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幼児期から学童期のこどもたちの
のびやかでその子らしい育ちを親と共
に支え、生きる力を育み、
親が親になっていく過程に寄り添い、
親子が共に育ちあえる様々な活動
をしています。

リンク・スマイルって何をしているの？

おやこ一緒
のプレ幼稚

園

ともだちと
一緒のプレ
幼稚園

放課後エン
ジョイクラス

Mamatoco
（セミナー、
サロン）

2022年4月～
◆幼児のための放課後スクールすきっぷ
◆民間学童「みんなの放課後クラブ

すきっぷPLUS」
◆みんなの教室まなびあ



リンク・スマイルのあゆみ
2003年 江東区にておやこのあそび教室わくわくらんど

を立ち上げる
☆10ヶ月の子～4歳児の親子7組でのスタート

2006年 利用者の要望を受けプレ幼稚園ぱんだ組設立
☆1.2歳児おやこはおやこ一緒のクラス。3歳児は入園準備として母子

分離の時間もスタート。

2011年 東京都認証
特定非営利活動法人江東おやこのサポートセンター
設立
親と子があたたかな関係性を築き、共に育ちあう
ためのサポートを親子関係を行うためNPO法人化へ

2015年 NPO法人リンク・スマイルへ改称



【概要】

■目的
わたしたちは乳児から学童期のこどもとその家族に対して、保育・教育・発達、その周辺領域の専門
家や地域の人々が連携を図りながら親子が共に育ち合うための様々な支援、研究と支援に関わる
人材の育成等を行うことで、全ての親子を笑顔に導き、こどもたちがその子らしくのびやかに育つ明るい
社会の実現に寄与することを目的としています。

■主な特定非営利活動
こどもの健全育成を図る活動、保健・医療又は福祉の増進を図る活動、社会教育の増進を図る活
動

■主な事業
親子支援事業、子育ち事業、親子臨床研究事業、人材育成事業

■理事長
古畑真弓 所属学会：日本保育学会

【リンク・スマイル親子支援事業、子育ち支援事業内容】

■対象 ： 乳児期～学童期のこどもとその親 ※母親及び主な養育者

■支援内容： こどもが育つ力を支える・親になっていく過程を支える
（保育・教育的活動）（積極的・主体的に楽しく子育てを行う援助活動）

【サポートビジョン】 繋がる・共に育ちあう・多様性

■方法 ： 保育・教育及びカウンセリングスキルを用いた援助

■支援者 ： 保育士、元幼稚園教諭、心理カウンセラー、地域ボランティア、
運動・伝統文化・演劇等各専門家（放課後エンジョイクラス対象）

役職 氏名 所属・資格

理事長 古畑 真弓 ・幼稚園教諭1種免許
・保育士
・家庭教育相談員
・認定ABAセラピスト/児童心理カウンセラー
・キッズアンガーマネジメントインストラクター
・ペアレントトレーニングファシリテーター養成研修
修了生

副理事長 松本 有代 ・小学校教員免許
・発達障害学習支援シニアサポーター
・セカンドステップ研究生
・㈱プレゼンスワン代表取締役

理事 堀 科 ・保育士
・小学校専修免許
・東京家政大学家政学部 児童学科准教授

監事 長島 道紀 ㈲アイジャパン
代表取締役専務

法人概要

泉澤 玲子 事務局長 放課後デイサービス児童指導員

高野 淳 広報 高野PR事務所代表

増野 光晴 華道・茶道 いけばな雪舟流 次期家元

八乙女真記子 表現教育 表現教育

野崎 隆司 サイエンス 株式会社レインボースター代表取締役社長

大久保 翔 親子運動 SUN RISE 代表

織田 拡 撮影・記録 フォトグラファー

門間 秀夫 表現・装飾 株式会社ミリアルリゾートリゾートホテルズ

林 和輝 運動 公立校非常勤講師



リンク・スマイルサポートビジョン

① 繋がる 「一人じゃない！共に育ちあう仲間作り」
・母同士（父同士）繋がる
・こども同士繋がる
・親子が様々な立場の大人と繋がる（地域・専門家等）
・親子に関わる大人たちも繋がる

