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学校法人 恩田学園
認定こども園 恩田幼稚園

⑧コミュなび

①

恩田幼稚園の教育目標

②

環境・給食に関して

教育目標

環境について

相手の立場に立って考えることのできる

園児には十分な教員を配置しております。
当園は国道190号線(常盤公園入口バス停と則貞バス停の
中間に位置)より、恩田小学校・常盤小学校・琴芝小学校の
中心に位置し、常盤公園や空港、恩田陸上競技場が近く、
度々利用しております。
約3000坪（10050.14㎡）の中に平屋建ての園舎が2棟(教
室12部屋・講堂・体育講堂・課外活動教室・多目的に使え
る和室・その他)並び、運動会も出来る運動場は芝生につつ
まれ、その中に自然を模倣した、思いっきり遊べる紫外線
カットに包まれたアスレチックや砂場もあり、園庭は大き
な樹が茂り、各所にどんぐりの木もあり自然がいっぱいで
す。
園舎の東には園児が菜園する約600㎡の畑もあります。園
児送迎用の駐車場が2か所(約30台・90台)があります。

・・・・やさしい心
強いからだと何事にもくじけない

・・・たくましい心
いろいろな事柄に感動し、
自分で正しく的確に判断し、行動しうるような

・・・・ゆたかな心
教育理念
幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うもの
として、幼児を保育し健やかな成長のために適当な環境を
与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
幼稚園の「学び」は、教科書を使わない「遊び」中心の
カリキュラムです。「遊び」とは、学校で学ぶ、すべての
教科の基本になる重要な学習です。
3～5才に学習する意欲を育てることが大変重要です。
当園ではそのために思いっきり遊べる環境を整え、特に
人的環境では園児の目線に立ち心の通う教員を重視してい
ます。
当園では保育時間内に体操、少林寺拳法、サッカー、
ECC(英語)を取り入れています。
0～2才の年齢に即し、子どもの情緒を安定させ、心身の
調和・発達を図ることを目標に、家庭環境や保護者の教育
方針も十分考慮しながら、子どもの伸びゆく豊かな可能性
を、遊びや園の環境の中で培っていきます。基本的な生活
習慣を身につけさせるためには、一番大切な時期ですので、
細かい指導をいたします。

課外活動(保育時間終了後に行う有料教室)
ＥＣＣ英会話・ヤマハオルガン教室・習字教室
学研プレイスクール・水泳教室

給食について
毎日給食となりますが月に一度の親子のかかわりを大事
にするためお弁当の日があります。
給食では時期により園児が育てた色々な野菜を使うこと
で、食育教育、偏食をなくし、給食には必ず、咀嚼の力を
育てる為、焼きイリコをつけています。
またアレルギーの子どもには保護者の方と連携をとり対
応をさせていただきます。

③

定員に関して

〇4月2日時点での年齢
0歳児(10カ月以降)・ひよこ組：10名
1歳児・・・・・・・ひよこ組：20名
2歳児・・・・・・・年々少組：20名
3歳児・・・・・・・年少組 ：63名
4歳児・・・・・・・年中組 ：63名
5歳児・・・・・・・年長組 ：64名
〇クラス編成
ひよこ組0歳児・1クラス(1クラス10名前後)
ひよこ組1歳児・2クラス(1クラス15名前後)
年々少組・・・2クラス(1クラス15名前後)
年少 組・・・4クラス(1クラス18名前後)
年中 組・・・3クラス(1クラス25名前後)
年長 組・・・3クラス(1クラス25名前後)
〇職員配置

④

各認定状況に関して

認定状況とは園児の年齢、保護者の就労状況によって1号、新2号、
新3号、3号認定と4つの認定に分けられています。
認定状況を各認定状況、各年齢・学年で分け記載いたします。

●認定状況別
〇1号認定
4月2日時点で満3歳児(年々少)、 3歳(年少)、4歳(年中)、
5歳(年長)児で両親の就労条件を問わない幼稚園児を指します。
※満3歳児とは
年度途中に誕生日を迎え3歳となった園児は翌月から、
1日誕生日の場合は当月から1号認定適用可
保育時間：4時間
預かり保育(延長保育)：有料
保育料：令和元年10月より無償化
幼稚園徴収額：施設費、給食費、バス費、絵本費、図書費
保護者会費、サッカー費、英語費
※バス費に関して利用しない場合には徴収無
学年で若干項目が変わります
※兄弟在園の場合兄弟割り有

〇新2号認定
3歳(年少)、4歳(年中)、5歳(年長)児対象
両親の就労条件等の保育条件が満たしている場合、
預かり保育料が上限11,300円まで補助されます。
保育時間、保育料、幼稚園徴収額に関しては1号認定と変わらない

