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大藤学園の前身である本郷幼稚園が、1958年に当時の白石町で最初の幼

稚園として産声をあげてから、半世紀以上が経ちました。今日では白石区

に３園、厚別区に２園、清田区、北区にそれぞれの認定こども園、また、大藤

子ども園、大藤学童くらぶ、さらには社会福祉法人において屯田大藤保育

園、手稲やまなみ保育園、児童デイサービスふわりを設置。卒園児が

43,727人を超える学園に成長しました。この実績は、私どもの誇りである

と同時に、偏に父母の方々の厚いご支援の賜と感謝しております。

幼稚園の記憶は心に深く刻まれ、いくつになっても想い出として蘇る時間

のひとつです。かけがえのないお子さまの良いスタートのために、私どもは

全力をつくします。これまでの信頼を大切に、さらなる研鑽を重ね、父母の

皆さまと手を取り合い、子どもたちの未来の基礎づくりに邁進いたします。

一生心にのこる幼稚園生活
理事長　大谷 和彦
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子どもと、いっしょに、これからも。
Our History and Future with Children

大藤学園は61年間、子どもと一緒に歩んできました。

昭和33年、第１号の本郷幼稚園ができたばかりのころ、スタッフは初

代園長の大谷フヂ子ひとりでした。保育、事務、掃除など、日常のすべ

てを取り仕切り、手探りのなか30名の子どもたちを育てたフヂ子は、

まさに子どもたちと一緒に、先生として成長する日々を過ごしました。

子どもへの接し方、先生としてのあり方。すべては手探りの中、園児を

育て送り出してきました。それから61年。これまでには、親子三代で入

園されたご家庭があり、先生として戻ってきてくれた卒園生がいます。

先生が、親子と一緒に考え、悩み、学び、一緒に歩む。それは、園児数も

教師数も増えた今の大藤学園においても、変わることはありません。

子育てに正解はなく、子どもも環境も変化し続けますが、だからこそ、

子どもたちと共に成長していくことが、たったひとつのやり方なのだ

と、わたしたちは考えています。

大藤学園は61年間、子どもたちと一緒に歩んできました。そしてこれ

からも、一緒に歩いていきます。

●入園式（初代園長大谷フヂ子と園児たち） ●修了式（初代理事長大谷外吉） ●春の遠足 ●修了式
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「体」 「知」 「心」 

大藤学園の目指す教育目標は、建学以来、変わることなく「体・知・心」にあります。この教

育目標は、人間が人間として生きるために必要な基礎づくりを意味し、同時に子どもた

ちが「体・知・心」の調和のとれた発達によって、将来、立派な社会人として成長してほし

いという願いをこめています。人間形成の基礎となる「心・身（体）」の発達の上に生きて

ゆくために必要な「知」を導き入れることによって、子どもたちの無限の可能性を求め、

永遠の成長を願う ─ これが私たちの目指すところです。

Educational Policy

未来を創る子どもたちへ

人間としての基礎づくり

幼児期において最も大切なことは、なによりも健康な身体づくりです。「体」の教育は幼児

の自立にもつながります。

子どもたちの身体の成長は、バランスのとれた食事と共に、運動が欠かせません。基礎的

な体力や運動能力をしっかり養うために、歩く、走る、跳ぶ、投げる、蹴るなどの行動を積

極的に促し、マラソンやサッカー、縄跳び、跳び箱、鉄棒など、子どもたちが楽しく取り組

める“場”を組み込んだカリキュラムによって、子どもたちは日々成長をとげていきます。

この第一の目標は、健康な体づくりから、精神的にも豊かで強く、どんな困難にあっても

克服する努力を続けるたくましい子に育っていくことを願うものです。

健康で、明るく、たくましい子どもに育てる

子どもたちの好奇心・探究心には、驚くべきものがあります。初めてのことに対してもす

すんで取り組み、いつしか工夫や新しいアイデアが生まれてきます。文字や数、絵や工作、

歌や踊り─対象は異なっても、知ること、表現することに目を輝かす子どもたちの姿は

とても素晴らしく、感動的でさえあります。

私たち大藤学園の第二の目標は、「知」の力や、知る喜びを引き出すことです。

学ぶ喜びと知への意欲を養うために自主性を重視した教育を目指し、“あたま”だけでな

く“からだ”で考えるカリキュラムを取り入れています。喜びをもって楽しく活動すること

は、集中力を高め、知的な発達へと導くことにつながります。

創造性豊かで、やる気のある子どもに育つことを願っています。

創造性豊かで、やる気のある子どもに育てる

幼児期は、もっとも素直になんでも吸収する時代。「心」の基礎づくりに大切な時期です。

私たち大藤学園では、「ありがとう」「ごめんなさい」を素直にいえる子ども、まわりを思

いやる温かい心を持った子ども、美しいものに感動できる豊かな心を持つ子どもに育て

たいと考えています。そして大人になっても、そのどれをも失わない人間に成長してほし

いと願っています。

情操は、毎日の中で少しずつ育んでいくものです。お友だちと四季折々の自然とふれあっ

たり、草花を育てたり。小さな命を大切にするやさしい心は、こうした中から育まれてい

きます。

第三の目標は、まさに人間づくりそのもの。私たちの社会の未来は、子どもたちの未来そ

のものだからです。

情操豊かで、心優しい子に育てる

「体」 

「知」 

「心」 

Health and Power

Wisdom and Creativity

Heart and Kindness

心

体

知
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大藤学園では、7つの幼稚園・認定こども

園すべてで送迎用のバスを運行していま

す。大切なお子さまですので安全第一を

モットーに、毎日の送り迎えをしています。

全ての幼稚園に

安全のための設

備が備えつけら

れています。

らくらく安心の送迎用バス

安全設備

制服（夏服・冬服） バラエティー豊かな
メニューの給食

大藤学園施設MAP

Hongoh
Kindergarten

Sapporo 
Shirakaba 
Kindergarten

5 6

本郷幼稚園

●設立／昭和 33年 11月 20日　●クラス数／ 13クラス　●園児数／ 363名
●施設設備／ 3階建て、園庭、遊具、中庭、室内プール、温室、ホール、視聴覚室、多目的室、トイレ
5ヵ所　●周辺環境／本郷公園隣接、地下鉄南郷 7丁目駅 1番出口より 1分

園長 大谷 直紀

●設立／昭和43年 12月 25日　●クラス数／12クラス　●園児数／390名
●施設設備／3階建て、園庭、遊具、園外菜園、ホール、トイレ3ヵ所　●周辺環境／大藤子ども園隣接、
大藤子ども園しらかば館隣接、のぞみ公園隣接、大谷地小学校向、地下鉄南郷18丁目駅2番出口より1分

園長 中村 みどり

子どもたちを迎える明るい玄関 愛情たっぷり手作り環境

みんな大好き！アンパンマンと
ドキンちゃん 子どもたちに人気の園庭遊具

ゴールを守る手作りくまさん フカフカ エアポリンでいい気分

2階の絵本コーナーで
のんびり読書♪

体力作りマット、跳び箱、
サッカーに挑戦中！

英語で遊ぼう
HOW ARE YOU? I’m good♡ 玄関に入ると熱帯魚がお出迎え！

ぶどう狩りができる中庭階段横には大人気の滑り台！

幼稚園の

紹介
Our Kindergartens

大藤学園は現在、札幌市内に７つの

幼稚園・認定こども園を開設してい

ます。白石区に3園、厚別区に2園、

清田区・北区に各1園あり、それぞ

れの幼稚園・認定こども園が、子ど

もにとって最良の教育とは何かを

考え、日々取り組んでいます。

自信を持って自己表現することが求められる時代になってきました。自分を

いかに上手にアピールするか、このような意識は小さい頃から育むことに

よって効果を発揮するものと考えます。さらに、創意工夫が豊かにできる子ど

もたちの可能性を皆さまといっしょに伸ばしていきましょう。

一人ひとりの子どもたちが大切にされている、必要とされていると感じること

のできる毎日、そんな居心地の良い、心に残る幼稚園でありたいと思っていま

す。お友だちと過ごす毎日から、人に迷惑をかけないこと、思いやりの心が育つ

ことを願っています。家庭との連絡を密に、温かな幼稚園づくりに頑張ります。

〒003-0024  札幌市白石区本郷通6丁目南4-17
TEL.011-861-6211　FAX.011-863-0088

〒003-0023  札幌市白石区南郷通18丁目北5-5
TEL.011-864-2623　FAX.011-864-5277

施設型給付の幼稚園

施設型給付の幼稚園
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大藤学園では、7つの幼稚園・認定こども

園すべてで送迎用のバスを運行していま

す。大切なお子さまですので安全第一を

モットーに、毎日の送り迎えをしています。

全ての幼稚園に

安全のための設

備が備えつけら

れています。

らくらく安心の送迎用バス

安全設備

制服（夏服・冬服） バラエティー豊かな
メニューの給食

大藤学園施設MAP

Hongoh
Kindergarten

Sapporo 
Shirakaba 
Kindergarten

5 6

本郷幼稚園

●設立／昭和 33年 11月 20日　●クラス数／ 13クラス　●園児数／ 363名
●施設設備／ 3階建て、園庭、遊具、中庭、室内プール、温室、ホール、視聴覚室、多目的室、トイレ
5ヵ所　●周辺環境／本郷公園隣接、地下鉄南郷 7丁目駅 1番出口より 1分

園長 大谷 直紀

●設立／昭和43年 12月 25日　●クラス数／12クラス　●園児数／390名
●施設設備／3階建て、園庭、遊具、園外菜園、ホール、トイレ3ヵ所　●周辺環境／大藤子ども園隣接、
大藤子ども園しらかば館隣接、のぞみ公園隣接、大谷地小学校向、地下鉄南郷18丁目駅2番出口より1分