② 共育
・様々な遊び、活動、関わりあいを通し、親もこどもも
支援者も育ち合う

③ 多様性
・多様な関係性、多様な個性、多様な属性
ちがいを知り、認め合いながら互いに心地よい場、関係作り



親子の育ちあいプラットフォーム

1.2歳児 3歳児 4.5歳児 小学生

発達に即した様々な遊び
興味や関心をもつきっかけとなる遊びや体験
社会生活に必要な習慣や態度を育む生活体験
家族以外の大人、友達への親しみや信頼を育む関わり
自分から行動したり、気持ちや考えを表現する体験

こあら組（親子
ぱんだ組（定期通室を基本とし

スポットコースも募集します）

幼児のための放課後スクールすきっぷ

民間学童
みんなの放課後クラブすきっぷPLUS

こどもの姿を見て、聞いて、感じて、考えて子育てをより楽しむプログラム

こどもの発達、困った行動や気になる姿への理解、関わり方を学ぶプログラム（ペアトレ・セミナー等）

興味を広げ、関心をもったことを考えたり調べたりする探求活動
様々な遊びや体験を通し、学びに向かう知識や技能の基礎を養うプログラム→自ら学ぶ、深める楽しさへ
遊びや人との関わりを通し社会的情動スキルを育むプログラム「SEL教育プログラム」
感じたことイメージしたことを豊かに表現する楽しさ、創造性と粘り強く取り組むマイプログラ
サイエンス・クッキング・伝統文化、造形などのスペシャルプログラム

発達段階に応じたクラス体制で、継続してこどもの育ち、
子育て、親子のそだちあいをサポートしています。

親

こ
ど
も

学
年

いつでも 気軽に 子育て相談・発達相談（会員の方は無償）

みんなの教室まなびあ

こちらの
クラスです



ぱんだ組スポットコースってなあに？
主に満３歳から３歳児を対象に幼稚園の前段階として
先生やともだちとの集団生活を経験するクラス「ぱんだ組」の
開室日のうち、ご希望日・ご希望のプログラム（午前・午後・
1DAY）に参加できるコースです。 （要予約：月3回）

★無償化対象外です。
★療育施設と併用して通うことも可能です。
★年度途中にぱんだ組（週1～3日通室）への変更も可能です。
★幼稚園にむけて継続した集団生活を経験させたい方は、ぱんだ組への登録をおすすめします。

ぱんだ組スポットコースはぱんだ組のこどもたちと一緒に過ごします

●友達や先生と一緒に過ごす楽しさを体験します

●身支度やトイレトレーニング、お片付け、お弁当の準備をし
食べるなど、先生や友達と一緒にやってみる体験をします

●様々なプログラム活動を体験し、興味関心や遊びを広げます



親子にとってのぱんだ組スポットコース

お子さんの育ちを
共に考え、支える
子育てパートナー

おうちでは
できない
遊び・体験
ができる

ママも
自分の時間を
楽しめる

都合にあわせ
利用できる

同年代の友達
と遊ぶ機会が

できる

様々なプロ
グラム体験
ができる

子育ての相談が
気軽にできる

先生や友達と
一緒に・・・



登録方法・利用方法
【登録方法】
① 登録希望のメールを送る
② 親子面接 ※兄姉が在籍していた方は面接不要

③ リンク・スマイルへの登録手続き
・登録料 8000円（初回のみ）
・年会費 6000円
・会員規約、ぱんだ組スポットコース規則への
同意、署名
・生活健康調査票のご提出
・その他必要書類のご提出

【利用方法】
① 月末配布のリンクスマイルだよりを確認
※スポットコース登録者にPDFにてメール送付

② 利用したい日があれば日にち及び午前・午後・1DAYを
選択しGoogleフォームから送信

※はじまりの会など参加いただけない日もございます。月ごとのスケジュールをご確認ください。

※月ごとにご予約ください
※GoogleフォームのURLは登録者にのみお知らせします

③ 当日 指定の入室時間に来室
★参加費は当日お納めください
★持ち物は登録後にご案内します

入室時間 退室時間 参加費（税込） キャンセル費用 1日あたりの定員

午前プログラム 9：30～9：40 11：30～40 2200円 当日8：00までのご連絡の場
合は費用はかかりません。
連絡がなくいらっしゃらない場合
は全額ご請求させていただく場
合がございます。
キャンセル日の振替も可能です

