あかるく げんきに のびのびと
当園では、道徳心・正義感・思いやり・感謝の心・探究心を育み、

教育目標

次世代を担う人間を育てます。 体験を通した学びと、 その学ぶ過程を

明るくのびのびとした元気な子

重要視し、創造力や共感力、自己解決力を高め、自ら学び行動できる
子になる基礎作りとしての教育 ・ 保育を目指しています。

きまりの守れる人と協力する子

幼稚園教諭の他にも、 体操やスイミング講師による指導で園児の

よく考えみずから行動できる子

身体バランスや健康の増進、 ネイティブの英語講師により国際感覚を

美しくあたたかい心を持った子

地域のお年寄りとの交流や小学校との連携も増やし、 温かい心を育て、

育てます。年長児はエスアイあそび （知能教育） を取り入れている他、
小１プロブレムの無い小学校へのスムーズな接続を目指しています。
認定こども園（幼稚園型）として、教育 ・ 保育スタッフの質と量を

令和4年度 園児募集要項

整えたうえで、 園児は各クラス 20~25 名の少数にとどめ、 笑顔のある
心地よい環境で、ていねいに保育を進めていきます。

募集対象児・人数

特に、 すぐに結果が見えやすい、 数を数えられる、 文字がわかると

3年保育児 〈平成３0年(2018)4月2日〜平成31年(2019)4月1日生まれ〉 … 70名
（1号認定児45名/2号認定児25名）

いった単に知識を増やす 「認知能力」 よりも、 これからの人生に
おいてとても大切な、 根気づよく努力したり、 自ら問題を乗り越える

満３歳保育児 〈平成31年(2019)4月2日生まれ〜満３歳の誕生日以降に入園〉 … 約10名
（誕生日後の入園面接終了後に入園となります）

自己解決力、 人と理解し合い協力して何かをやり遂げるといった
「非認知的能力の獲得」の基礎をつちかいます。

入園願書について
・配布開始

令和３年 ９月1日（水）より

・受付開始

令和３年 10月1日（金）午前8時より

というのも、子どもたちが大人になる 20〜30 年後には、肉体労働や
単純作業はロボットが人に替わって行い、社会のグローバル化が進んで

（※満３歳児は令和4年3月1日
（火）
より、
先着順に願書受付いたします）

「世界各国の人々と手をつないで仕事をしたり生活をする」 という
時代がやってきます。その時には知識よりも、 自立的に行動したり、

無償化への対応について

粘り強くあきらめない、 人と円滑にコミュニケーションできる

蛍池文化幼稚園は、平成 27 年度より幼稚園型の認定こども園になり、

といった「目に見えない力」がとても重要になるからです。

先生の人数を増やし、保育内容や保育室・教材などの設備の充実により、
幼稚園として、また２号認定児に対応した保育園としても、質の向上を

国もその「目に見えない力」の重要さを認識して、平成 30 年度より

いたしました。また、保育の無償化制度により、月々の基本保育料

幼稚園から大学までの指導要領を大改革し、 知識偏重の詰め込み教育が
時代遅れとなる中、 思考力 ・ 判断力 ・ 表現力を身につけることが

は無償化され、保護者の負担は毎月の特定保育料のみとなっています。

これからの学力となります。

またご両親がフルタイムで就労されている２号認定児に加え、１号

そして、 当園ではそういった 「目に見えない力」 の発達や成長を

認定児でも就労要件を満たせば、パート勤務でも新２号認定児という

なるべく保護者のみなさまに 「見える化」 していきます。園のウエブ

新しい認定になれます。新２号認定児は保育料の無償化に加え、日々の

サイトやブログなどによる情報公開に加えて、担任の先生たちがクラス

預かり保育料の一部（450 円 / 日、最大 11,300 円 / 月）がキャッシュ

の壁面やクラス便りを楽しくビジュアル化したり、 園児の発達記録

バックされることになっています。

ポートフォリオに取り組んだりと保育の 「見える化」 をさらに進め、

保育料について

子どもたちの発達や成長のよろこびをお父さんお母さんと共有して、
園と家族が手を取り合い、楽しく子育てできる園を目指します。

↓無償化後も園が独自に徴収している下記の保育料は必要です。

令和 4 年度 1 号 /２号 / 新２号認定児共通 蛍池文化幼稚園特定・実費保育料
▷入園時に必要な費用

▷年間 12 回毎月必要な費用
（月額）

入園準備金

30,000 円

入園面接時に
お持ちください。

施設協力費

20,000 円 ×3 回

在園中、
年１回（４月）
振替になります

検定料

◎入園準備金は返還しません。施設協力費は、転園・退園された時点で、
残りの年数分を返還いたします。
◎寄付金などは一切徴収いたしません。
◎納付して頂く授業料等一切の費用にかかる消費税は別途いただきません。
◎兄弟等同時入園又は同時在園となる場合は、施設協力費の 1/2 を減免

▷利用児のみ必要な費用

3,500 円

体操・スイミング・英語などの外部講師の費用
及び保育環境充実のための教員人件費補助の費用

行事費

1,500 円

園外保育・誕生会・作品展や
発表会など行事の費用
（雑費含）

保護者会費

1,000 円

保護者会活動のための会費

教育充実費

知育教育教材費

600 円

エスアイ知能あそび教材の費用
（年長児のみ）

往復
片道

通園バス費
預り保育利用費

1,000 円

入園申込時に
お持ちください。

（１号認定児）
（新 2 号認定児）

◎特定保育料は欠席された場合でも、基本的には返還されません。
◎当園では子育て支援の観点より、全ての園児が給食費無償（施設負担）です。
（午前保育日および預かり保育時の給食代除く）

月・火・木・金曜又は午後保育日
15：00〜18：00
（3H/ おやつ代込）

900 円 / 日

水・保育のある土曜日又は午前保育日
12：00〜18：00
（6H/ おやつ代込）

150 円 / 時
200 円 / 時

（２号認定児）

いたしますので、10,000 円 ×3 回各年度４月引落しとなります。

450 円 / 日

1,500 円 / 日
（１号認定児）

2,500 円
1,500 円

保育のない土曜日又は休園日
8：00〜18：00
（10H/ おやつ代込）
早朝保育 7：00〜8：00
（1H）
延長保育 18：00〜19：00
（1H）

◎他に学年・時期により、制服代・用品代・年長キャンプ代・お別れ遠足代・卒園
アルバム代等の実費がかります。

遊びや行事を通して生きる楽しさ、
生きる喜びを感じることができるよう、
体験活動を重視した保育をしています。

詳しくは

bunkayouchien.jp をご覧ください。
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