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本日の
流れ

１．幼稚園ってどんなところ？

２．綾南幼稚園の教育
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４．入園に関することについて

５．質疑応答

11：00頃の終了を予定しています。



１．幼稚園って
どんなところ？



幼稚園は子どものための学校

•幼稚園は小学校や中学校・高校・大学と同じ、

学校教育法に基づく学校です。

•文部科学省の管轄であり、満3歳から就学前の

幼児がはじめて集団生活を経験する教育施設です。

•友達や保育者など様々なヒトを始め、豊かな

モノ・コトなどの環境に出会うことによって、

幼児期にふさわしい育ちを支えます。



就学前保育施設の比較

幼稚園 保育所 認定こども園

管轄 文部科学省 厚生労働省
内閣府

文部科学省・厚生労働省

対象 ３～５歳 ０～５歳 ０～５歳

標準的な
保育時間

4時間（標準）
子育て支援として、
預かり保育を実施して
いる園が大半

8時間（原則）
夕方までの保育のほか、
園により延長保育を実施

4時間にも8時間にも
対応

特徴
就学前の基礎をつくる
ための幼児期の教育を
行う学校

就労などの理由により、
家庭で保育できない保護
者に代わって保育する
福祉施設

幼稚園と保育所の機能や
特長をあわせもち、地域
の子育て支援も行う施設



幼稚園ごとの保育方針・目標

•私立幼稚園は、創立者の教育に対する理念の

もと、幼稚園設置基準に基づいた、幼児期

にふさわしい施設・設備・園庭などの環境

を備えて設立されます。

•各幼稚園では、それぞれの教育目標や方針を

もち、特色のある教育が行われています。



幼稚園は人生の土台をつくる

•幼稚園には教科書はなく、遊びと生活を

大切にした教育を行っています。

•幼稚園での多様な体験を通して、基本的な

生活習慣や態度を育てるとともに、子ども

たちが自ら気づき、考えることを促し、

豊かな人生を送るための土台をつくって

いきます。



幼稚園で必要な学びとは？

早期教育？

漢字や英語？

45分間
集中？



幼稚園における教育とは

⇒「生きる力の基礎を育むこと」が幼稚園における

教育の重要な役割

出典：文部科学省「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」



生きる力の基礎＝あと伸びする力

読み・書き・計算といった目に見えたり、数値化したり
できる力（認知能力）ではなく・・・

・何かに夢中になって取り組む姿勢
・自分の気持ちをコントロールできること
・他者とコミュニケーションできること
・自分を大事に思えること
といった目には見えづらい力（非認知能力）