園長 中村 みどり

子どもたちを迎える明るい玄関 愛情たっぷり手作り環境

みんな大好き！アンパンマンと
ドキンちゃん 子どもたちに人気の園庭遊具

ゴールを守る手作りくまさん フカフカ エアポリンでいい気分

2階の絵本コーナーで
のんびり読書♪

体力作りマット、跳び箱、
サッカーに挑戦中！

英語で遊ぼう
HOW ARE YOU? I’m good♡ 玄関に入ると熱帯魚がお出迎え！

ぶどう狩りができる中庭階段横には大人気の滑り台！

幼稚園の

紹介
Our Kindergartens

大藤学園は現在、札幌市内に７つの

幼稚園・認定こども園を開設してい

ます。白石区に3園、厚別区に2園、

清田区・北区に各1園あり、それぞ

れの幼稚園・認定こども園が、子ど

もにとって最良の教育とは何かを

考え、日々取り組んでいます。

自信を持って自己表現することが求められる時代になってきました。自分を

いかに上手にアピールするか、このような意識は小さい頃から育むことに

よって効果を発揮するものと考えます。さらに、創意工夫が豊かにできる子ど

もたちの可能性を皆さまといっしょに伸ばしていきましょう。

一人ひとりの子どもたちが大切にされている、必要とされていると感じること

のできる毎日、そんな居心地の良い、心に残る幼稚園でありたいと思っていま

す。お友だちと過ごす毎日から、人に迷惑をかけないこと、思いやりの心が育つ

ことを願っています。家庭との連絡を密に、温かな幼稚園づくりに頑張ります。

〒003-0024  札幌市白石区本郷通6丁目南4-17
TEL.011-861-6211　FAX.011-863-0088

〒003-0023  札幌市白石区南郷通18丁目北5-5
TEL.011-864-2623　FAX.011-864-5277

施設型給付の幼稚園

施設型給付の幼稚園
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北野しらかば幼稚園・保育園

〒004-0865  札幌市清田区北野5条2丁目2-21
TEL.011-881-7711　FAX.011-881-7712　

乳児期に最も大切なのは、人間に対する信頼感を育てることと考えています。

北野しらかば保育園では「育児担当保育」を導入し、担当保育士が毎日同じ子

どもの生活面に関わるように過ごしています。大人と子どものよりよい関係

を確立し、人を信頼することで、自分自身の存在に自信を持ち、他人に対して

優しい人になれることを願っています。

●設立／平成 26年 12月 1日　●クラス数／ 3クラス　●園児数／ 36名
●施設設備／RC造 2階建て、地中熱床冷暖房、LED照明、調理室（食育窓）　
●周辺環境／北野西公園そば

季節の行事を大切にしています
個々の発達に合わせた遊びを捉え、
成長を促しています

食材を見て、触れて、味わう
“食育活動”を取り入れています

幼稚園との合同保育では、
3・4・5歳児と一緒に様々な経験をします

質の良い玩具は、子どもの心を
育てます

近隣の公園で、四季を感じ
遊んでいます

Kitano 
Shirakaba 
Kindergarten
& Nursery 
School

〒003-0869  札幌市白石区川下749-55
TEL.011-875-6661　FAX.011-875-6662

北都幼稚園

日々の園生活を過ごすことで、子どもたちに「思いやりの心」「素直な心」「温

かい心」を育てる保育を大切にしています。保育教諭と保護者の皆さまがと

もに同じ目線で子どもたちの教育に当たることで、みんなが太い絆で結ば

れ安心できるAT HOMEな園づくりを目指します。

●設立／昭和 55年 11月 1日　●クラス数／ 12クラス　
●園児数／ 303名（幼稚園部 3歳～5歳）、41名（保育園部 0歳～2歳）
●施設設備／ 2階建て、園庭、遊具、室内プール、ホール、厨房　●周辺環境／北都中学校隣り

〒004-0014  札幌市厚別区もみじ台北5丁目6-1
TEL.011-897-2709　FAX.011-897-2710

もみじ台幼稚園

子どもたちの、笑い声、話し声、歌声がこだまし、賑やかな明るい幼稚園。一匹

の虫の動きにも、風の香りにも驚き、発見をする気持ちと感動する心をもった

子どもたち。その子どもたちにパワーを送り続け、 私、自らが生き生きと輝く

日々を、子どもたちと共に送りたいと思っています。

●設立／昭和 47年 12月 25日　●クラス数／ 7クラス　●園児数／ 196名
●施設設備／地下付き 2階建て、園庭、遊具、室内プール、ホール、多目的室、絵本室、トイレ 2ヵ所　
●周辺環境／もみじ台北公園そば

みんなに人気の絵本室で読書 天候に左右されない室内プール

子どもたちが夢中になる
“どろんこ遊び”

みんな大好き郵便ごっこ！！
（郵便局員は年長組が行います）

幼稚園保育室（1歳・2歳）。色々な
体験を通し健やかに育っています

明るく広い玄関フロア
落ち着いた家庭的な雰囲気の
保育部（0歳～2歳児）

オープンスペースで見渡しの良い
保育室（教育部3歳～5歳児）

園内を見渡せる廊下と
温かい光が差し込む吹き抜け

毎日温かい給食を提供する厨房
階段の下は子どもたちが大好きな
トンネル

Hokuto 
Kindergarten

Momijidai 
Kindergarten

園長 西川 装

園長 大谷 玲子

専門のコーチを招いて体力作り

〒004-0865  札幌市清田区北野5条2丁目2-20
TEL.011-881-8686　FAX.011-881-8695

キラキラ輝く瞳に、無限の可能性を感じさせる子どもたち。その無垢な心はい

つも新鮮な風を運んできてくれます。この子どもたちと共感できる喜びを何

より大切にしたいと思っています。今後も、父母の皆さまと手をとりあい一丸

となって、教職員一同がんばります。

●設立／昭和 54年 3月 5日　●クラス数／ 12クラス　●園児数／ 360名
●施設設備／地下付き 2階建て、園庭、遊具、ホール、図書コーナー、トイレ 3ヵ所　
●周辺環境／北野西公園そば

「いらっしゃいませ！」お店屋さんごっこ。
楽しい行事が盛り沢山！

幼稚園バスに乗って
元気に「いってきまーす！！」

おいしいお弁当を「いただきまーす」
鍵盤ハーモニカとピアノで
先生と発表会ごっこ

こどもたちに大人気！！
園庭のすべり台

園庭のプールでジャブジャブ
楽しい水あそび！！

園長 大谷 和彦

園長 澤木 多佳子

幼稚園の

紹介

幼稚園型認定こども園

幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園

保育園舎

幼稚園舎
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北野しらかば幼稚園・保育園

〒004-0865  札幌市清田区北野5条2丁目2-21
TEL.011-881-7711　FAX.011-881-7712　

乳児期に最も大切なのは、人間に対する信頼感を育てることと考えています。

北野しらかば保育園では「育児担当保育」を導入し、担当保育士が毎日同じ子

どもの生活面に関わるように過ごしています。大人と子どものよりよい関係

を確立し、人を信頼することで、自分自身の存在に自信を持ち、他人に対して

優しい人になれることを願っています。

●設立／平成 26年 12月 1日　●クラス数／ 3クラス　●園児数／ 36名
●施設設備／RC造 2階建て、地中熱床冷暖房、LED照明、調理室（食育窓）　
●周辺環境／北野西公園そば

季節の行事を大切にしています
個々の発達に合わせた遊びを捉え、
成長を促しています

食材を見て、触れて、味わう
“食育活動”を取り入れています

幼稚園との合同保育では、
3・4・5歳児と一緒に様々な経験をします

質の良い玩具は、子どもの心を
育てます

近隣の公園で、四季を感じ
遊んでいます

Kitano 
Shirakaba 
Kindergarten
& Nursery 
School

〒003-0869  札幌市白石区川下749-55
TEL.011-875-6661　FAX.011-875-6662

北都幼稚園

日々の園生活を過ごすことで、子どもたちに「思いやりの心」「素直な心」「温

かい心」を育てる保育を大切にしています。保育教諭と保護者の皆さまがと

もに同じ目線で子どもたちの教育に当たることで、みんなが太い絆で結ば

れ安心できるAT HOMEな園づくりを目指します。

●設立／昭和 55年 11月 1日　●クラス数／ 12クラス　
●園児数／ 303名（幼稚園部 3歳～5歳）、41名（保育園部 0歳～2歳）
●施設設備／ 2階建て、園庭、遊具、室内プール、ホール、厨房　●周辺環境／北都中学校隣り

〒004-0014  札幌市厚別区もみじ台北5丁目6-1
TEL.011-897-2709　FAX.011-897-2710

もみじ台幼稚園

子どもたちの、笑い声、話し声、歌声がこだまし、賑やかな明るい幼稚園。一匹

の虫の動きにも、風の香りにも驚き、発見をする気持ちと感動する心をもった

子どもたち。その子どもたちにパワーを送り続け、 私、自らが生き生きと輝く

日々を、子どもたちと共に送りたいと思っています。

●設立／昭和 47年 12月 25日　●クラス数／ 7クラス　●園児数／ 196名
●施設設備／地下付き 2階建て、園庭、遊具、室内プール、ホール、多目的室、絵本室、トイレ 2ヵ所　
●周辺環境／もみじ台北公園そば

みんなに人気の絵本室で読書 天候に左右されない室内プール

子どもたちが夢中になる
“どろんこ遊び”

みんな大好き郵便ごっこ！！
（郵便局員は年長組が行います）

幼稚園保育室（1歳・2歳）。色々な
体験を通し健やかに育っています

明るく広い玄関フロア
落ち着いた家庭的な雰囲気の
保育部（0歳～2歳児）

オープンスペースで見渡しの良い
保育室（教育部3歳～5歳児）

園内を見渡せる廊下と
温かい光が差し込む吹き抜け

毎日温かい給食を提供する厨房
階段の下は子どもたちが大好きな
トンネル

Hokuto 
Kindergarten

Momijidai 
Kindergarten

園長 西川 装

園長 大谷 玲子

専門のコーチを招いて体力作り

〒004-0865  札幌市清田区北野5条2丁目2-20
TEL.011-881-8686　FAX.011-881-8695

キラキラ輝く瞳に、無限の可能性を感じさせる子どもたち。その無垢な心はい

つも新鮮な風を運んできてくれます。この子どもたちと共感できる喜びを何

より大切にしたいと思っています。今後も、父母の皆さまと手をとりあい一丸

となって、教職員一同がんばります。

●設立／昭和 54年 3月 5日　●クラス数／ 12クラス　●園児数／ 360名
●施設設備／地下付き 2階建て、園庭、遊具、ホール、図書コーナー、トイレ 3ヵ所　
●周辺環境／北野西公園そば