5名
※満席になった場合は
キャンセル待ちとなります

午後プログラム 11：30～11：40 13：30～40 2200円

1DAY 9：40 13：10～30 3850円

★ぱんだ組スポットコースの方は、幼児のための放課後スクールすきっぷへのご登録も可能です



元幼稚園教諭（保育士資格も保有）がクラスを担当します。

その他
補助スタッフ、ボランティアスタッフも共にこどもたちの生活や遊びを
援助しています。

※補助スタッフは、他国での幼児教育免許や日本の教員免許を有している者などです。
また定期的に研修を受け、こども理解とその関わりについて学び自己研鑽を積んでいます。

※ボランティアスタッフは、行政の保育ボランティア養成講座を修了し、他の学校、施設等で
介助員、保育スタッフとして活躍しています。

また、NPO法人リンク・スマイルを運営している理事、講師、会員が
それぞれの専門的知見をもとに、一人ひとりの育ちを見守り、支える
体制をつくっています

ぱんだ組スタッフの専門資格
幼稚園教諭1種免許状2名、幼稚園教諭2種免許状1名（３名とも保育士資格、幼稚園担任経験あり）
家庭教育相談員・ABAセラピスト・児童心理カウンセラー・発達障害学習支援シニアサポーター及び小学校教諭１種免許状 各１名



「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「認定こども園教育・保育要領」のねらい、内容に基づきカリキュラムを作成し、
幼児期のこどもの心と体を育み、幼稚園・保育園・認定こども園などの集団生活へ繋いでいます。

