
 

 



  教育目標  

①  幼稚園にかかわるすべての人が共に成長し合う「共生」を基本に育成します。  

子ども達は、子ども同士のかかわりあいの中で刺激しあい成長することで、

将来必要とされる様々な能力を身につけていきます。そこにかかわる教諭も

子どもや保護者との関わりの中で教員として人間として成長していきます。

保護者もまた子どもや他の保護者、園の職員との関わりの中で子どもの成長

や保護者自身の成長を感じることが出来ると思います。つまり幼稚園にかか

わるすべての人が成長や喜びを感じることのできる幼稚園を目指します。  

 また自然との共生も大切です。園生活の中で自然に触れる事で、自然の素

晴らしさ、大切さに子どもたちなりに気付くことは将来の持続可能な社会を

築いていくために大切な経験と考えます。  

 

②  「あそび」を通しての心と体づくりを大切にします。  

子ども達にとって遊びは生活そのものであり、毎日の遊びの中で人として生

きていくための必要な能力を遊びを通して身につけていきます。あそびは子

ども達がやりたいことをやる事、つまり自発的なものであり、やってみたい

ことが沢山出来る中で主体性や意欲、社会性や創造性などありとあらゆる能

力を身につけていきます。ただ遊んでいるのではありません。遊びを通して

学んでいるのです。当園では特に屋外で自然環境豊かな中で遊ぶ機会を設

け、子ども達の全人的な成長を促します。  

③  自然とのふれあいのなかですこやかな心を育てます。  

自然の事物（どんぐり、葉っぱ、虫等）には決まった遊び方はありませ

ん。自然の中で何を感じて遊びや生活に取り入れるかは子ども達次第。自然

は子どもにとって感性や無限の想像力、創造力の源です。生活や遊びの中に

自然を取り入れる、自然を感じるという事は子ども達が心豊かに成長してい

くための大切な要素です。  

④  自分で考え選択し活動できることをめざします。  

予測が困難と言われる将来の社会で必要になることは 自分の力で考え、判

断し行動できることです。遊びを中心とした園生活で子ども達の主体性や意

欲を育むことは、将来の社会で子ども達が活躍していくための基礎となりま



す。  しらぎく幼稚園では幼児教育を通して生きる力の基礎を培いたいと考

えます。また、多様な人々と協同していく事や、自分の行動に責任を持てる

ようになる事も、将来の社会で一人の市民として生きていく上で大切なこと

だと考えます。  

幼稚園教育要領  ５領域  

健康    心身の健康に関する領域  

人間関係  人とのかかわりに関する領域  

環境    身近な環境との関わりに関する領域  

言葉    言葉の獲得に関する領域  

表現    感性と表現に関する領域  

 

育みたい能力・資質  

幼児期に育てたい３つの資質・能力「知識・技能の基礎」「思考力・判断力・表

現力の基礎」「学びに向かう力・人間性等」が身に付いていく過程（プロセス）を

大切にし、健康・人間関係・環境・言葉・表現の５つの領域の総合的な育ちを目指

し、幼稚園教育要領に基づき保育を行います。  

 

 

 

 

 

 

 



幼児期に育って欲しい１０の姿  

 

 

5 つの領域 と３つの育てたい資質、能力が育つようにしていく中で、 目指していく

方向として、 卒園までに育って欲しい 10 の姿があります。これらの姿は到達目標で

はなく、一人ひとりの卒園の頃の姿（プロセス）であって能力や資質ではありません。  

 

 

 

 

 



保育時間  

月曜日～金曜日  ７：００より１４：３０まで（預かり保育は１９：００まで）  

土・日・祝祭日、その他園長が必要と認めた場合は休園日とします。  

在園者数  

年長組  ２９名ｘ４クラス＝１１６名  

年中組  ２８名ｘ４クラス＝１１２名  

年少組  ２１名ｘ５クラス＝１０５名  

満三歳児組  ２クラス  全日コース  ３２名、週２コース   ８名  

合計３７３名（令和２年５月１日  現在）  

 