「いらっしゃいませ！」お店屋さんごっこ。
楽しい行事が盛り沢山！

幼稚園バスに乗って
元気に「いってきまーす！！」

おいしいお弁当を「いただきまーす」
鍵盤ハーモニカとピアノで
先生と発表会ごっこ

こどもたちに大人気！！
園庭のすべり台

園庭のプールでジャブジャブ
楽しい水あそび！！

園長 大谷 和彦

園長 澤木 多佳子

幼稚園の

紹介

幼稚園型認定こども園

幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園

保育園舎

幼稚園舎
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認定こども園

〒002-8073  札幌市北区あいの里3条3丁目1-2
TEL.011-778-2911　FAX.011-778-2910
【うたの森（保育園棟）　TEL.011-770-4000　FAX.011-770-4001】

未来を創る子どもたちへ、その未来を見据えた「今」を大切にします。子どもた

ちの自らの育ちと育ち合いを支援し、自己肯定感に満ち溢れた保育を目指し

ます。保護者の皆さまと手を携えながら、子どもたちの輝く笑顔と感動のある

幼稚園を求めてベストを尽くします。

平成29年度より幼保連携型認定こども園となり、乳児保育、また幼児の延長

保育を「うたの森」園舎で行っています。

●設立／平成 7年 2月 15日　●クラス数／ 8クラス　●園児数／ 228名
●施設設備／ 2階建て、園庭、遊具、室内プール、ホール、トイレ 4ヵ所　
●周辺環境／あいの里西公園そば

〒003-0023  札幌市白石区南郷通18丁目北6-4
TEL.011-864-3737　FAX.011-864-3636

平成27年4月から「認可保育園」としてスタート致しました。0歳、1歳、2歳のそ

れぞれの育ちを考え、日々の生活の中から人としての豊かな「心」を育んで欲

しいという願いを持ち、子どもたちの一瞬にフォーカスして保育にあたってい

ます。皆様から信頼される、温かい保育園を目指してこれからも頑張っていき

たいと思っています。

●設立／平成 27年 4月 1日　●クラス数／ 3クラス　●園児数／定員 60名　●対象／ 0歳～2歳児
●施設設備／3階建て、室内プール、室内砂場、ホール　●保育時間／ 7：00～19：00（月～土）
●周辺環境／札幌白樺幼稚園隣接、地下鉄南郷18丁目駅2番出口より1分

子どもたちの
声が響きわたる
多目的室

ロフト付の広々としたホール
毎日おいしい給食を
提供する調理室

全天候型室内砂場子どもたちに大人気の温水プール

うたの森園舎（保育園棟）

鍵盤ハーモニカで音と心の
ハーモニーを養う 芝生でダイナミックに体づくり

走りまわれるほど
広々としたホール

冬は園庭の雪山が最高の
あそび道具

Ainosato 
Ohfuji 
Kindergarten

Ohfuji 
Kodomoen 
Nursery 
School

新さっぽろ幼稚園・保育園

〒004-0031  札幌市厚別区上野幌1条2丁目6-20
TEL.011-890-7171　FAX.011-890-7272　

0～2歳児は、基本的生活習慣の確立と、体の基礎づくりを目指します。3～5歳

児は、知的好奇心からつながる発見・創造・工夫・感動を通し、豊かな心を育み

ます。自己選択できるあそび、異年齢交流を軸に、野性に富んだ子どもに育つ

のが我々の願いです。緑のスロープ
（屋外運動場）で
あそぶことで
基礎体力が
身についていく

やりたいことが実現できる
ゆとりのある保育時間

水の中庭・砂の中庭など
自然のリズムが感じられる園内

月に一度の誕生会。
異年齢交流により豊かな心を育む

Shin 
Sapporo 
Kindergarten
& Nursery 
School

3～5歳児は、天気に拘わらず自分の
足で保育園と幼稚園を行き来する

幼稚園の

紹介

園長 大坂 克之

認可保育園

園長 田中 喜久美

幼保連携型認定こども園幼保連携型認定こども園

〒004-0032  札幌市厚別区上野幌2条3丁目6-1
TEL.011-894-6160　FAX.011-894-6261

全ての子どもが生き生きと輝く眼と心を持ってほしいから、自らパワフルに、

自ら笑顔で優しく温かく、自ら発見、驚き感動できる心を持ち続ける。その心

で日々子どもたちと接していく、これが私のモットーです。

●設立／昭和 62年 12月 3日　●クラス数／ 11クラス　●園児数／ 317名
●施設設備／ 2階建て、園庭、遊具、ミニ菜園、室内プール、ホール、多目的室、トイレ 2ヵ所　
●周辺環境／白樺公園隣接

週1回のジャズダンスレッスン 明るい玄関

おいしいカレーになぁ～れ！ 子どもたちに大人気の園庭遊具

ジュニアジムのある広いホール天候に左右されない室内プール

園長 吉田 深雪

保育園舎

幼稚園舎

●設立／平成 25年 4月 1日　●クラス数／ 0～5歳児により縦割　●園児数／ 61名
●施設設備／一部 2階建て、緑のスロープ（園庭）、地中熱床冷暖房、薪ストーブラウンジ、3重窓
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大藤学園は、子育ての助けになるサービスや事業を複数展開しています。幼稚園に通っている間だけではなく、0歳～小学6年生ま

での子育て期間全体にわたって、サポート・教育をする事が私たちの目標です。

大藤学園の各幼稚園では、親同士、子ども同士の交流の場や、

子育ての情報交換の場として「幼稚園開放」を行っています。

歌あそびや体操、製

作、絵本、人形劇、集団

あそび（ゲーム）など、

楽しいイベントを毎

回色々なかたちで開

催しています。

1歳
から

幼稚園開放（おひさまクラブ）

● 対　象…1歳から就園前の親子
● 会　場…各幼稚園・ホール

11 12

子育て支援 Child-Raising Support 

季節を感じながら行う楽しいイベントのひとつひとつが、かけがえのない

思い出になります。みんなで一緒のことに取り組み達成することで、協力

することの大切さを学び、さまざまな経験が心と体を豊かに育てます。

年間イベント Annual Events

1年中、わくわく。 みんなといっしょに、どきどき。 四季折 の々主な行事。

さまざまなご事情により、お子さまを降園時間にお引き取り

できないご家庭のために、お子さまをお預かりすることが

できます。

・保育時間…幼稚園の保育時間終了後～18:00

・長期休暇中（夏・冬・春休み期間）8:00～18:00

園児
対象

お預かりサービス

❷ 預かり保育（～18:00）

❶ 幼稚園通常保育時間終了

幼稚園に入る前のお子さまが、先生や友だちと一緒にいろい

ろなあそびを体験することで、生活習慣や集団でのルール、協

調性を身につけるこ

とを目的としていま

す。また、友だちと遊

ぶことに喜びを感じ

るようになると、幼稚

園や集団生活への期

待も高まり、自立にも

つながります。

2歳未就園児教室

● 対　象…2歳児
● 開　催…各幼稚園 保育室
　 6月～3月までの週1回 ※年32回程度

● 定　員…1クラス10名程度

※幼稚園によって開始終了時間は異なります。

大藤子ども園ほんごう館
（小規模保育事業）

● 対　象：0歳～2歳児　
● 保育時間：7:00～19:00（月～土）
● 所在地：札幌市白石区本郷通7丁目南1-3
　  （地下鉄南郷7丁目駅1番出口より2分）（本郷幼稚園向い）

● TEL：011-861-1018

大藤子ども園しらかば館
（小規模保育事業）

● 対　象：0歳～2歳児　
● 保育時間：7:00～19:00（月～土）
● 所在地：札幌市白石区南郷通18丁目北3-14
● TEL：011-860-4747

子どもたちが放課後、安心して生活できる環境づ

くりのために学童くらぶはあり、異年齢の子ども

たちであそんだり、おやつを食べたり、学習した

りします。外国人講師による英語授業を週1回実

施。長期休みではバスで公園や施設などの園外

活動も行っています。集団生活により友だちとの

協調性を養い、異年齢の子どもたちを知る機会

を大切にしています。

大藤学童くらぶ
● 対　象：小学1年生～小学6年生
● 保育時間：平日…下校時間～20:00
　 土曜・特別休校日…8:00～20:00
     ※7:30～の受け入れ、20:00までの延長預かり対応

● 所在地：札幌市白石区南郷通18丁目北6-4
● TEL：011-864-3737　
　 FAX：011-864-3636　

大藤子ども園きたの館
（企業主導型保育事業）

● 対　象：0歳～2歳児　
● 保育時間：7:00～19:00（月～土）
● 所在地：札幌市清田区北野6条2丁目12-16
● TEL：011-888-2811

商店街の保育園（企業主導型事業）
● 対　象：0歳（5か月）～2歳児　
● 保育時間：7:00～19:00
● 所在地：札幌市白石区本郷通6丁目北5-21 
 第3光ハイツ1F
● TEL：011-595-8163

●入園・進級式

●春の遠足　
●身体測定

●運動会

●七夕・お泊り会

●芋掘り　
●園内サッカー大会

●秋の遠足　
●マラソン大会
●学園サッカー大会

●お遊戯会

●もちつき会　
●お店屋さんごっこ　
●クリスマス会

●節分会　
●音楽会

●ひな祭り会　
●お別れ会　
●卒園・修了式

●そりあそび　
●雪あそび

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

【entrance ceremony】 【height & weight check】

去年より
たくさん
のびた！

【field trip & picnic】

【sports day】 【sports day】

願いごとが

叶います

ように…

【star festival】 【pool time】

【marathon】
みんなで頑張るぞ！サッカー大会！

【soccer tournament】

【school play & musical】

【soccer】

【making rice cake】

【bean throwing ceremony】

【christmas】

みんなで
鬼はそと！
福はうち！

【musical showcase】 【graduation ceremony】

※朝の預かり、18時以降の預かりは各園までお問い合わせください。

0歳

から

0歳

から

小学生に
なったら

0歳

から

0歳

から
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【Ohfuji kids】

今日もわくわく
毎日すくすく!!

