令和 4 年度

入園希望者

幼保連携型 認定こども園

学校法人駒形学園

幼保連携型認定こども園

こまがた幼稚園
前橋市駒形町 807-1
TEL 027-266-2335
https://www.komayou.com
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◎基本方針・目標
「からだ

まるまる

心

まるまる」

◎理念
幼稚園は
（こどもにとって）友達とみんなで楽しむところ
（保護者にとって）子育てを共にでき、信頼できる場であること
（職員にとって）楽しく働き、自己の充実を図れる場であること
（地域にとって）地域に根ざした、子育て拠点であること

◎教育・保育目標
１・自分で出来るこども（たくましい子）
２・協力してやり遂げられるこども（みんな友達）
３・命や身近なものを大切にできる子ども（やさしい子）
４・気持ちを伝え合えるこども（みんなで話し合える子）
５・自分なりの表現を楽しめるこども（心豊かな子）

◎学年別の目標
０歳児「たまご組」
（生後６か月～）
子どもが安心して幼稚園で過ごせ、保護者も安心して預けられるようにする
１歳児「ひよこ組」
先生やお友達と一緒に色々な経験をして楽しく生活できるようにする
満 3 歳児・２歳児「うさぎ組」
「りす組」
集団教育の場の第一歩として踏み出せるようにする
年少「ちゅうりっぷ組」
「たんぽぽ組」（３歳児）
幼稚園生活に慣れ、集団生活に喜んで参加できるようにする
年中「さくら組」
「すみれ組」（４歳児）
様々な活動に興味を持ち友達と一緒に喜んで参加し、生活や経験に広がりが持てるようにする
年長「ばら組」「ひまわり組」（５歳児）
生活、遊び、課題を自分やみんなと工夫し充実感をもって幼稚園生活を過ごせるようにする

◎その他の活動
・正課活動・・・・・体操教室・英語で遊ぼう（外部委託）を行っています。
・課外活動・・・・・体操教室・英語教室・お絵かき教室（すべて外部委託）があります。
・保護者の活動・・・保護者会の他、ボランティア活動、陶芸教室等があります。
こまがた幼稚園では、読み聞かせの会「おはなしママの会」が、月に１・２回の絵本の読み聞かせや、お
誕生日会や行事での人形劇・出し物等で、子ども達を楽しませてくれます。
※ 現在、新型コロナウイルス感染症の流行状況に応じて活動中止になる場合があります。
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以上児（３・４・５歳児）
早朝保育
随時登園、朝の支度

時間

未満児（０・１・２・満３歳児）

７：１５～

早朝保育
随時登園、自由遊び

自由遊び

９：３０～

片付け
トイレタイム
朝の会（歌をうたう、朝の挨拶）

片付け
トイレタイム
朝の会（歌をうたう、朝の挨拶）

１０：００～

おやつタイム
主活動（お散歩、室内遊び、
戸外遊びなど）

１１：１５～

トイレタイム
昼食準備、昼食

主活動
（行事活動・制作遊びなど）

トイレタイム
昼食準備、昼食

１１：３０～

自由遊び

１２：３０～

降園準備
随時降園
（１号認定子どもは
１４：１５降園）
自由遊び

おやつタイム
随時降園、自由遊び(学年合同クラス)