この「あと伸びする力」＝非認知能力を育むことが
幼児教育には求められています。



小学校以降の教育で
特に伸ばしていく部分
＝認知能力

幼児期の教育で
特に伸ばしていく部分
＝非認知能力

根っこを育てること



家＝認知能力

土台＝非認知能力

幼児期に非認知能力
が育っていないと…



子どもたちが
生きていく

未来



豪雨災害

災害や異常気象

連日の酷暑



通信技術
の進化



自動運転
技術の進化



情報が
あふれる社会



感染症



19

・コロナウイルスのような
パンデミックは繰り返し発生する

・2002年のSARS、2009年の
新型インフルエンザ、2012年の
MERS、2020年の新型コロナ。
約５年に１回のペースで
パンデミックが起きている。

・新型コロナで終わるという可能性は
きわめて低い。



VUCA（ブーカ）の時代

VOLATILITY
変動性、不安定さ

UNCERTAINTY
不確実性、不確定さ

複雑性

Complexity
曖昧性、不明確さ

Ambiguity

未来がどうなるのか予測することが
難しく、これまで当たり前だった正解
が通用しない世の中になっていく



これからの幼児教育に
求められること

・大人から言われたことを言われた通りにできて、

・みんなと同じことが同じようにできて、

・たった１つの正解を知っている子を育てていく

ではなく！

・身の回りのことに興味を持って自ら関わりを持ち、

・自分なりの方法で調べたり考えたり他者と協力し、

・多様な考え・方法から最適解を見つけられる子



２．綾南幼稚園
の教育について



私たちが大切にしていること

土の中に根を深く強く伸ばすように、子どもたち

がのびのびとその子らしく育っていくことを、

私たちは支えたいと考えています。

『遊び』は子どもたちにとって生活そのもので

あり、その遊びの中にこそ、人生を豊かに耕す

生きる力につながる学びが詰まっています。

だからこそ、綾南幼稚園では、遊びを保育の中心

として考え、日々子どもたちと向き合っています。



子どもを肯定的にとらえる心もち

あそびを通した

学びに向かう

土台づくり

社会性の

育ち

基本的な

生活習慣



３．綾南幼稚園
の概要について



クラス編成

•年少（３歳児） ３クラス

•年中（４歳児） ３クラス

•年長（５歳児） ３クラス

•満３歳児クラス １クラス（令和４年度９月～）

• 2歳児、1歳児キッズ

→未就園児クラスとして、月3回実施

•１クラスあたりの園児数は15～25名程度

•進級児にクラス替えを行います。



職員について

•担任１０名

•補助職員２名

•事務職員２名

•預かり専任職員２名

•園長、副園長、主任 各１名

•バス運転手３名

•非常勤職員１名

•体育指導外部講師１名



保育時間

•月～金曜日（平日）

一日保育 ８：４５～１４：００

半日保育 ８：４５～１１：３０

•土曜日は原則的に保育はありません

ただし、行事等で登園日になることもあります



預かり保育

•名称はらっこクラブです

•月～金曜日 保育終了後から最長１８：００まで

•土日や行事等がある日、早朝預かりは実施して

いません

•長期休業中（夏・冬・春休み）も実施しています

•料金は一律３０分１００円でICTシステムによる

自動計算を導入しています

※ただし、長期休業中の利用のみ別扱いです



保育料について
項目 金額

入園金

4年保育（満3歳児から入園）：20,000円
3年保育（年少から入園）：30,000円
2年保育（年中から入園）：60,000円
その他：入園願書 500円 考査料 5,000円

保育料

満3歳児：29,000円
年少：28,000円
年中・年長：27,000円
※いずれも無償化分２５，７００円の補填があります
※満３歳児は３歳の誕生日を迎えた翌月から無償化の対象です

空調費 年間６,000円

給食代 １食310円

牛乳代 年間9,600円

バス代
（利用者のみ）

８月を除いた11カ月として計算。保育料と一緒に口座振替
往復 年額41,800円（但し集金は毎月3,800円）
片道 年額26,400（但し集金は毎月2,400円）

