まのお部屋が設けられています。ス
テンドグラスが朝日を受けて光を帯
び、美しさと温かさが子どもたちを

惹きつけます。「自由」は、自己選
択や自己決定ができる喜びを与える
空間の中で主体性が育まれること。
「大きく」は、クラスでモンテッソー
リ活動とオープンスペースでのダイ
ナミックな活動、園庭やカリタスの
森で思い切り身体を動かし、子ども
たちの内なる力が十分開花すること
を期待しました。これまでは、クラ
ス単位を重要視する環境の中で、子
どもたちが集中しやすいよう配慮し
てきましたが、カリタス小学校の
オープンスペースの環境のアイデア
を取り入れ、より開放的になること
で、出会う・つながる・共有するこ
とが増え、活発な関わりの可能性が
広がる一方で、心地よい静けさの中
での集中と両立できるのか、教職員
には抵抗や不安がありました。けれ
ど、実際生活してみると、子どもた
ちはオープンな雰囲気の中で、自己
で選んだ活動に集中する様子があ
り、安心しています。

モンテッソーリ教育

　本園の特色であるモンテッソーリ
教育を十分生かすことは、新園舎に
求められることでした。モンテッ
ソーリ教育の特徴は、自己選択活動
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になります。自分の興味や関心のあ
る教具、教材を自由に選んで個別に
活動し、「自分でできた！」という
達成感と喜びを感じることで、自分
の内なる力を開花させていくので
す。各クラスの教具棚にあるモン
テッソーリ教具が、その活動を支え
ていて、秩序感のある教具たちが
「これやってみない？」と子どもた
ちを招きます。小学校は、聞く、書
く、読むを通して理解する学習で知
識を増やしていきますが、幼児期は
感性を働かせる体験を積み重ねるこ
とで学びの土台づくりをします。そ
のための基礎づくりとして「自分で」
できるようになることが大切なので
す。
　モンテッソーリ教育は、日常生活
の運動を切り取った切る、通す、結
ぶなどの「日常生活の練習」の他「感
覚」、「言語」、「数」、「文化」の５領
域の教育を通して感性を働かせ、物
の名称、色、形、大きさなど感覚的
に体験していきます。教室だけでな
く、園舎から園庭やカリタスの森に
出れば、葉の色や植物や果物の匂
い、感触などの体験が知識と結びつ
いていくところがとても面白いので
す。こうしたモンテッソーリ教育を

園舎で十分展開するため、宇都宮大
学の古賀研究室の協力を得て、重要
な教具棚についてのワークショップ
を、行っていきました。幼児期は環
境から様々な情報を吸収していくの
で、環境構成はとても大事です。段
ボールで作っていただいた原寸大の
教具棚の模型を実際において子ども
達の導線を確認し、どこに何を置く
ことが望ましいのか教員間で話し合
い、考え抜きました。新しい環境で
も子ども達の集中度合や主体性を観
察しながら、より良くしていくこと
が必要だと感じています。

子ども達に伝えたいこと

　新しい園舎で生活し始めて、子ど
も達がのびのびと、チャレンジして
いっていることを感じます。教員は
教える人ではなく、子どもが自ら考
え、試行錯誤を繰り返し、やり遂げ
るのを励ます援助者という立ち位置
ですね。年長児が年少児に「これ
やってみる？」と活動に誘い、自分
で選ぶまで忍耐強く寄り添っていう
のを見て、私たち教員があるべき姿
を子どもから学んでいます。新園舎
での生活がスタートした時、「先生、
どうすればいいの？」という声は子

ども達から聞こえてきませんでし
た。自分でよく見、考え、動いて
いったのです。そのように主体的な
生活ができるために、子ども達が新
しい環境の中で戸惑わずに生活でき
るようできるよう細部まで準備する
ことが私たちに求められているので
す。
　カリタスはラテン語で「愛」を意
味します。子ども達には人格の土台
づくりの幼稚園時代、愛される体
験、尊重し合う体験をたくさんして
ほしいと願っています。愛された体
験をした人は愛する人になります。
じっくり待ってもらえた人は、人に
対して忍耐強く待てる人になるので
す。しっかりと自己を持ちながら他
の人の幸せに寄与する人を育てるこ
とが本園をはじめカリタス学園の使
命です。私たち教職員は、子どもと
教具とつなぐ、子どもと保護者をつ
なぐ、神さまと子どもをつなぐ橋渡
しの人です。新園舎での生活の中で
「あなたはかけがえのない大切な一
人」と子ども達が実感できることが
私たちの願いです。
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