午睡

１４：００～

１４：３０～

起床、トイレタイム

１５：００～

おやつタイム
降園準備、帰りの会

１６：15

随時降園、自由遊び
預かり保育・保育短時間降園

長時間保育（合同クラス）

～１８：１５

長時間保育（合同クラス）

延長保育（合同クラス）

～18：45

延長保育（合同クラス）

※登降園について
登降園の方法は、自家送迎（保護者の送迎）とスクールバス送迎の２種類があります。
◎自家送迎
【１号認定】 ８：３０～９：００までに登園、１４：１５～随時降園
【２・３号認定】 ７：１５（標準）～９：００までに登園、１６：１５または１８：１５までに随時降園
※申請者のみ１８：４５まで保育可能です。
（有料）
◎スクールバスによる送迎（基本 １号認定のみとなります）
※スクールバスの運行コース・バス停については、園に従って下さい。（要相談）
バス送迎を希望する場合、願書提出時に事前に連絡をお願い致します。
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★「土曜保育」「特別保育」について
〇土曜保育・特別保育の利用は、保育の必要性が認められることが条件です。
〇お子さまの様子にできるだけ対応したいと思いますが、担任に事前に相談してください。
１.土曜保育について
時間／８：00～17：00（標準時間） 8：15～16：15（短時間）
2 号 3 号認定のお子さまが、土曜日に保護者の就労等で保育の必要性を認めた場合、利用できる保育
です。事前に申請書の提出が必要となります。
２.特別保育について
時間／８：00～17：00（標準時間） 8：15～16：15（短時間）
年度末・お盆時期・行事後等の休園日等に保育を利用する場合、特別保育となります。利用の理由を
書いた申請書の提出をお願いしています。

★保育料（毎月）について
◇満３歳～5 歳（1 号認定および２号認定児）までの全てのお子さまは、保育料が無償化されます。
◇0 歳～２歳までの住民税非課税世帯のお子さまの保育料も無償です。
◇3 号認定のお子さまの保育料は、各市町が所得に応じて定めた額となります。
※ 第 3 子以降のお子さんが入園の場合、保育料・給食費は無償化となります。必ず市町村に申請してく
ださい。

★その他の経費について（令和 3 年度時点）
・給食費（毎月）※
1 号認定（主食・副食）
2 号認定（主食・副食）
3 号認定
基本徴収

年間 204 食分として月単位で徴収
（300 円／日）
年間 228 食分として月単位で徴収
（300 円／日）
保育料に含まれる

※保護者の収入に応じて、
副食費が減免になる場合
があります
※全ての世帯の第 3 子のお
子さまの給食費副食は免
除になります
※年度末に標準食数により
過不足を清算します

600 円／月（３・４・５歳児）
・保護者会費

500 円／月（２歳・満３歳児）
400 円／月（０・１歳児）

その他徴収

・バス代（利用者のみ）

3500 円／月

（片道の場合 2000 円／月）

・個人教材費

年齢により異なる

・絵本代

年齢により異なる

・正課体操教室代

300 円／月

（3・4・5 歳児）

・プール利用代金

300 円／月

（3・4・5 歳児…6～9 月にのみ徴収）

・発表会衣装代

600 円

（3・4・5 歳児…12 月にのみ徴収）

・卒園積み立て

900 円／月

（5 歳児）

・入園前慣らし保育保育料

15,000 円／月（満３歳入園予定児）

〇その他実費徴収は運営規則に明示しております
※ 毎年かかっている費用のため、変更の生じる場合がありますことをご承知おきください。
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認定区分（条件）

時間

[1 号認定] 満３歳 ３歳 ４歳 ５歳
「教育標準時間認定」
お子さまが満３歳以上で、教育を希望される場合

9：15～14：15（長期休業有）
※ 利用時間以外の幼稚園型一時預かり保育も可能です
（日ごとの預かり・長期休業期間等 ／ 別料金）

＜教育標準時間とは…＞ 標準を 4 時間とした、年間 39 週以上の幼児教育の時間
[2 号認定] ３歳～５歳
「満 3 歳以上の保育認定」
お子さまが満 3 歳以上で、「保育に必要な事
由」に該当し、教育・保育を希望される場合

[3 号認定] ０歳～２歳
「満 3 歳未満の保育認定」
お子さまが満 3 歳未満で、「保育に必要な事
由」に該当し、保育を希望される場合

①保育標準時間利用
最長 11 時間（フルタイムの就労を想定した利用時間）
早朝保育・土曜保育可
②保育短時間
8 時間（パートタイムの就労を想定した時間）
認定された利用時間を過ぎての延長時間も可（別料金）
土曜保育可
2 号認定児と同様に保育の必要性に合わせた標準時間・
短時間の区分が設定されます

＜保育に必要な事由とは…＞ 共働き世帯、親族の介護などの事情で、家庭で保育できない事由等

★1 号認定の新 2 号認定について
保護者が就労等のため、園の預かり保育を利用する際、実施している預かり保育代に補助がでる制度で
す。幼稚園の預かり保育が無償になるのは、保育の必要性があり、利用給付の認定を取得した方です。申
請に関しては、市（各行政）への申請が必要ですので、園に相談・連絡をしてください。