ぱんだ組スポットコースで体験できること
生活や遊びを通し、それぞれの領域が重なり合い、相互的に育まれます。

【身辺自立】
・排泄（トイレトレーニング）

・着替え
・身の回りの物を活動
にあわせて準備や片付
けをする
・食事（弁当）

【イベント】

・誕生会 ※誕生児がいる月に開催

・プレーデー
・季節の行事

【特別プログラム】
・運動プログラム（月1～2回）

・食育活動

【体を動かす/自然に触れる】

・自然遊び、木の実を使った遊び
・生き物探し
・砂場や土遊び
・鬼ごっこなど
・遊具を使って体を動かす

【関わる力/表現する力
/創造する力を育む】

・ごっこ遊び
・絵の具遊び、造形や工作
・ブロックや積み木など組み立てる遊び
・粘土（小麦粉粘土なども作ります）
・リズム遊び、表現遊び
・読み聞かせなど

先生や友達と「関わっ
て遊ぶ」
好きな遊びに出会い
じっくり遊ぶ
ことを大切にしています



午前プログラムを選択した日のすごし方

9：30～40入室「おはよう！」

• 朝の身支度を行う、トイレに行きます

• 朝の会に参加する（手遊び、歌、お名前を呼ぶ、インタビュー、読み聞かせ）

午前のプログラム の一例

• 外遊び（自然に触れのびのび体を動かす、砂場や土、草、虫、木の実、葉や枝などで遊ぶ）

• 運動プログラム（月1～2回）、食育活動（2カ月に1回程度）

• 造形遊び、感触遊び（小麦粉や片栗粉、水など）、季節の遊び

11：30～40 退室

• 外遊びの後は着替え、トイレ、手洗いを済ませます

• ご希望の方は絵本の貸し出しをします

• 一人づつ様子をお伝えしながらさようならをします



午後プログラムを選択した日のすごし方
11：30～40 入室「こんにちは！」
•身支度を行う

• トイレにいき手洗いをする

•弁当の準備をする

お弁当タイム

・片づける

午後のプログラムの一例
•社会性を育むごっこ遊び（お店屋さん、病院、レストランごっこなど）

•造形遊び（絵の具ーフィンガーペイントやステンシル、スタンピングや筆、毛糸、クレヨン、のりなど

様々な手法を体験します）

•工作（ちぎる、きる、貼る、組み合わせるなど作る楽しさを味わいます）

•一斉プログラム（リズム遊び・体操、レクリエーションや誕生会などの行事）

13：30～40 退室
• みんなで遊んだものを片付け、トイレに行きます

•帰りの会に参加します（手遊び、一日の振り返り、読み聞かせ）

•ご希望の方は絵本の貸し出しをします →一人づつ様子をお伝えします



1DAYプログラムを選択した日のすごし方
9：40 入室「おはよう！」

• 身支度を行う、トイレにいく

• 朝の会に参加する（手遊び、お名前を呼ぶ、インタビュー）

午後のプログラム
•社会性を育むごっこ遊び（お店屋さん、病院、レストランごっこなど）

•造形遊び（絵の具ーフィンガーペイントやステンシル、スタンピングや筆、毛糸、クレヨン、のりなど様々な

手法を体験します）

•工作（ちぎる、きる、貼る、組み合わせるなど作る楽しさを味わいます）

•一斉プログラム（リズム遊び・体操、レクリエーションや誕生会などの行事）

13：10～30 退室

• トイレに行きます、帰りの会に参加します

• ご希望の方は絵本の貸し出しをします →一人づつ様子をお伝えします

午前のプログラム

•外遊び（自然に触れのびのび体を動かす、砂場や土、草、虫、木の実、葉や枝などで遊ぶ）

•運動プログラム（月1～2回）、食育活動（2カ月に1回程度）

•造形遊び、感触遊び（小麦粉や片栗粉、水など）、季節の遊び

お弁当タイム



<防犯・安全面について>
・外遊びへの移動は、徒歩です。2人ずつ手を繋ぎ歩道を歩きます。公園への移動は、散歩をかね車の通りが少ない道を選び実施している他、定期的に通
路の安全確認を行っています。
・外遊びの引率者は有資格者1～2名と補助スタッフ、ボランティアスタッフです。こども3人に1名配置しています。
・不審者対策として防犯ベル、防犯グッズ（具体的にはお教えできません）を装備、警察とも連携を図っております。
・環境整備を徹底し、安全管理に留意致します。
・万が一に備え、防災頭巾を毎回持参してもらっています。
・子供たちにも安全に対する話をしています・・・避難訓練および引き取り訓練実施（年1回程度）

＜けがの対応＞
・けがについては十分配慮し、環境設定や指導等未然に防ぐ努力を行っております。
・万が一、けがをされた場合は傷害保険にて対応させていただきます。（通院1回1000円最大90回まで、入院一日1000円など）
・未然に防ぐために、十分な安全管理（室内の安全環境）を図るとともに、子ども自身が、安全に対する意識をもてるよう安全教
育も行っております。

・救命救急・応急手当の講習を受け（更新制）認定を受けるとともに、安全管理・応急処置に対しての専門の知識を有し、最善の
手当て・連携ができるよう努めております。

＜健康管理について＞ ★新型コロナウイルス感染症対策のため一部変更しています
・通室日は、朝の体温をおうちで計測し、毎回健康カードに記入していただきます。
・通室日以外の日の健康状態も、合わせて記入していただいています。（集団感染を早い段階で防ぐための大切な連携です。）
・朝の視診、検温の他、活動中の健康観察を日ごろから行い、お子さんの健康に留意しております。体調不良が見られる場合などは、お迎えをお願い
しております。
・医療行為に当たるため、原則として薬はお預かりできません。既往症のあるお子さんで、常備薬が必要な場合は、入会後にご相談を申し受けます。
・既往症、持病、薬品アレルギー、食品アレルギー、ひきつけ等の有無、予防注射等について、事前に健康調査票にて提出していただいております。

→発達や個人差に応じて個別に対応したり、おうちの方とも相談しながら、無理のない範囲で通えるよう一緒に考えていきます。
※知りえた情報は、職員以外が見聞きすることはございません。厳重に管理致します。

・クラス内で、集団感染の恐れのある病気が発生した場合、ただちにお知らせします。（水ぼうそう、インフルエンザなど）
※休園等の措置をとる場合がございます。
※感染症流行期には、入室の際に全員が消毒をする、手洗いやうがい、マスクなどの感染対策の徹底を行います。

安全対策

■新型コロナウイルス感染症対策のため、現在分散入退室を実施している他、大人は不織布マスクの着用の徹底を行っています。



ふれあい
ひびきあい
むすびあい
笑顔でつながろう

NPO法人リンク・スマイル


