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沿革・園概要
1968年 4月 西三田幼稚園設立
1977年 4月 姉妹園・美し野幼稚園設立（横浜市港南区）
2005年 10月 新園舎（東館）竣工
2009年 10月 給食厨房施設完成 ホットランチ給食開始
2012年 9月 アスレチック完成
2018年 11月 保育室エアコン設置
2021年 ９月 満３歳児クラス 開設
理事長・園長 荘司 真太郎
職員27名
敷地面積
1675平方メートル 園舎床面積 2131平方メートル
R３年10月現在 園児在籍数 16７名
（満３歳５名 １クラス 年少48名 ４クラス 年中43名 ２クラス

年長71名

3クラス）

教育方針
1．『幼児は自発的・直接的体験を通してのみ効果的に学ぶ』と言われています。
日常生活があそび中心である幼児期に、豊かでのびのびとした“あそび”を目指す当園の教育は
このような考えに基づくものです。
2．美しさを愛し、自己実現と自己抑制の力を兼ね備えた子どもを目指しています。
3．植物を育てたり動物の世話を通して、いのちの大切さを身体で学びます。
4．歩くことが好きな健康な子どもをを目指し、保育では戸外での遊びをより多く取り入れています。
安全指導も「知識」より「身体で学ぶ」ことを重点においています。

園長挨拶

“自主性を身体で学ぶ”

幼児期にこそ、自らが経験し、失敗を繰り返すことによって
解決する知恵を身体で学ぶことが大切です。
それらを踏まえ成功したときの達成感が、新たな体験への意欲につながります。
心身の育ちや、同年齢の友達とともに仲間の一員として自己発揮する力も、
この時期に身につけることがとても重要です。
これら幼児期の発達課題に即した援助ができるよう教職員一同、努力しています。

理事長・園長
荘司 真太郎

教育課程について
個々のお子さまをしっかり見つめ、３歳児は3年間、４歳児は2年間の教育課程により保育を進めて
まいります。従って途中における転入園は原則として、幼稚園、保育所などの経験があるお子さまのみ
受け入れます。

年間保育日数（週数）・一日の保育時間
原則として教育要領の定める年39週とし、通常週５日（月曜日～金曜日）とします。
◆ 保育時間は9時～14時です。学期始め、学期末、園指定日は9時～11時半までとなります。
◆ 年少組のみ、4月中は9時～11時半までの保育となります。

年間の主要行事
一学期 ………春の遠足、一日動物村、お父さんと遊ぼう、子どもまつり（父母の会共催）
プール遊び、盆踊り、お泊まり会（年長）、夏期保育
二学期………おじいちゃん おばあちゃんと遊ぼう、運動会、秋の遠足、一日動物村
子ども劇場（お遊戯会）、クリスマス会、餅つき
三学期………造形ひろば（作品展）、お別れ遠足（年長）、スポーツデイ（年長）

お弁当と給食「ホットランチ」について
全日保育の火・木はお弁当、月・水・金は園内給食厨房で作る給食「ホットランチ」となります。

募集要項

＊満３歳児クラスの募集要項は別の資料をご覧下さい。

募集人員
・3歳児：2018年（H30年）4月2日生～2019年（Ｈ31年）4月1日生迄
45名（1クラス15名を基準に編成）
・4歳児：2017年（Ｈ29年）4月2日生～2018年（Ｈ30年）4月1日生迄
20名（1クラス25名を基準に、進級児と共に編成）
（5歳児は原則として転入園についてのみ受付けますので、予めお申し出下さい。）
注）応募状況ならびに、面接の結果により募集人員は変更する場合があります。

願書受付
◆ 受付日時 11月１日（月）午前8時～ 考査料 3,000 円
◆ 面接日
11月1日（月）面接時間は願書受付時にお渡しする「面接票」でご確認下さい。
◆ 発達遅滞や障がいを持ったお子さま、健康・発達等で専門機関等に相談、または、
心配事のあるお子さまは、11月1日前に必ずご相談下さい。

入園許可

入園手続き

入園金
3 歳児

120,000 円 4 歳児

100,000 円

◆ 面接の結果により入園の許可を決定し、許可通知をお渡しします。
入園金は11月5日（金）迄に1/2の額を指定の銀行窓口、又は幼稚園職員室にて納入して下さい。
残金は2月14日（月）～2月18日（金）の間に納入して下さい。
◆ 年度途中に入園の場合は、その月により入園金の一部を園規定により減額します。