月

主な行事

４月

入園式・始業式・個別面談・保護者会総会

５月

親子遠足・内科健診・プール開き・保育参観

６月

歯科検診

７月

七夕会・お泊まり保育（年長）

８月

夏季保育

９月

秋祭り・プール仕舞

１０月

運動会・秋の遠足・おいもほり

１１月
１２月

発表会・おもちつき・クリスマス会

１月

1 日入園・新入園児健康診断

２月

節分会・作品展・思い出遠足

３月

ひな祭り・保育参観・お別れ会・卒園式・終了式

【その他】毎月 お誕生日会・避難訓練を行います

行事等の詳細は、こまがた幼稚園ホームページを参照して下さい。
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＜以上児の様子＞

お友達、大好き♪遊ぶのって楽しいね！！

自分たちでチームを作って楽しめる
ドッジボールやサッカー😊

育てた野菜を収穫したり、トウモロコシの
皮をむいたり、食育にも積極的に取り組
んでいます。

週に 1 回の体操教室。マット運動や
跳び箱にも挑戦しています！

【年少組の小麦粉粘土】
面白い感触を味わいながら好きな物を
作りました。
バスに乗ってこいのぼりを
見に行ってきました。

【年少組のボディーペインティング】【年中組の泥んこ遊び】
何とも言えない感触です！

- 6 大好き！！プール遊び！

＜0 歳児・1 歳児の様子＞
何でもやってみたいね♪何でもできるよね！

これは何かな？初めての体験がいっぱい♪

まずは、自分でやってみるよ☆（１歳児）

どんなことでも、やってみよう！（0 歳児）

朝の会
元気にお返事できるよ！！

給食タイム
給食タイム

＜2 歳児・満 3 歳児の様子＞
友達と一緒は楽しいね♪一緒に遊ぼう！楽しもう！
たくさんの経験は子ども達の宝物☆（2 歳児・満 3 歳児）

「先生おはよう」
今日も元気に登園出来ました！！

給食タイム

明日も元気に来てね。
みんなでお帰りのご挨拶です。
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<こまがた幼稚園の子育て支援>
令和 3 年度 8 月現在は、新型コロナウイルス感染予防のため、大勢でのまとまった活動は休止してい
ますが、平時に戻れば再開予定です。参考までに、令和元年度の活動の様子を掲載します。

寝相アート

ミニミニペンギンクラブ

ペンギンクラブ
(対象 1 歳以上のお子さん)

（対象 1 歳未満のお子さん）

園庭での遊び、お誕生日会、公園遊び、
季節の制作、たのしい行事活動、みんな
で体操したり歌をうたったりのミニ保育
などを通して、たくさんのお友達と触れ
合うきっかけづくりをしています。保護
者の方も、同年齢のお子さんをもつ方と
の出会いによって、子育てのヒントをも
らい、不安や悩みの解消になれば・・・そ
んな思いで実施しています。

おしゃべり会・お誕生日会・赤ちゃん
体操、離乳食講習会などを行なってい
ます。子育てにおける情報交換やお母
さんの憩いの場となることを目的と
し、お子さんと一緒にゆったりできる
空間作りをしております。お気軽に遊
びに来てください。

子育てを

コーチングのプロの講師による
「子育て相談会」「子育て語り会」

お母さん主催の子育てサークル
「コアラ」を応援します！

こまがた幼稚園では、子育てを応援してくれる
頼もしいプロのコーチング講師が、子育ての悩
みや不安を解消するために、「子育て相談会」
やテーマを決めて参加した皆さんと一緒に考
える「にこにこ子育て語り会」を実施していま
す。日々の不安や悩みはストレスになります。
ストレスをためず、楽しい子育てができるよう
に応援します。

毎年、数名の代表の方を中心に、基本月に 1 回
実施されているサークルです。お母さん達が主
催なので、その時期や時々で、タイムリーなこ
とを計画し楽しんでいます。同年齢のお子さん
やその保護者の方々と、和気あいあい何でも楽
しめるサークルです。
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