満三歳児クラス  おはな組  

・満三歳児クラスおはな組は、来年度より全日保育のみとなり、週２コースはなく  

なります。  

・３年保育児の保育体制を基本としますが、この時期の発達の段階を考慮して、お

やつ、お昼寝を導入しています。  

・服装は自由です（私服の他、幼稚園の体操服も利用して下さい。）  

・公の学校健康会への加入は満３歳になった時点になります。それまでの期間は民

間の園児保険に加入していただくことになります。  

・クラス役員の選任はしません。  

 

園児の幼稚園での一日の流れ  

７：００～９：３０  登園  スクールバス  及び  歩きコース  

８：３０～１０：１０  自由あそび（登園順に着替え、室内・屋外で遊びます） 

１０：１０～１１：４０  午前の保育  各クラスに入り朝の歌、出欠、視診が終わ

った後、その日の計画により、一斉保育を行います。  

１１：４０～１２：４０  食事準備及び食事  

１２：４０～１３：２０  昼の自由遊び  

１３：２０～１４：３０  午後の保育  一日のお話、かみしばい、絵本の読み聞か

せ、配布物の整理等  

１４：３０～１６：２０  降園  スクールバスでの送り  

１４：５０～１５：２０  歩きコースお迎え  

１５：１０～１９：００  預かり保育「なかよしクラブ」  



預かり保育「なかよしクラブ」  

日常保育時   １５：１０より１７時５９分まで１回５００円  

       １８時から１９時まで１回１００円  

 

長期休み時    ７時より１１時５９分まで１回５００円  

       １２時から１２時５９分まで１回１００円  

       １３時から１７時５９分まで１回５００円  

       １８時から１９時まで１回１００円  

・れんらくアプリで申し込みます。  

・保育料と一緒に、毎月口座からの引き落としになります。（３月のみチケット制）  

・発達の状況や、園での様子を判断し、教員を専任で１人配置する必要のあるお

子さんのご利用は、原則お断りします。但し育児支援として、週１回程度の利用

は考慮します。お願いする方には、園から個別にお話させていただきます。  

 

月極めの場合  （料金はお預かりする日数により、月によって異なります。）   

4月 11000円  5月 9000円  6月 10000円  7月 13000円   

8月 17000円  9月 9000円  10月 10000円  11月 9000円  

 12月 11000円  1月 10000円  2月 9000円  3月 13000円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



施設  

園舎     ５５０坪  保育室１５室  おゆうぎ室  事務室  

園地     約１９１０坪  

  

①  遊び広場   固定遊具、砂場を設置しています。  

子ども達は毎日泥だらけになって遊んでいます。  

 

②  自然広場   お山  どんぐりの木  

（くぬぎ、こなら、またじ、うばめがし、もうそう竹、グミ等）  

  

     土のお団子作りが一年を通して盛んです。  

 

 

 

 

 



③  運動広場   グラウンド、鉄棒、くぬぎ、またじ、かし、雑草  

 

かけっこや球技、むしとり等、自由に遊びが広がっていきます。  

 

④  ビオトープ（自然観察広場）  

 

人造の池・小川の周りは草原のままです。  

きいちご、ブルーベリー、ブラックベリー、ラズベリー、びわ、さくらんぼ、  

あけび、うべ等の実をその場で取って食べてみたり、周辺の木々や花の様子                                           

を通して、四季の移り変わりを豊かな自然の恵みとして体感して行くことがで  

きます。  

 小川では水遊びを楽しんだり、池に住むめだか、やご、げんごろう、あめん  

ぼ、おたまじゃくし、かえる等を観察します。大型の かぶと虫の飼育箱もあり、  

子ども達は生き生きと自然に親しみ、毎日を過ごしていきます。    

  

 



⑤  どろんこ広場  お山、小川、ガチャポンプ、果実樹（かき、いちじく等）  

 

ガチャポンプのあるお山を中心に、どろんこ遊びや水遊びを楽しんでいます。  

クローバー、れんげ草、コスモス等の自然に囲まれています。  

果実のなる樹木をあちこちに配置しており、一年を通して 様々な収穫も楽しめます。  

⑥  はたけ    

 