大藤学園では子どもたちが個性豊かにのびのびと生活しています。

友だちとあそびながら、楽しみながら大切なことを学びとっていける

ように手助けをすることが、私たちの役目であり、喜びです。

７つの幼稚園と屯田大藤保育園が集合して開催される、大藤学園サッ

カー大会。ひとつのサッカーボールを一心に追いかける姿は、元気のカタ

マリ。観戦する父母の方々も、つい力が入ります。この大会の会場は北海道

コンサドーレ札幌のホーム、札幌厚別公園競技場で開催されています。

【Ohfuji institute soccer tournament】

ボールは、

わたさないぞ！

さあこい！

 ドキドキ・・・

このまま
ゴールまで！

今日も1日がんばるぞ！

きれいな

しゃ
ぼん玉が

たくさん！

じゅんび体操
いち！に！

　いち！に！

はだかで

砂遊び

楽しいね！
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７つの幼稚園と屯田大藤保育園が集合して開催される、大藤学園サッ

カー大会。ひとつのサッカーボールを一心に追いかける姿は、元気のカタ

マリ。観戦する父母の方々も、つい力が入ります。この大会の会場は北海道

コンサドーレ札幌のホーム、札幌厚別公園競技場で開催されています。

【Ohfuji institute soccer tournament】

ボールは、

わたさないぞ！

さあこい！

 ドキドキ・・・

このまま
ゴールまで！

今日も1日がんばるぞ！

きれいな

しゃ
ぼん玉が

たくさん！

じゅんび体操
いち！に！

　いち！に！

はだかで

砂遊び

楽しいね！
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大藤学園は、幼稚園の他にも教育・子育てに関連した幅広い事業を展開し、さまざまな面での支えになることを目指しています。現在お子さまが通園中のお母さんや、過去に学園に園児として通っていた先生に大藤学園についてのお話を聞きました。

インタビュー Interview 関連事業 Related Services 

幼児期に、会話を主体にした生きた英語に、体ごと親しむことが目的です。海外留学経験のある日本人と外

国人講師2人が全クラス充実したティームティーチングを行うことにより、児童英検（ACET）・実用英検

（STEP）それぞれに、1級・2級合格など、抜群の成果をあげています。専用スクールバスも運行しています。

レギュラーコース（年少（3歳）～小学6年生）

・聞く力と話す力を育成

アドバンストコース（小学上級者～中高生）

・日常会話・文章力の基礎づくりに。実用英検に対応

一般会話クラス（小学高学年以上）

・中学英語の基礎力となる単語力・文法力を習得

ジュニアハイプレップコース（小学3年生～）

・聞く、話す、読む、書くをバランスよくマスター

●ギブアス・大藤英語学院 give us Ofuji English Academy

・教　室：各幼稚園
・本部所在地：札幌市白石区本郷通6丁目南4-17（本郷幼稚園内）
・TEL・FAX：011-861-8901

since1987

家庭と連携をとり、「何を・いつ・どんな方

法で」身に付けられるかを検討していま

す。子どもの人権・主体性を尊重し、乳児期

から幼児期への教育の連続性に努め、子ど

も一人ひとりが自信を持って様々なこと

に取り組める保育の実現を目指します。

保育園の暮らしの中から『社会体験』・『自然体験』・『生活

体験』の充実を目指しています。北海道に育つ我々だから

こそ深められる保育の可能性を探りながら、『感じる力、考

える力、前を向く力』を育むことを大切に、日々の保育を

おこなっています。起伏のある凸凹園庭は、自然の
いのち
生命と

ともに子ども達の豊かな心身を育みます。

●屯田大藤保育園 Tonden Ohfuji Nursery School

・定　員：155名
・所在地：札幌市北区屯田8条7丁目1-1（屯田小学校近く）
・TEL：011-775-2511　FAX：011-775-4333

●手稲やまなみ保育園 Teine Yamanami 
Nursery School

・定　員：125名
・所在地：札幌市手稲区稲穂2条5丁目5-5
 （JR稲穂駅より約500m）
・TEL：011-695-8073　FAX：011-695-8075

１階にはどなたでも利用できるキッズス

ペース完備の食事処、就労継続支援Ｂ型

施設の『寄り処～山麓郷』があります。2階

は生活介護施設。3階には手稲山が眺望

できるオープンデッキがあります。オリジ

ナルコーヒー、日替わり定食など、季節を

感じにお子様連れでいらしてください。

●寄り処～山麓郷
・所在地：札幌市手稲区稲穂2条6丁目3-14
・TEL：011-688-9005

「児童デイサービス」は、発達に心配があるお子さまや、障がいの

あるお子さまの育ちをご家族とともに見守り、働きかけを行う

療育機関です。ふわりでは、

お子さまが笑顔で楽しく過

ごすことができる場所を提

供し、一人ひとりの発達の状

態を考えながら遊びを中心

としたかかわりを行ってい

ます。

●大藤児童デイサービス「ふわり」
・定　員：20名
・対象児童：2歳頃～18歳まで
・所在地：札幌市白石区南郷通18丁目北6-3（大藤ビル2階）

・TEL：011-864-6711

●大藤児童デイサービス
　「ふわりとんでん」
・定　員：10名
・対象児童：2歳頃～小学校卒業後は要相談
・所在地：札幌市北区屯田8条8丁目2-8
・TEL：011-299-4427

●「相談室ふわり」
・定　員：なし
・対象者：0歳～後期高齢者まで
・所在地：札幌市白石区南郷通18丁目北6-3（大藤ビル2階）

・TEL：011-864-6711　FAX:011-376-1501

●大藤児童デイサービス 「ふわり第２」
・定　員：10名
・対象児童：2歳頃～小学校卒業後は要相談
・所在地：札幌市厚別区厚別南5丁目1-57
・TEL：011-807-8811　FAX:011-807-0646

大藤学園は、2008年からシンガポール

の幼稚園Crester Education Group

（クレスターエデュケーショングルー

プ）と姉妹園提携を行い、職員の研修

派遣、園児との交流を行っています。

2013年からは中国天津市の天津市川

迪南希幼稚園との交流協定を結んでい

ます。

国際交流 International Exchange

ご縁があり、親子三代で大藤学園に入園することができ、大変嬉

しく感じております。私自身の記憶として、運動会、マラソン大

会、サッカー大会など豊富な行事の楽しい思い出ばかりで、悠馬

の入園に何の躊躇いもありませんでした。入園後すぐの運動会、

想像どおりの元気で明るい愛嬌ある先生方、お友達に囲まれ、

悠馬もいつも以上の笑顔で楽しんでおりました。これからも多

くの行事があるので、親子ともに楽しみが増えるばかりです。入

園後、悠馬が日々成長してい

る姿を年少組の現時点で感

じられるのも大藤学園の素

晴らしい環境のお陰であ

ると感謝しております。

私は20年前に北野しらかば幼稚園を卒園しました。幼稚園が大

好きだったこと、先生方に優しくしてもらったこと、楽しい思い

出が沢山出来たことなど今でも覚えています。又、学生時代に

職場体験で当時の担任、武田留美先生と再会をしました。この

体験をきっかけに、いつか一緒に働きたいという気持ちにな

り、卒園をして14年後に再び大藤学園という場所に戻ることが

でき、さらに当時の担任の先生と一緒に、働く夢が叶い嬉しく感

じています。

Ohfuji institute alumni Ohfuji institute alumni

社会福祉法人大藤福祉会

憧れの先生に！

札幌白樺幼稚園

●伊藤 貴晃さん（父・新さっぽろ幼稚園・平成7年度卒園）

●伊藤 悠馬くん（札幌白樺幼稚園）

●伊藤 直行さん（祖父・札幌白樺幼稚園・昭和45年度卒園）

北野しらかば幼稚園

●保育教諭 三原 楓（平成11年度卒園）

生活介護フロア生活介護フロア

寄り処～山麓郷寄り処～山麓郷

さんろくごう

分園分園

分園分園

左が三原先生・右が武田先生
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昭和33年 ・札幌市白石区本郷通6丁目南15番地において、本郷幼稚
園の建設に着手。

 ・本郷幼稚園、白石地区最初の幼稚園として開園。1学級30
名。大谷フヂ子園長就任。

昭和41年 ・白石区南郷通18丁目北43番地に、分園として白樺幼稚園
を開園。園児40名を移籍。2学級。

昭和42年 ・私立大藤学園から学校法人大藤学園となり、初代理事長
に大谷外吉就任（12月24日認可）。

昭和43年 ・白樺分園を札幌白樺幼稚園として独立。4学級。
 ・本郷幼稚園改築。鉄骨鉄筋2階建て第1期工事完成。開道

百年祭典に出場（円山総合グラウンド）。
昭和44年 ・本郷幼稚園第2期工事完成。園舎落成ならびに10周年記

念式典を行う。幼小中高全道演劇研究大会に、幼稚園部代
表として劇あそびを発表。

昭和46年 ・札幌白樺幼稚園増築。9学級となる。
昭和47年 ・白石区（当時）もみじ台団地最初の幼稚園として、もみじ

台幼稚園園舎完成。5学級となる。
昭和48年 ・もみじ台幼稚園を開園。園長に高島豊蔵就任。札幌白樺幼

稚園から一部園児を移籍。
昭和49年 ・もみじ台幼稚園2学級増築。園長に大谷邦彦就任。本郷幼

稚園3階増築。
昭和50年 ・本郷幼稚園、北私幼研究大会において公開保育「劇あそ

び」を披露。もみじ台幼稚園、同じく、北私幼研究大会にお
いて公開保育と研究発表。

 ・学園本部を設置。本部長に大谷邦彦就任。もみじ台園長に
江上寿幸就任。

昭和53年 ・学園傘下4番目の姉妹園として、北野しらかば幼稚園を開
設。園舎落成と学園創立20周年記念式典を併せて行う。
学園本部事務局も同園舎内に設置。

昭和54年 ・北野しらかば幼稚園を開園。園長に大谷和彦就任。学園本
部事務長に河原昌春就任。もみじ台幼稚園園長に大谷玲
子就任。

昭和55年 ・傘下5番目の姉妹園として、北都幼稚園園舎完成。5学級。
昭和56年 ・北都幼稚園を開園。園長は大谷外吉理事長の兼任。札幌白

樺幼稚園園長は大谷邦彦本部長の兼任。
 ・札幌市の友好都市、中国の瀋陽市の第一商業局付属幼児

園と姉妹園提携の調印。大谷外吉理事長、大谷邦彦本部
長、河原昌春事務長（当時）の3名が、札幌市長らと同行、
国際親善を果たす。

昭和57年 ・北都幼稚園増築。9学級となる。
 ・瀋陽市から馬興国氏（遼寧大学日本研究所講師、「豊平川

は遼河に連なる」の作詞者）を迎え、姉妹提携記念祝賀会。
中国領事ら多数出席。北野しらかば幼稚園で、各園の園児
たちによる歓迎集会（6月22日・23日）。

 ・日本私立幼稚園協会全国大会の見学園として、本郷幼稚
園が保育を公開（7月29日・30日）。幼年美術夏期大学（7
月31日・8月1日）が、北野しらかば幼稚園を会場にして開
かれる。