〇新3号認定
満3歳児(年々少)
両親の就労条件等＋所得状況の保育条件が満たしている場合、
預かり保育料が上限11,300円まで補助されます。
保育時間、保育料、幼稚園徴収額に関しては1号認定と変わらない

〇3号認定

ひよこ組・・・園児3～6名に対し1名
年々少組・・・園児6～15名に対し1名
年少 組・・・園児15～20名に対し1名
年中 組・・・園児23～27名に対し1名
年長 組・・・園児23～27名に対し1名

4月2日時点、 0歳児(10カ月)(ひよこ) 1歳(ひよこ)、2歳(年々少)、
で両親の就労条件を問う保育園児を指します。
保育標準時間：11時間
保育短時間 ：8時間以内
保育料：市民税により市が査定
幼稚園徴収額：給食費(副食分のみ)、絵本費、保護者会費

●各年齢・学年別
学年

⑤

生年月日

認定状況

ひよこ組
0歳児

2022年(令和4年)
4月2日時点で10カ月以降

3号認定

ひよこ組
1歳児

2020年(令和2年)4月2日～
2021(令和3年)年4月1日生

3号認定

年々少組

2019年(平成31年)4月2日～
2020年(令和2年)4月1日生

3号認定

2019年(平成31年)4月2日～
2020年(令和2年)4月1日生
の誕生日の翌月、
もしくは1日、2日生まれの
場合は当月から

1号認定

2018年(平成30年)4月2日～
2019年(平成31年)4月1日生

1号認定

年中組

2017年(平成29年)4月2日～
2018年(平成30年)4月1日生

1号認定

年長組

2016年(平成28年)4月2日～
2017年(平成29年)4月1日生

1号認定

年少組

●入園願書提出
11月1日(月) 午前7時30分から受付開始
〇提出書類
1号認定児の場合

3号認定児の場合

13時～16時

3歳(年少)、4歳(年中)、5歳(年長)児で
両親の就労条件を問う保育園児を指します。

予定

・面談制服合わせ
各園児ごとに時間帯を変えてメール配信にてご案内させていただきます。
詳細は2週間前～10日前までにご連絡させていただきます。
2月17日(木)

午後

予定

・新入園児説明会
注文してあった制服、用品代金の請求額を新入園児説明会、2週間
前に各ご家庭にお知らせさせていただきます。
新入園児説明会の日に代金と引き換えとなります。
4月11日(月)もしくは12日(火)

※恩田幼稚園では2号認定児の受け入れはありません。
2号認定とは

・入園願書
・入園準備金(20,000円)
・支給認定申請書
※両親共に就労証明書が提出出
来る場合預かり保育補助対象
定員に達した時点で受付を終了
させていただきます。提出書類
の受付が行われた時点で入園確
定となります。
入園準備金に関しては入園辞退
場合には返金出来ません。

・入園願書
・入園準備金(20,000円)
・支給認定申請書
・就労証明書(両親共に)
上記の書類を提出後11月15日ま
でに入園の是非をご連絡させて
いただきます。
入園準備金に関しては入園辞退
場合には返金いたします。

12月24日(金)

年々少組に関しては1号認定児、3号認定児の共有クラスとなります。
年度途中での誕生日を機に翌月、1号認定への移行となります。
1日もしくは2日の誕生日の場合には当月以降の場合があります。

入園選考に関して
(願書提出～入園まで)

午前中に開式

予定

・入園式
小学校の入学式との兼ね合いがございますので3月末までに最終決定を
行います。決定次第ホームページにてお知らせさせていただきます。

※上記の日程に関してはあくまで予定となりますので
決定次第お知らせいたします。

⑥

園生活に関して
(入園から卒園まで)

〇登園時・園生活での服装
0歳児(10カ月)～1歳児：制服：なし(私服)
2歳児・満3歳児(年々少)：制服：あり(体操服)
3歳児～5歳児(年少～年長)：制服：あり(制服・体操服)

〇1日の流れ(1号認定児)
8～9時30分
・登園
・園生活の準備
・自由遊び

10～14時
・ホールでの朝のあいさつ お勤め、今月の歌、体操
・5分間教育 鍵盤ハーモニカ ハーモニカ そろばん
鉄棒 跳び箱 など
各学年に合わせた内容
・クラス別の課題保育 マラソン 絵画 音楽 絵本 制作など
[文字、図形遊び、体操、少林寺拳法、サッカー教室、英語など]