月額納付金（無償化補助金控除後）・その他の費用
◆ 入園前にかかる費用
園服・体操服・カバンなど（３･４･５歳児） 約20,000円
個人用品（クレパス、ハサミなど）

約4,000円

◆ 毎月の費用等
徒歩通園児
保 育 料-25,700円
（注①）

園バス通園児

合計
父母の会
卒園積立金
会費
（Ａ）

バス利用会費 （Ａ）＋（Ｂ）
（Ｂ）

３歳児

3,300円

400円

3,700円

2,500円

6,200円

４歳児

1,300円

400円

450円 2,150円

2,500円

4,650円

◆ 年度毎の費用（年額）
個人用品・教材費

実費預かり金Ⅰ

実費預かり金Ⅱ

（画用紙粘土などの教材） 「遠足等」（注①） 「給食費」（注②）
3歳児

約 2,100円

約8,400円 約31,000円

4歳児

約 2,500円

約8,400円 約35,000円

注①

②

令和 3 年度 月額保育料（年少：29,000 円・年中：27,000 円）
入園式・卒園式集合写真、春秋遠足、冷暖房費
4 月入園時、進級時に徴収し、年度末に個々に過不足分を精算します。
給食費は、年間の実費を前期・後期と 2 回に分けて徴収します。（374 円 / 食 10％税込み）

一度納入された納付金は返却できません。但し保護者の転勤、転居により入園前（3 月 31 日迄）にやむを得ず入園を
辞退する場合、必要書類を添えて申し出た方のみ、園の規定により入園金に限り、その全額又は一部を返金致します。
保護者の転勤、転居などで途中退園児が再入園する場合は入園金を免除します。
特別な社会変動が無い限り、年度途中の納付金の変更は致しません。

預かり保育について
◆ たんぽぽ クラス（全園児対象）
保育時間と保育料
通常保育 8：00 ～ 9：00 14：00 ～ 17：00
の日
１００円
6００円

長期休み
期間中

9：00 ～ 17：00
1,２００円

＊15：30頃におやつを食べます。
＊実施日は基本的に保育のある日のみ

◆ ひまわり クラス（保護者が就労・介護等の理由による利用）
保護者が就労（月64時間以上の就労が条件）や介護等の理由により預かり保育の利用を
希望される場合園への申請後、許可を受けることにより利用できます。と共に、月当たりの限度額内で
公的補助を受けられます。補助額は1日450円です。（別途、市へ申請をする必要があります。）
保育時間と保育料
通常保育 8：00 ～ 9：00 14：00 ～ 17：00 17：00 ～ 18：30
の日
１００円
６００円
４００円
特別日

長期休み 8：00 ～ 18：30
期間中
1,７００円

8：00 ～ 18：30
2,0００円

＊15：30頃におやつを食べます。
＊土日、祝祭日、4月10日（入園式）、春の遠足、お泊まり会（年長児）、お盆期間、年末年始、
3月18日（卒園式）以外の日は実施します。
＊特別日とは、４月１日～４月９日（進級児のみ）・開園記念日・市制記念日・入園考査
行事の振替休日等
＊新入園児は入園式後保育開始日からの預かりとなります。

課外教室のお知らせ
希望者を対象に保育終了後、次の課外教室が開設されています。

体操教 室

【火曜日】［指導］ＪAＣＰＡ（ジャクパ）スポ－ツクラブ
「なわとび」「ボール運動」「マット･跳び箱」「鉄棒」などを年齢に応じて
やさしく指導します。

サッカー教室 【金曜日】［指導］ＪAＣＰＡ（ジャクパ）スポ－ツクラブ
ボール遊びを通して基礎訓練を行い、他の教室との試合に参加し、
技術や知識を身につけます。

お 絵 か き パ ーク 【月曜日】［指導］芸術による教育の会
内容は描画、ちぎる、はる、つくる、など造形活動全体を組み込んでいます。

キッズダンス 【木曜日】 [指導] Sutadio if
楽しみながらＴＶで見るようなかっこいいダンスを指導します。
＊ 上 記 は R3年度の曜日です。曜日・時間は年度によって異なる場合があります。
＊ 課外教室の対象は年中組からとなりますが、募集状況により、年度によっては年少組３学期から
入会することが出来ます。