昭和58年 ・札幌・瀋陽友好都市提携3周年を記念して、全日空が直行
便。大藤学園からは、園児の作品、園生活のカラーパネル
などを園児代表から訪問団に委託（10月28日）。

昭和59年 ・北都幼稚園増築。
 ・札幌市私立幼稚園連合会の研究大会で、北都幼稚園が公

開保育（10月8日）。
 ・瀋陽から「豊平川は遼河に連なる」の作曲者・秦咏誠氏来

訪。北都幼稚園で歓迎集会。
昭和60年 ・第2代理事長に大谷邦彦就任。本部長に河原昌春、事務長

に大谷直紀、また新設ポスト学園長に大谷外吉がそれぞ
れ就任（4月）。

 ・姉妹提携5周年事業として、大谷邦彦理事長、河原本部長
の両名、板垣札幌市長らとともに瀋陽市を再訪（9月23
日）。

昭和62年 ・札幌白樺幼稚園改築。同園第1期工事完成（施工は伊藤組
土建株式会社）、新園舎で保育始まる（6月10日）。完成は
8月10日。新さっぽろ幼稚園新設工事、西松建設株式会社
札幌支店と契約、地鎮祭を行う（8月6日）。11月完成。

 ・大藤学園創立30周年記念、札幌白樺幼稚園落成記念式典
と祝賀会（10月3日）。中国から姉妹園の高樹嵐園長（瀋陽
市第一商業局付属幼児園）も出席。式典のほか、園児たち
の歓迎集会にも臨む。

 ・ギブアス・大藤英語学院開講。
昭和63年 ・新さっぽろ幼稚園を開園。第一回目の入園式は4月9日。
 ・北都幼稚園1学級増築。新さっぽろ幼稚園3学級増築。
 ・瀋陽市第二中学校校長、教育委員会主任ら、札幌白樺幼稚

園を親善訪問。園児たちが歓迎音楽会。
平成元年 ・北野しらかば幼稚園10周年記念音楽祭、道新ホールで開

催（2月26日）。ドボルザークの交響曲第9番「新世界」など
を合奏。

 ・もみじ台幼稚園改築工事（3月着工、8月完成）、施工は中
山組。地下1階、地上2階、第1期工事、8教室完成（5月13
日）。

～昭和33年創立、卒園児約43，000人の思い出がここに～

 ・はまなす国体秋季大会開会式の集団演技に、本郷幼稚園
の年長児が出演（9月17日、厚別運動公園競技場）両陛下
ご臨席。

 ・もみじ台幼稚園改築完成と新さっぽろ幼稚園増築の合同
完成祝賀会挙行（10月7日、もみじ台幼稚園ホール）。

 ・北都幼稚園グラウンド拡張。隣接地3,865㎡を買収（6
月）、既存面積と合わせて7,836㎡に。

平成２年 ・札幌市・瀋陽市の友好提携10周年記念親善訪問団に、大
谷理事長、河原本部長が参加、板垣市長らとともに瀋陽
市を訪問（7月8日～10日）。

 ・姉妹園での歓迎会にも出席、交流を深める。また、ソ連ノ
ボシビルスク市との友好都市提携調印式（7月13日）にも
出席。

 ・北野しらかば幼稚園うさぎ組の園児33人（担任：武田裕
子教諭）、北海道ムーブメント教育研究大会で公開保育（7
月28日、新川中央小）。

 ・札幌白樺幼稚園が札幌市私立幼稚園連合会の白石地区教
育研究大会で公開保育。

平成３年 ・瀋陽市第20中学校の白景林校長ら3人、札幌白樺幼稚園
を親善訪問。園児たちが歓迎集会（1月24日）。北都幼稚
園10周年。記念誌発行や作品展（2月24日）。

平成４年 ・6姉妹園対抗サッカー大会、初めて厚別公園スタジアムで
開催（10月2日）。

平成５年 ・あいの里大藤幼稚園用地買収（住宅・都市整備公団）。
 ・北都幼稚園増改築工事完成。プール専用室も誕生。
 ・北海道幼年美術の会夏季大学、札幌白樺幼稚園で開催（8

月2日・3日）。全道から80余名参加。
平成６年 ・あいの里大藤幼稚園の園舎建設（6月着工、11月完成）、施

工は東建工業株式会社。
 ・北海道幼年美術の会夏季大学（於：札幌白樺幼稚園が公開

保育）。
 ・北海道私立幼稚園協会（北私幼）の全道研究大会（於：北

見）で、岡崎明美総主任教諭が研究発表。
平成７年 ・あいの里大藤幼稚園を開園。園長に大谷邦彦就任。
 ・8月に同園増築工事（5学級）完成。
 ・北海道幼年美術の会夏季大学（於：札幌白樺幼稚園が公開

保育）。
 ・北海道私立幼稚園協会（北私幼）研究大会（於：旭川）で、吉

武久美子教諭が研究発表。　
平成８年 ・本郷幼稚園改築工事スタート（4月7日）。
 ・広報紙「大藤通信」100号発行を達成（4月26日号）。
 ・本郷幼稚園第1期工事完成（8月）、鉄骨3階建。5教室、ホー

ル、プール室、および大藤英語学院スタッフ室等。
 ・中国・黒龍江省政府機関事務管理局付属幼児園（ハルビン

市内4園）と姉妹提携（9月7日）。大谷理事長（当時）が現
地訪問。

 ・第19回幼年美術の会夏季大学（於：札幌白樺幼稚園）で、
北野しらかば幼稚園が公開保育。全道から約90名が参
加。

平成９年 ・本郷幼稚園第2期工事スタート（4月）。
 ・第20回北海道幼年美術の会夏季大学（於：札幌白樺幼稚

園）で、北都幼稚園が公開保育。
 ・本郷幼稚園新園舎完成（10月）。鉄骨3階建。
 ・大藤学園創立40周年記念式典、および本郷幼稚園新園舎

完成祝賀会（10月25日・於：札幌ガーデンパレス）。
平成10年 ・第21回北海道幼年美術の会夏季大学（於：札幌白樺幼稚

園）で、新さっぽろ幼稚園が公開保育。全道約90名が参
加。

 ・本郷幼稚園の大谷外吉園長（初代理事長・学園長）が自分
史「さびたの花」を刊行。

平成11年 ・北野しらかば幼稚園開園20周年記念の音楽会、札幌コン
サートホール“Kitara”で開催。バレエ音楽「白鳥の湖」や、
ベートーベンの交響曲第5番「運命」（第1楽章）等を演奏
（2月20日）。

 ・第22回北海道幼年美術の会夏季大学（於：本郷幼稚園）
で、本郷幼稚園が公開保育。（7月29日・30日）全道から約
140人が参加。

 ・第3代理事長に河原昌春就任。
平成12年 ・学園本部長に大谷和彦（北野しらかば幼稚園長）就任。
 ・札幌白樺幼稚園・園長に青山隆就任。
 ・あいの里大藤幼稚園・園長に大谷直紀就任。
 ・第23回北海道幼年美術の会夏季大学（於：本郷幼稚園）

で、北都幼稚園が公開保育。（7月29日・30日）全道各地か
ら約90名参加。

 ・北都幼稚園開園20周年。記念誌等を発行。
 ・札幌市・瀋陽市の友好提携20周年記念親善訪問団に、河

原昌春理事長、大谷和彦本部長が参加。大藤学園の姉妹
園・瀋陽市商業局付属幼児園を訪問。

 ・学園サッカー大会20回記念大会。年長児による「よさこ
いソーラン踊り」も花を添える。

平成13年 ・第4代理事長に大谷和彦就任。あいの里大藤幼稚園･園長
に吉田深雪就任。

 ・北都幼稚園・園長に大谷直紀就任。
 ・第24回北海道幼年美術の会夏季大学（於:本郷幼稚園）

で、新さっぽろ幼稚園が公開保育。全道各地から90名参
加。

 ・北野しらかば、札幌市私立幼稚園連合会の清田区・豊平区
教育研究大会で公開保育。

 ・10月　第21回学園サッカー大会を札幌ドーム（屋外グラ
ウンド）で開催。

平成14年 ・札幌白樺幼稚園・園長に中村みどり就任。
 ・第25回北海道幼年美術の会夏季大学（於:本郷幼稚園）で

あいの里大藤幼稚園が公開保育。全道から70名参加。
 ・大藤子ども園開設。
平成15年 ・第26回北海道幼年美術の会夏季大学（於:札幌白樺幼稚

園）で札幌白樺幼稚園が公開保育。
 ・もみじ台幼稚園開園30周年。
 ・第23回北海道幼児音楽研究会（於：大谷地小学校）で札幌

白樺幼稚園寳住順子教諭（さくら組）が公開保育［合奏］。
 ・札幌白樺幼稚園1学級増築。
平成16年 ・第27回北海道幼年美術の会夏季大学（於:札幌白樺幼稚

園）でもみじ台幼稚園が公開保育。
 ・社会福祉法人大藤福祉会　屯田大藤保育園開園。
 ・北都幼稚園が第36回札幌市私立幼稚園連合会の白石区

教育研究大会にて公開保育。
 ・学園創設者 初代本郷幼稚園園長大谷フヂ子氏 逝去。
 ・あいの里大藤幼稚園開園10周年。
平成17年 ・あいの里大藤幼稚園未就園児保育室増築。
 ・新さっぽろ幼稚園未就園児保育室改修。
 ・8月　北野しらかば幼稚園改修工事完了。
 ・札幌白樺幼稚園にウガンダ大使訪問。
 ・学園サッカー大会第25回記念、厚別公園競技場でコンサ