園内の畑ではさつまいもを中心とした様々な作物を栽培します。  

子ども達は苗植えした作物の成長を間近に観察し、収穫、調理までの活動を  

通して自然の恵みを感じ、自分達で栽培した食物を食べる喜びを味わいます。  

年度により栽培するものが変わる場合があります。  

 

 

 

 

 



年間計画   

（一学期）  

歓迎遠足  なまずの郷への親子遠足（５月中旬）  

保育参観  ６月の第１土曜日  

親子人形劇観劇  ７月上旬  

 

（二学期）  

畑の収穫   １０月中旬（園内の畑）  

保育参観   １１月上旬  

 

（三学期）  

保育参観   ２月上旬  

お別れ会   ３月上旬  

卒園式    ３月中旬  

・来年度以降もコロナウイルスの影響により、行事が中止、変更になる場合があり

ます。  

・今後は行事の練習を中心とした保育を減らし、一年を通じてこども達がしっかり

と遊び、幼児期に根付いて欲しい意欲や主体性といった能力を伸ばしていけ るよう

な時間を確保し、子どもを中心とした保育への移行を考えていきます。  

今後は練習に過度の負担がかかる、運動会やおゆうぎ会等の行事を縮小、廃止し

ていきます。運動会、おゆうぎ会は令和４年度迄現在の在園児のみ行います。  

来年度の年少組・満三歳児組の新入園児は運動会、おゆうぎ会を行いません。  

 

 特別保育  

はだし保育  ６月より１０月の中旬まで。  

英語教室   年長児（水曜日）  

体育教室   年中児（水曜日）年長児 (木曜日 )  

リトミック教室  年少児（金曜日）  

縦割り保育  月一回年少組、年中組、年長組の混成クラス「フルーツ組」で保育  

      を行い、学年を超えた友達関係の発展を促します。  

園外保育   年少組 ･年中組 ･年長組と分かれて行います。（各学期に一回）  

１学期は福間海岸・２学期はみかん狩り・３学期は大型遊具のある公園  



給食  

 １年～３年保育  満三歳児  

主食費 (お米等）  700 600 

副食費 （おかず）  3800 3400 

合計  4500 4000 

・完全給食制で、月に１～２回はご家庭からのお弁当の日があります。  

・月曜日から金曜日まで、自園内の厨房設備で調理された、手作り給食です。  

・自園調理の給食では「あたたかい」「おいしい」「たのしい」「安心・安全」  

な給食を通して、子ども達に「食べる喜び」を伝えていきます。  

・給食室は最新の機器が導入されており、衛生面にも配慮した設備を備えています。 

調理は業者委託する専門業者が行います。  

・年収３６０万円未満の世帯及び、小学校３年生修了前の児童からカウントして  

第３子以降の子に対して、副食費を対象とした給食費の補足給付が行われま

す。９月と４月の年 2 回の支払いとなります。  

 

 

 

 

 

 

 



・給食は各種アレルギーに対応します。（詳細は個別面談にてお打ち合わせ下さい。） 

基本的には除去食及び代替食での対応になりますが、下記の症状の場合対応が難し

い場合があります。  

①  過去に「アナフィラキシーショック」を起こしたことがあり、原因食品がまだ

摂取できない場合。  

②  原因食品が多数あり、対応が難しい場合。  

③  下記の物にアレルギー反応を示す場合  

・卵殻カルシウムを含む食品・調味料（ココア・クラッカー等）  

・乳糖を含む食品・調味料（コンソメ・ホットケーキの素等）  

・小麦やその他の麦を含む食品・調味料  

・醤油・味噌・大豆油・ごま油  

・ナッツ類加工品（ココア・チョコレート・その他加工品・調味料等）  

・魚介類を用いた調味料・だし  

・肉類を含む加工品・調味料等  

④  コンタミネーションや食器や器具の使い分けまで注意しないといけない場合  

⑤  ナッツ等、表示義務のない食物アレルギーの全除去対応が必要な場合。  

 