施設利用料 30,000円（４月の進級時 年１回）

衛生管理費 満3歳児クラスのみ 月100円



保育料無償化について

【保育料無償化】

幼稚園を利用する満３歳児から５歳児(小学校就学

前)までは月額25,700円までの保育料が無料。

【預かり保育無償化】

保育の必要性の認定がある方※1で、利用日数に

応じて、日額450円の範囲で利用が無料。

※１ 保育の必要性の認定がある方＝新2号認定
月64時間以上の就労、下の子の妊娠・出産、保護者の疾病・障害、

同居又は長期入院している親族の介護・看護、災害復旧、求職活動、

就学(職業訓練校)、育児休業



園舎
概要



園庭について

•大型遊具、ブランコ、シーソー、

砂場は２カ所

•ウサギやインコの飼育

•木登りができる樹木や摘んで遊べる草花

•ビワ、クワ、ドングリなど果樹や

遊びに取り入れやすい自然が豊富

•園に隣接する畑と野原

•田植えができる田んぼが園付近にあります



お弁当と給食

•毎週月曜日は全員給食の日としています

•その他の曜日はお弁当か、給食の選択制を

取り入れています

•給食は１食３１０円、当日朝９時まで注文可能

•アレルギーなど個別の対応も相談に応じます

•食育指導も実践していますが、みんなで楽しく

食べることを大切にしています



通園バス

•通園バスは３台あり、それぞれに２コースずつの

計６コースあります

•毎年希望される方で新しいコースを組んでいます

•１コースおおよそ３０分程度の運行になるように

しています

•北は寺尾、南は藤沢市下土棚や葛原、

東は大和市下福田、西は早川まで運行しています



れんらくアプリ

園の円滑な運営のためのICTシステム

• 園からの一斉メール、アンケート等の配信

• 手紙の配信

• 欠席、遅刻、早退、バス不要等の連絡

• 預かり保育の予約

• 給食注文

• 緊急時の連絡



課外教室

•カワイサッカー教室

•ピアノ教室

•どんぐりクラブ（体操教室）

•バディスポーツクラブ（新体操）

•ビブリア（読み書き教室）

•野球教室（保護者有志）



４．入園に関する
ことについて



入園に係る費用について

名称 費用

願書 ￥５００

入園考査料 ￥５０００

入園金
４年保育 ￥２０，０００
３年保育 ￥３０，０００
２年保育 ￥６０，０００

教材費
満３歳児 約￥５，０００

3歳児以上 約￥１０，０００

制服・体操服代 適宜



制服・体操
着費用

・満3歳児：私服＋カラー帽子（960円）

・３歳児：11,400円

〔体操シャツ、体操パンツ、スモック、カバン〕

・4、5歳児

男子 24,200円

〔体操シャツ・パンツ、ブラウス半・長袖、ズボン、カバン〕

女子 23,100円

〔体操シャツ・パンツ、ブラウス半・長袖、スカート、カバン〕

※希望によりニットカーディガン(14,000円）や体操シャツの

上に着るトレウエア（3,500円）、トレパンツ（3,200円）

も購入できます。



入園願書配布・受付

• 願書の配布

令和４年10月15日（土）～10月31日（月）

９：００～１６：００

一部￥５００

※15日は運動会を実施予定です。見学も可能です。

• 願書の受付

令和４年11月１日（火）９：３０～１１：００

入園考査料￥5,000を一緒にお預かりします



入園考査について

•親子面接が中心です

•お子様はこちらで用意したおもちゃ等で遊ぶ様子

などを拝見します

•保護者の方には、職員からお子様のことや生活の

ことなど簡単な質問をさせていただきます

•その後、園長との面談を経て、考査は終了です

•合否はその場で発表となります

•入園が決まった方は、入園金を収めていただき、

制服の採寸をして、終了となります



来年度（令和５年度）募集について

• 募集についての詳細は１０月１５日に
園のHP上にて掲載いたします

• 来年度の満３歳児クラスの募集
→他学年と同様１０月１５日から実施します

• 来年度のキッズクラス
→１～２歳児と保護者 合同で実施を予定

• 来年度のわんぱくパーティ
→未就園児を対象に水曜午後や土曜の午前に実施予定



今後の予定

日程 内容 詳細

9/12（月） 園内見学会① 10：30～ 全員給食の様子など

9/22（木） 園内見学会② 10：00～ なかよしデーの様子など

10/15(土)～10/31(月) 願書配布 9：00～16：00 一部￥500

11/1（火）
願書受付
入園考査

受付：9：30～11：00
考査料￥5,000を頂戴します。

11/24（木） 2歳児キッズ体験日 申込受付：10/27(木)

2/1（水） 入園準備説明会
入園が決まった方に向けた説明会です。
教材やバスの申込などを行います。

3/9（木） 1歳児キッズ体験日 申込受付：2/24（金）

3/24（金） 一日入園
お子様は1時間程度保育室で過ごします。
保護者の方は園生活について詳しい説明を
行います。