ドーレのサッカー指導。
平成18年 ・4月　大藤学童くらぶ開設。
 ・9月　韓国慶山市より園長先生20名が本郷幼稚園、屯田

大藤保育園を視察。
 ・10月　第49回北海道私立幼稚園協会（北私幼）研究大会

（於：札幌）で札幌白樺幼稚園が公開保育。
平成19年 ・第29回北海道幼年美術の会夏季大学（於：札幌白樺幼稚

園）で北野しらかば幼稚園が公開保育（7月27日）。
 ・大藤子ども園・大藤学童クラブ新園舎完成（9月）室内プー

ル・屋内砂場・研修室完備、札幌白樺幼稚園室内プール完
成。

 ・北海道私立幼稚園教育研究大会札幌ブロック大会で、厚
別区・もみじ台幼稚園、北区・あいの里大藤幼稚園が公開
保育（10月5日）。

平成20年 ・あいの里大藤幼稚園・園長に大坂克之就任。
 ・大藤児童デイサービスの開設（7月）。
 ・大藤学園創立50周年記念イベントを行う（9月10日・於：

アルファコート・ドーム）。
 ・大藤学園創立50周年記念式典を挙行（9月20日・於：札幌

ガーデンパレス）。記念誌発行。
 ・大藤学園創立50周年を記念し、シンガポールの幼稚園 ク

レスターエデュケーショングループと姉妹園提携の調印
（9月20日）。

 ・大谷理事長、北都幼稚園園長ら3名がシンガポールの姉妹
園を訪問、クレスターエデュケーショングループの30周
年記念祝賀会に出席（11月5日）。

平成21年 ・シンガポールの姉妹園を青山事務長、新さっぽろ幼稚園
園長ら6名が訪問。4箇所の施設を見学し園児との交流を
行う（1月11日～16日）。

 ・シンガポールの姉妹園より園長ら4名が来札。大藤学園の
各施設を見学し、職員、園児との交流を深める（6月17日
～24日）。

 ・（株）ジャクパ主催による東京都、神奈川県、大阪府、千葉
県の理事長、園長、先生、計17名が北都幼稚園を訪問（8月
20日）。

 ・北海道私立幼稚園教育研究大会札幌ブロック大会で、清
田区・北野しらかば幼稚園が公開保育（10月2日）。

平成22年 ・シンガポールの姉妹園を職員が訪問（1月10日～16日）。
 ・本郷幼稚園・園長に大谷直紀、北都幼稚園・園長に中村み

どり就任。
 ・ゴジカラ村（長久手町）をあいの里大藤幼稚園園長ら4名

が研修のため訪問（9月20日～22日）。
 ・北海道私立幼稚園教育研究大会札幌ブロック大会で、白

石区・本郷幼稚園、厚別区・新さっぽろ幼稚園が公開保育
（10月1日）。

 ・シンガポールの姉妹園より4名来札（11月25日～29日）。
平成23年 ・シンガポールの姉妹園を、札幌白樺幼稚園園長ら6名が訪

問（1月10日～16日）。
 ・大藤児童デイサービスふわり第2の開設（7月）。
 ・大藤子ども園園長兼事務長（元札幌白樺幼稚園園長）青山

隆氏逝去（8月26日）。
 ・北海道私立幼稚園教育研究大会札幌ブロック大会で、白

石区・北都幼稚園が公開保育（9月30日）。
 ・本部事務長に河原昌文就任。
平成24年 ・シンガポールの姉妹園をあいの里大藤幼稚園副園長ら6

名が訪問（1月9日～15日）。
 ・大藤学園創設者・学園長大谷外吉氏 逝去（3月23日）。
 ・北都幼稚園・園長に西川装就任。
 ・大藤子ども園・園長に田中喜久美就任。
 ・ホームページリニューアル（4月）。
 ・シンガポール姉妹園より園児と家族が来日。あいの里大

藤幼稚園児と交流（6月13日）。
平成25年 ・新さっぽろ保育園開園。園長に大谷壮史就任。
 ・社会福祉法人大藤福祉会　手稲やまなみ保育園開園。園

長に大谷在我就任。
 ・シンガポールの姉妹園を職員が訪問（7月28日～8月3

日）。
 ・中国天津市　長虹立川科技グループ川迪科技有限公司の

天津市川迪南希幼稚園との交流協定に大谷壮史園長ら2
名で訪問調印（12月19日）。

 ・新さっぽろ幼稚園、新さっぽろ保育園で幼保連携型認定
こども園に移行。

平成26年 ・大藤子ども園ほんごう館開園。
 ・もみじ台幼稚園に幼稚園保育室＋（プラス）開設。
 ・北海道私立幼稚園教育研究大会札幌ブロック大会で、厚

別区・もみじ台幼稚園、白石区・札幌白樺幼稚園が公開保
育（10月3日）。

 ・北野しらかば保育園開園。園長に澤木多佳子就任（12
月）。

平成27年 ・大藤子ども園が認可保育園に移行。
 ・大藤子ども園しらかば館開園。
 ・天津市川迪南希幼稚園一行来訪。
 ・新さっぽろ幼稚園と新さっぽろ保育園、北野しらかば幼

稚園と北野しらかば保育園が新制度幼保連携型認定こど
も園に移行。

 ・全日本私立幼稚園幼児研究機構第6回幼児教育実践学会
（福島）に7名参加。

平成28年 ・札幌白樺幼稚園増築。
 ・もみじ台幼稚園が認定こども園に移行。
 ・大藤通信200号。
 ・全国政令指定都市研修会（千葉）で、札幌白樺幼稚園・中村

みどり園長、新さっぽろ幼稚園・吉田深雪園長が発表。
 ・全日本私立幼稚園幼児研究機構第7回幼児教育実践学会

（東京）で、認定こども園新さっぽろ保育園・大谷壮史園長
が研究発表。

 ・北海道私立幼稚園教育研究大会札幌ブロック大会で、白
石区・本郷幼稚園、厚別区・新さっぽろ幼稚園が公開保育
（10月28日）。

 ・本部事務局長に大谷祐爾就任。
平成29年 ・北都幼稚園、あいの里大藤幼稚園が幼保連携型認定こど

も園に移行。
 ・北都幼稚園･新園舎新築。
 ・あいの里大藤幼稚園･うたの森園舎新築。
 ・大藤子ども園ほんごう館･小規模保育施設へ移行。
 ・企業主導型保育事業 大藤子ども園きたの館開園。
 ・本部教務局発足。教務局長に大谷壮史就任。
 ・全日本私立幼稚園幼児研究機構第8回幼児教育実践学会

(札幌)に41名参加。
 ・北海道私立幼稚園教育研究大会札幌ブロック大会で、清

田区・北野しらかば幼稚園、北区･あいの里大藤幼稚園が
公開保育(9月29日)。

 ・12月　大藤学園冬期研修会。
平成30年 ・本郷幼稚園、札幌白樺幼稚園が施設型給付の幼稚園に移

行。
 ・大藤子ども園しらかば館が小規模保育施設へ移行。
 ・大藤児童デイサービスふわりとんでん開設（1月）
 ・大藤児童デイサービスふわりやまなみ開設（4月）
 ・北海道私立幼稚園教育研究大会札幌ブロック大会で白石

区・北都幼稚園が公開保育(10月19日)。
令和元年 ・屯田大藤保育園分園開園（4月）
 ・手稲やまなみ保育園分園開園（4月）
 ・地域生活支援施設山麓郷開設（4月）
 ・シンガポールの姉妹園を北都幼稚園園長ら2名が訪問（8

月20日～24日）

昭和30年代初期の南郷通は土の道で、
のどかな雰囲気

昭和33年、開園当時の本郷幼稚園、木造
園舎に鯉のぼり

昭和41年、分園として創立された当時の
白樺幼稚園（現 札幌白樺幼稚園）

円山競技場にて昭和43年の開道百年記
念行事に本郷幼稚園児が人文字を披露

札幌コンサートホール「Kitara」で北野し
らかば幼稚園開園20周年記念音楽会(平
成11年2月20日)

大藤学園創立50周年記念イベントで佐
藤弘道さんを迎え親子体操を行う

大藤学園創立50周年記念式典

大藤学園創立50周年記念全園児共同製
作壁画

園児より歓迎を受けているシンガポール
の先生（クワン理事長）

姉妹園提携の調印

History
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昭和33年 ・札幌市白石区本郷通6丁目南15番地において、本郷幼稚
園の建設に着手。