 

 

送迎   

スクールバスでの送迎の方  

５０人乗りのスクールバス２台、２４人乗りのスクールバス２台の計４台で、朝  

は７時５０分より１０時まで、帰りは１４時３０分より１６時３０分まで、各２～

３コースで運行しています。  

直接の送迎の方は、朝は９時３０分までに登園、帰りは１５時２０分までにお迎

えをお願いしています。  

・てんかん、熱性けいれん等の病気の発作がバス搭乗中に起こる可能性が有る等、

安全管理ができないと園が判断した場合はバス通園を お断りすることがありま

す  

・宗像市、古賀市、福津市の一部など遠方にはバスは行けない場合があります  

・交通事情や周辺の利用者との調整で、バス停の場所はご希望通りにならない場合

があります。  



安全管理  

①  不審者侵入防止設備として玄関の主要門出入り口、職員が管理していない時間

はロックされています。通用門は暗証番号を入力しないと出入りできません。  

②幼稚園に出入りするとき保護者は名札を携帯してもらいます。  

③園周囲に鉄条網を設置  

④警察への直通回線による非常通報システム  

⑤警備会社との警備契約  

⑥さすまた、催涙スプレーの設置  

⑦ AED の設置  

園児の安全送迎  

1 .バスで保護者の迎えがない場合は園につれて帰ります。  

2 .園へ直接送迎の場合は職員が玄関で確認してお預かりします。お迎えの際は保護

者の名札を確認してから引き渡します。  

 

保護者会  

幼児保育の一層の充実を図るため、保護者会があります。  

各クラスから２名役員を選出します。  

 

課外活動  

（月・木）音楽教室（カワイ音楽教室）  

（火）サッカー教室（リベルタサッカー教室）  

（水）体育教室（あすなろ体育教室）  

（金）英語教室（カリフォルニア外語学院）  

（金）水泳教室（ベストスイミング）  

学校健康会  

 保護者負担  年額２４０円（行事費から支払われます）   

１．医療給付   医療費が５０００円以上の場合はその４割を給付。  

２．障害見舞金  障害度により、７３万円より３３７０万円まで。  

３．死亡見舞金  ２８００万円（通園中の事故はその半額）  

 

 

 



施設制度の移行について  

平成 27 年度より子ども子育て支援新制度が施行されていますが、令和３年度より

当園は従来型の私学助成型の私立幼稚園から、施設型給付を受ける幼稚園に移行し

ます。（認定子ども園ではありません。）  

 

令和３年度  募集人員（優先対象者）  

満三歳児組  ４年保育児  約  ９名  全日コースのみ  

年少組     ３年保育児  約４０名  

年中組     ２年保育児  約  ６名  

年長組    １年保育児  約  ４名  

 

・検診などで子どもさんの発達について指摘されたことは全て願書に記入して下

さい。  

・子どもさんの園での様子により園の判断で補助の先生をつけることがあります。 

補助の先生の必要性についての判断は園の判断に従ってください。  

・専任で補助の先生を１人配置する必要のあるお子さんは、預かり保育は原則利用  

できません。  

 

保育料（月額）  

 特定保育料  給食費  行事費  毎月の請求額   スクールバス   

年長組  4000 4500 300 8800  2500 

年中組  4000 4500 300 8800  2500 

年少組  5000 4500 300 9800  2500 

満三歳児組  6000 4000 100 10100～ 35800  2500 

・満三歳児組は誕生月の前月迄の保育料は、３１７００円になります。  

・満三歳児組は３歳の誕生日を迎える前日からが無償化の対象になります。  

誕生月は日割り計算になります。  

・毎月１０日に銀行口座から引き落とされます。  

・その他  絵本代が毎月４ ００～ ５００円程度かかります。  

・母親の出産に伴い園児が一ヶ月以上休園する場合は一ヶ月分に限り保育料等を  

減免することができます。  

・給食費、スクールバス代は年間の代金を１２ヶ月で割った金額です 。  



教育準備金  

 

 

来年度より、施設給付型の幼稚園に移行するにともない、従来の入園金を改定し

ました。入園決定通知を受取り後、１２月末迄に振り込み、又は園までご入金下さ

い。教育準備金は当園では無償化の対象に実質なりません。  

 

幼児教育の無償化  

・ 幼 稚 園 や 保 育 所 に 通 う ３ ～ ５ 歳 の 全 て の こ ど も と 、保 育 所 に 通 う ０ ～ ２ 歳 の

住 民 税 非 課 税 世 帯 の 子 ど も に つ い て 、 無 償 化 の 対 象 に な ります。  

・幼稚園では年少組～年長組の保育料の内、25700 円 /月が無償化の対象となり、

それ以上の保育料との差額は、特定保育料として利用者の負担となります。  

・預かり保育も対象となります。年少組～年長組で新２号認定を受けた方は、１日

４５０円（上限は月額１１３００円）が無償化の対象となります。園からの請求を

一旦支払い、後日に年４回（７、１０、２、４月）に分けて園を通して給付されま

す。園からの領収書と申請用紙を提出する必要があります。満三歳児は新３号認定

を受けた方のみ対象です。  

・給食費、スクールバス代、行事費等の雑費は対象外です 。  

 

 保育料無償化の認定区分  

・入園する全園児が、１号認定を申請します。  

１号認定  年少～年長組、３歳の誕生日を迎えた満三歳児  

 

・預かり保育の無償化の対象になる方は、新２号認定、新３号認定の申請も必要に   

 なります。  

新２号認定  
 

・年少～年長組  

・両親ともに月 6０ 時間以上就労して いる等、預かり保

育の必要性がある方。  

新３号認定  
 

・ 3 歳になった満三歳児の園児  

・市民税非課税世帯であり、両親共に月 60 時間以上就

労して いる等 、預かり保育の必要性がある方。  

・市町村により、条件が異なる場合があります。  

全学年  ３００００  



応募の流れ  

・本年度は保護者による抽選会は、コロナウイルス感染防止の為行いません。  

お預かりした入園申込書を基に、園側で抽選し、ホームページで結果を発表します。 

 

・入園申込書受付時間   10 月 30 日 7： 00～ 17： 00  

必要事項を記⼊の上、下記のいずれかの方法で入園申込書を提出してください。引

き換えに抽選番号を配布します。  

 

①  書類で受け取った入園申込書を直接園に提出する。  

②  プリントアウトし、記入した入園申込書を直接園に提出する。  

③  ホームページの応募のページから 10 月 30 日 0： 00～ 17： 00 に申し込む。  

ホームページ上からダウンロードした入園申込書（エクセル書類）に記入の上、園の

ホームページの専用ページからお申込み下さい。受付完了時に抽選番号を発行します。 

 

10 月 31 日 10： 00 に抽選結果を、ホームページ上で抽選番号にて発表します。 

次点以降の方はキャンセル待ちとして入園申込書をお預かりします。他園に入園を

決めた場合等、申し込みを辞退する場合は必ず園まで連絡をお願いします。  

 

・１１月１４日  面接・制服採寸   

１０時又は１３時３０分より（時間は個別にお知らせします）  

・面接後入園決定通知の発送をもって入園決定とします。  

・事前に運営規定をご確認下さい。面接時に同意書２枚に記入・押印していただ    

き、 1 枚を保護者控えとしてお返しします。必ず印鑑をお持ち下さい。  

・口座振替申込書等の提出書類は、 2 月 13 日までに随時提出して下さい。  

・１月  認定取得の申請用紙を配布します。  

 勤務証明書が必要な方は 1 月以降の日付で取得して下さい。  

 書類が揃った方は、２月１３日までに随時提出して下さい。  

 

・２月１ 3 日  一日入園・用品販売   

 10 時又は 13 時 30 分より（時間は個別にお知らせします）   

・ 4 月       入園   

コロナウイルスの流行等の状況により、日程を変更する場合があります。  