 ・本郷幼稚園、白石地区最初の幼稚園として開園。1学級30
名。大谷フヂ子園長就任。

昭和41年 ・白石区南郷通18丁目北43番地に、分園として白樺幼稚園
を開園。園児40名を移籍。2学級。

昭和42年 ・私立大藤学園から学校法人大藤学園となり、初代理事長
に大谷外吉就任（12月24日認可）。

昭和43年 ・白樺分園を札幌白樺幼稚園として独立。4学級。
 ・本郷幼稚園改築。鉄骨鉄筋2階建て第1期工事完成。開道

百年祭典に出場（円山総合グラウンド）。
昭和44年 ・本郷幼稚園第2期工事完成。園舎落成ならびに10周年記

念式典を行う。幼小中高全道演劇研究大会に、幼稚園部代
表として劇あそびを発表。

昭和46年 ・札幌白樺幼稚園増築。9学級となる。
昭和47年 ・白石区（当時）もみじ台団地最初の幼稚園として、もみじ

台幼稚園園舎完成。5学級となる。
昭和48年 ・もみじ台幼稚園を開園。園長に高島豊蔵就任。札幌白樺幼

稚園から一部園児を移籍。
昭和49年 ・もみじ台幼稚園2学級増築。園長に大谷邦彦就任。本郷幼

稚園3階増築。
昭和50年 ・本郷幼稚園、北私幼研究大会において公開保育「劇あそ

び」を披露。もみじ台幼稚園、同じく、北私幼研究大会にお
いて公開保育と研究発表。

 ・学園本部を設置。本部長に大谷邦彦就任。もみじ台園長に
江上寿幸就任。

昭和53年 ・学園傘下4番目の姉妹園として、北野しらかば幼稚園を開
設。園舎落成と学園創立20周年記念式典を併せて行う。
学園本部事務局も同園舎内に設置。

昭和54年 ・北野しらかば幼稚園を開園。園長に大谷和彦就任。学園本
部事務長に河原昌春就任。もみじ台幼稚園園長に大谷玲
子就任。

昭和55年 ・傘下5番目の姉妹園として、北都幼稚園園舎完成。5学級。
昭和56年 ・北都幼稚園を開園。園長は大谷外吉理事長の兼任。札幌白

樺幼稚園園長は大谷邦彦本部長の兼任。
 ・札幌市の友好都市、中国の瀋陽市の第一商業局付属幼児

園と姉妹園提携の調印。大谷外吉理事長、大谷邦彦本部
長、河原昌春事務長（当時）の3名が、札幌市長らと同行、
国際親善を果たす。

昭和57年 ・北都幼稚園増築。9学級となる。
 ・瀋陽市から馬興国氏（遼寧大学日本研究所講師、「豊平川

は遼河に連なる」の作詞者）を迎え、姉妹提携記念祝賀会。
中国領事ら多数出席。北野しらかば幼稚園で、各園の園児
たちによる歓迎集会（6月22日・23日）。

 ・日本私立幼稚園協会全国大会の見学園として、本郷幼稚
園が保育を公開（7月29日・30日）。幼年美術夏期大学（7
月31日・8月1日）が、北野しらかば幼稚園を会場にして開
かれる。

昭和58年 ・札幌・瀋陽友好都市提携3周年を記念して、全日空が直行
便。大藤学園からは、園児の作品、園生活のカラーパネル
などを園児代表から訪問団に委託（10月28日）。

昭和59年 ・北都幼稚園増築。
 ・札幌市私立幼稚園連合会の研究大会で、北都幼稚園が公

開保育（10月8日）。
 ・瀋陽から「豊平川は遼河に連なる」の作曲者・秦咏誠氏来

訪。北都幼稚園で歓迎集会。
昭和60年 ・第2代理事長に大谷邦彦就任。本部長に河原昌春、事務長

に大谷直紀、また新設ポスト学園長に大谷外吉がそれぞ
れ就任（4月）。

 ・姉妹提携5周年事業として、大谷邦彦理事長、河原本部長
の両名、板垣札幌市長らとともに瀋陽市を再訪（9月23
日）。

昭和62年 ・札幌白樺幼稚園改築。同園第1期工事完成（施工は伊藤組
土建株式会社）、新園舎で保育始まる（6月10日）。完成は
8月10日。新さっぽろ幼稚園新設工事、西松建設株式会社
札幌支店と契約、地鎮祭を行う（8月6日）。11月完成。

 ・大藤学園創立30周年記念、札幌白樺幼稚園落成記念式典
と祝賀会（10月3日）。中国から姉妹園の高樹嵐園長（瀋陽
市第一商業局付属幼児園）も出席。式典のほか、園児たち
の歓迎集会にも臨む。

 ・ギブアス・大藤英語学院開講。
昭和63年 ・新さっぽろ幼稚園を開園。第一回目の入園式は4月9日。
 ・北都幼稚園1学級増築。新さっぽろ幼稚園3学級増築。
 ・瀋陽市第二中学校校長、教育委員会主任ら、札幌白樺幼稚

園を親善訪問。園児たちが歓迎音楽会。
平成元年 ・北野しらかば幼稚園10周年記念音楽祭、道新ホールで開

催（2月26日）。ドボルザークの交響曲第9番「新世界」など
を合奏。

 ・もみじ台幼稚園改築工事（3月着工、8月完成）、施工は中
山組。地下1階、地上2階、第1期工事、8教室完成（5月13
日）。

～昭和33年創立、卒園児約43，000人の思い出がここに～

 ・はまなす国体秋季大会開会式の集団演技に、本郷幼稚園
の年長児が出演（9月17日、厚別運動公園競技場）両陛下
ご臨席。

 ・もみじ台幼稚園改築完成と新さっぽろ幼稚園増築の合同
完成祝賀会挙行（10月7日、もみじ台幼稚園ホール）。

 ・北都幼稚園グラウンド拡張。隣接地3,865㎡を買収（6
月）、既存面積と合わせて7,836㎡に。

平成２年 ・札幌市・瀋陽市の友好提携10周年記念親善訪問団に、大
谷理事長、河原本部長が参加、板垣市長らとともに瀋陽
市を訪問（7月8日～10日）。

 ・姉妹園での歓迎会にも出席、交流を深める。また、ソ連ノ
ボシビルスク市との友好都市提携調印式（7月13日）にも
出席。

 ・北野しらかば幼稚園うさぎ組の園児33人（担任：武田裕
子教諭）、北海道ムーブメント教育研究大会で公開保育（7
月28日、新川中央小）。

 ・札幌白樺幼稚園が札幌市私立幼稚園連合会の白石地区教
育研究大会で公開保育。

平成３年 ・瀋陽市第20中学校の白景林校長ら3人、札幌白樺幼稚園
を親善訪問。園児たちが歓迎集会（1月24日）。北都幼稚
園10周年。記念誌発行や作品展（2月24日）。

平成４年 ・6姉妹園対抗サッカー大会、初めて厚別公園スタジアムで
開催（10月2日）。

平成５年 ・あいの里大藤幼稚園用地買収（住宅・都市整備公団）。
 ・北都幼稚園増改築工事完成。プール専用室も誕生。
 ・北海道幼年美術の会夏季大学、札幌白樺幼稚園で開催（8

月2日・3日）。全道から80余名参加。
平成６年 ・あいの里大藤幼稚園の園舎建設（6月着工、11月完成）、施

工は東建工業株式会社。
 ・北海道幼年美術の会夏季大学（於：札幌白樺幼稚園が公開

保育）。
 ・北海道私立幼稚園協会（北私幼）の全道研究大会（於：北

見）で、岡崎明美総主任教諭が研究発表。
平成７年 ・あいの里大藤幼稚園を開園。園長に大谷邦彦就任。
 ・8月に同園増築工事（5学級）完成。
 ・北海道幼年美術の会夏季大学（於：札幌白樺幼稚園が公開

保育）。
 ・北海道私立幼稚園協会（北私幼）研究大会（於：旭川）で、吉

武久美子教諭が研究発表。　
平成８年 ・本郷幼稚園改築工事スタート（4月7日）。
 ・広報紙「大藤通信」100号発行を達成（4月26日号）。
 ・本郷幼稚園第1期工事完成（8月）、鉄骨3階建。5教室、ホー

ル、プール室、および大藤英語学院スタッフ室等。
 ・中国・黒龍江省政府機関事務管理局付属幼児園（ハルビン

市内4園）と姉妹提携（9月7日）。大谷理事長（当時）が現
地訪問。

 ・第19回幼年美術の会夏季大学（於：札幌白樺幼稚園）で、
北野しらかば幼稚園が公開保育。全道から約90名が参
加。

平成９年 ・本郷幼稚園第2期工事スタート（4月）。
 ・第20回北海道幼年美術の会夏季大学（於：札幌白樺幼稚

園）で、北都幼稚園が公開保育。
 ・本郷幼稚園新園舎完成（10月）。鉄骨3階建。
 ・大藤学園創立40周年記念式典、および本郷幼稚園新園舎

完成祝賀会（10月25日・於：札幌ガーデンパレス）。
平成10年 ・第21回北海道幼年美術の会夏季大学（於：札幌白樺幼稚

園）で、新さっぽろ幼稚園が公開保育。全道約90名が参
加。

 ・本郷幼稚園の大谷外吉園長（初代理事長・学園長）が自分
史「さびたの花」を刊行。

平成11年 ・北野しらかば幼稚園開園20周年記念の音楽会、札幌コン
サートホール“Kitara”で開催。バレエ音楽「白鳥の湖」や、
ベートーベンの交響曲第5番「運命」（第1楽章）等を演奏
（2月20日）。

 ・第22回北海道幼年美術の会夏季大学（於：本郷幼稚園）
で、本郷幼稚園が公開保育。（7月29日・30日）全道から約
140人が参加。

 ・第3代理事長に河原昌春就任。
平成12年 ・学園本部長に大谷和彦（北野しらかば幼稚園長）就任。
 ・札幌白樺幼稚園・園長に青山隆就任。
 ・あいの里大藤幼稚園・園長に大谷直紀就任。
 ・第23回北海道幼年美術の会夏季大学（於：本郷幼稚園）

で、北都幼稚園が公開保育。（7月29日・30日）全道各地か
ら約90名参加。

 ・北都幼稚園開園20周年。記念誌等を発行。
 ・札幌市・瀋陽市の友好提携20周年記念親善訪問団に、河

原昌春理事長、大谷和彦本部長が参加。大藤学園の姉妹
園・瀋陽市商業局付属幼児園を訪問。

 ・学園サッカー大会20回記念大会。年長児による「よさこ
いソーラン踊り」も花を添える。

平成13年 ・第4代理事長に大谷和彦就任。あいの里大藤幼稚園･園長
に吉田深雪就任。

 ・北都幼稚園・園長に大谷直紀就任。
 ・第24回北海道幼年美術の会夏季大学（於:本郷幼稚園）

で、新さっぽろ幼稚園が公開保育。全道各地から90名参
加。

 ・北野しらかば、札幌市私立幼稚園連合会の清田区・豊平区
教育研究大会で公開保育。

 ・10月　第21回学園サッカー大会を札幌ドーム（屋外グラ
ウンド）で開催。

平成14年 ・札幌白樺幼稚園・園長に中村みどり就任。
 ・第25回北海道幼年美術の会夏季大学（於:本郷幼稚園）で

あいの里大藤幼稚園が公開保育。全道から70名参加。
 ・大藤子ども園開設。
平成15年 ・第26回北海道幼年美術の会夏季大学（於:札幌白樺幼稚

園）で札幌白樺幼稚園が公開保育。
 ・もみじ台幼稚園開園30周年。
 ・第23回北海道幼児音楽研究会（於：大谷地小学校）で札幌

白樺幼稚園寳住順子教諭（さくら組）が公開保育［合奏］。
 ・札幌白樺幼稚園1学級増築。
平成16年 ・第27回北海道幼年美術の会夏季大学（於:札幌白樺幼稚

園）でもみじ台幼稚園が公開保育。
 ・社会福祉法人大藤福祉会　屯田大藤保育園開園。
 ・北都幼稚園が第36回札幌市私立幼稚園連合会の白石区

教育研究大会にて公開保育。
 ・学園創設者 初代本郷幼稚園園長大谷フヂ子氏 逝去。
 ・あいの里大藤幼稚園開園10周年。
平成17年 ・あいの里大藤幼稚園未就園児保育室増築。
 ・新さっぽろ幼稚園未就園児保育室改修。
 ・8月　北野しらかば幼稚園改修工事完了。
 ・札幌白樺幼稚園にウガンダ大使訪問。
 ・学園サッカー大会第25回記念、厚別公園競技場でコンサ

ドーレのサッカー指導。
平成18年 ・4月　大藤学童くらぶ開設。
 ・9月　韓国慶山市より園長先生20名が本郷幼稚園、屯田

大藤保育園を視察。
 ・10月　第49回北海道私立幼稚園協会（北私幼）研究大会

（於：札幌）で札幌白樺幼稚園が公開保育。
平成19年 ・第29回北海道幼年美術の会夏季大学（於：札幌白樺幼稚

園）で北野しらかば幼稚園が公開保育（7月27日）。
 ・大藤子ども園・大藤学童クラブ新園舎完成（9月）室内プー

ル・屋内砂場・研修室完備、札幌白樺幼稚園室内プール完
成。

 ・北海道私立幼稚園教育研究大会札幌ブロック大会で、厚
別区・もみじ台幼稚園、北区・あいの里大藤幼稚園が公開
保育（10月5日）。

平成20年 ・あいの里大藤幼稚園・園長に大坂克之就任。
 ・大藤児童デイサービスの開設（7月）。
 ・大藤学園創立50周年記念イベントを行う（9月10日・於：

アルファコート・ドーム）。
 ・大藤学園創立50周年記念式典を挙行（9月20日・於：札幌

ガーデンパレス）。記念誌発行。
 ・大藤学園創立50周年を記念し、シンガポールの幼稚園 ク

レスターエデュケーショングループと姉妹園提携の調印
（9月20日）。

 ・大谷理事長、北都幼稚園園長ら3名がシンガポールの姉妹
園を訪問、クレスターエデュケーショングループの30周
年記念祝賀会に出席（11月5日）。

平成21年 ・シンガポールの姉妹園を青山事務長、新さっぽろ幼稚園
園長ら6名が訪問。4箇所の施設を見学し園児との交流を
行う（1月11日～16日）。

 ・シンガポールの姉妹園より園長ら4名が来札。大藤学園の
各施設を見学し、職員、園児との交流を深める（6月17日
～24日）。

 ・（株）ジャクパ主催による東京都、神奈川県、大阪府、千葉
県の理事長、園長、先生、計17名が北都幼稚園を訪問（8月
20日）。

 ・北海道私立幼稚園教育研究大会札幌ブロック大会で、清
田区・北野しらかば幼稚園が公開保育（10月2日）。

平成22年 ・シンガポールの姉妹園を職員が訪問（1月10日～16日）。
 ・本郷幼稚園・園長に大谷直紀、北都幼稚園・園長に中村み

どり就任。
 ・ゴジカラ村（長久手町）をあいの里大藤幼稚園園長ら4名

が研修のため訪問（9月20日～22日）。
 ・北海道私立幼稚園教育研究大会札幌ブロック大会で、白

石区・本郷幼稚園、厚別区・新さっぽろ幼稚園が公開保育
（10月1日）。

 ・シンガポールの姉妹園より4名来札（11月25日～29日）。
平成23年 ・シンガポールの姉妹園を、札幌白樺幼稚園園長ら6名が訪

問（1月10日～16日）。
 ・大藤児童デイサービスふわり第2の開設（7月）。
 ・大藤子ども園園長兼事務長（元札幌白樺幼稚園園長）青山

隆氏逝去（8月26日）。
 ・北海道私立幼稚園教育研究大会札幌ブロック大会で、白

石区・北都幼稚園が公開保育（9月30日）。
 ・本部事務長に河原昌文就任。
平成24年 ・シンガポールの姉妹園をあいの里大藤幼稚園副園長ら6

名が訪問（1月9日～15日）。
 ・大藤学園創設者・学園長大谷外吉氏 逝去（3月23日）。
 ・北都幼稚園・園長に西川装就任。
 ・大藤子ども園・園長に田中喜久美就任。
 ・ホームページリニューアル（4月）。
 ・シンガポール姉妹園より園児と家族が来日。あいの里大

藤幼稚園児と交流（6月13日）。
平成25年 ・新さっぽろ保育園開園。園長に大谷壮史就任。
 ・社会福祉法人大藤福祉会　手稲やまなみ保育園開園。園

長に大谷在我就任。
 ・シンガポールの姉妹園を職員が訪問（7月28日～8月3

日）。
 ・中国天津市　長虹立川科技グループ川迪科技有限公司の

天津市川迪南希幼稚園との交流協定に大谷壮史園長ら2
名で訪問調印（12月19日）。

 ・新さっぽろ幼稚園、新さっぽろ保育園で幼保連携型認定
こども園に移行。

平成26年 ・大藤子ども園ほんごう館開園。
 ・もみじ台幼稚園に幼稚園保育室＋（プラス）開設。
 ・北海道私立幼稚園教育研究大会札幌ブロック大会で、厚

別区・もみじ台幼稚園、白石区・札幌白樺幼稚園が公開保
育（10月3日）。

 ・北野しらかば保育園開園。園長に澤木多佳子就任（12
月）。

平成27年 ・大藤子ども園が認可保育園に移行。
 ・大藤子ども園しらかば館開園。
 ・天津市川迪南希幼稚園一行来訪。
 ・新さっぽろ幼稚園と新さっぽろ保育園、北野しらかば幼

稚園と北野しらかば保育園が新制度幼保連携型認定こど
も園に移行。

 ・全日本私立幼稚園幼児研究機構第6回幼児教育実践学会
（福島）に7名参加。

平成28年 ・札幌白樺幼稚園増築。
 ・もみじ台幼稚園が認定こども園に移行。
 ・大藤通信200号。
 ・全国政令指定都市研修会（千葉）で、札幌白樺幼稚園・中村

みどり園長、新さっぽろ幼稚園・吉田深雪園長が発表。
 ・全日本私立幼稚園幼児研究機構第7回幼児教育実践学会

（東京）で、認定こども園新さっぽろ保育園・大谷壮史園長
が研究発表。

 ・北海道私立幼稚園教育研究大会札幌ブロック大会で、白
石区・本郷幼稚園、厚別区・新さっぽろ幼稚園が公開保育
（10月28日）。

 ・本部事務局長に大谷祐爾就任。
平成29年 ・北都幼稚園、あいの里大藤幼稚園が幼保連携型認定こど

も園に移行。
 ・北都幼稚園･新園舎新築。
 ・あいの里大藤幼稚園･うたの森園舎新築。
 ・大藤子ども園ほんごう館･小規模保育施設へ移行。
 ・企業主導型保育事業 大藤子ども園きたの館開園。
 ・本部教務局発足。教務局長に大谷壮史就任。
 ・全日本私立幼稚園幼児研究機構第8回幼児教育実践学会

(札幌)に41名参加。
 ・北海道私立幼稚園教育研究大会札幌ブロック大会で、清

田区・北野しらかば幼稚園、北区･あいの里大藤幼稚園が
公開保育(9月29日)。

 ・12月　大藤学園冬期研修会。
平成30年 ・本郷幼稚園、札幌白樺幼稚園が施設型給付の幼稚園に移

行。
 ・大藤子ども園しらかば館が小規模保育施設へ移行。
 ・大藤児童デイサービスふわりとんでん開設（1月）
 ・大藤児童デイサービスふわりやまなみ開設（4月）
 ・北海道私立幼稚園教育研究大会札幌ブロック大会で白石

区・北都幼稚園が公開保育(10月19日)。
令和元年 ・屯田大藤保育園分園開園（4月）
 ・手稲やまなみ保育園分園開園（4月）
 ・地域生活支援施設山麓郷開設（4月）
 ・シンガポールの姉妹園を北都幼稚園園長ら2名が訪問（8

月20日～24日）

昭和30年代初期の南郷通は土の道で、
のどかな雰囲気

昭和33年、開園当時の本郷幼稚園、木造
園舎に鯉のぼり

昭和41年、分園として創立された当時の
白樺幼稚園（現 札幌白樺幼稚園）

円山競技場にて昭和43年の開道百年記
念行事に本郷幼稚園児が人文字を披露

札幌コンサートホール「Kitara」で北野し
らかば幼稚園開園20周年記念音楽会(平
成11年2月20日)

大藤学園創立50周年記念イベントで佐
藤弘道さんを迎え親子体操を行う

大藤学園創立50周年記念式典

大藤学園創立50周年記念全園児共同製
作壁画

園児より歓迎を受けているシンガポール
の先生（クワン理事長）

姉妹園提携の調印

History



【学園本部事務局】
 札幌市白石区南郷通18丁目北6-3
TEL.011-864-5411  FAX.011-864-2624

学校法人 大藤学園

http://www.ohfuji.ed.jp
大藤学園ホームページから、各園の詳細や最新情報がご確認いただけます。
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