・給食
・自由遊び、行事の練習など
・帰りの準備

〇1日の流れ(3号認定児)
8～9時30分
・登園
・園生活の準備
・自由遊び

10～19時
・ホールでの朝のあいさつ お勤め、今月の歌、体操
・5分間教育 リズム遊び 手遊び など
各学年に合わせた内容
・クラス別の課題保育 マラソン 絵画・音楽・絵本・制作
・給食
・自由遊び、行事の練習など
◎お弁当の日(月1回)
◎午睡用のお部屋があります。
◎このプログラムは標準時間保育の場合
短時間保育の場合、8時30分～16時30分が
保育時間となります

※全園児怪我が生じた場合保険で対応させていただ
きます。よって医療保険、傷害保険の加入をいた
します。

14～15時
・降園

お迎え、バス、歩きコース(地域限定)

15～19時

〇年間行事

・預かり保育

4月
6月
7月
9月
10月
12月
2月
3月

◎お弁当の日(月1回)
◎年々少は午睡用のお部屋があります。
◎このプログラムは通常保育の場合
午前保育の場合、12時までのお迎えとなり、
午後からの預かり保育利用はお弁当持参となります。
◎第1・3・5土曜日は、自由登園(午前保育)があります。

：入園進級式
：菖蒲苑見学・参観日
：夏祭り・お泊まり保育(年長)
：バス遠足(園児のみ)
：秋季運動会
：生活発表会
：マラソン大会・参観日・お別れ遠足
：卒園式

⑦
〇園内プログラム
当園では外部講師をお招きして下記の内容のプログ
ラムを週に1回、保育時間内に実施しております。

・英語教室
講師：ECC教室
対象：年少～年長
内容：歌や手遊びなどを交え英語の楽しさを感じても
らうことを目標に指導を受けています。

各納付金に関して

□入園準備金

※1号認定の場合
入園準備金の返金はいたしません。
ご了承ください。
※3号認定の場合
入園準備金の返金いたします。
月謝
※1号認定

・サッカー教室
講師：レノファ山口
対象：年中～年長
内容：2～3人の指導者をコーチと呼び、(コーチと呼ぶ
ことが嬉しく、特別な気持ちを持つ)グループに
分かれてミニゲームが出来ることを目標に指導
を受けています。

・体操教室
講師：中山先生(元宇部高専体育教師)
対象：年少～年長
内容：跳び箱や鉄棒、マット運動などの指導を中心に
行い、出来た時の喜びを伝えています。

・少林寺拳法
講師：鈴木先生(少林寺拳法師範)
対象：年々少～年長
内容：礼儀作法と行動の機敏性を身につけるために
園児が教員と共に指導者のもとで稽古します。

： 20,000円

※3号認定

□冬制服

保育料無償化の為 0円
+幼稚園徴収額4,000円～8,000円
保育料無償化対象外の為
上限70,000円 市民税により査定
+幼稚園徴収額1,000円～2,000円
： 24,160円

(制服上下、帽子、通園カバン、スモック)

□夏制服
： 10,080円
(制服上下、帽子)
□冬体操服
： 8,700円
(体操服上下、カラー帽子)
□夏体操服
： 4,800円
(体操服上下)
□教材代
： 5,000円～8,000円
(連絡帳、ハサミ、粘土道具、絵具道具など)
□ひよこ教材代： 2,500円～3,000円
(連絡帳、補助バック、コップなど)
学年によって必要なものが異なります。
※上記の制服・体操服金額は各物品に対して1枚購入した
時の金額です。
※令和3年度の料金表となるため変更がある場合があり
ます。

〇預かり保育(わんぱく教室)料金
令和元年10月より保育料無償化がスタートしました。
それにともない預かり保育(わんぱく教室)に関して、年
少以上の就労条件がある家庭に関しては上限11,300円ま
で助成金が支給される制度も同時にスタートします。
月に25回の利用で11,250円となりますので助成金制度
(11,300円)内となります。延長を利用した時のみ保護者
負担となります。
預かり保育専属の職員と、常勤の職員が担当していま
す。金額等につきましては下記の詳細をご覧ください。
通常保育

午前保育

第2、4土曜日

※助成金対象

※助成金対象

※助成金対象

長期休み
春,夏,冬休み
※助成金対象

15:00～18:00

12:00～18:00

8:00～18:00

8:00～18:00

450円

450円

450円

450円

1,3,5土曜日など

延長(18:00～18:20) ※助成金対象外

＋100円
延⾧(18:20～19:00)

※助成金対象外

＋400円(合計500円)
※助成金対象外の方に関しては上限が4,500円となります。
延長料金は上限に含みません。
※上記金額は年少児以上対象となります。
満3歳児に関しては助成金対象外となります。
※令和3年度の料金表となるため変更がある場合があります。
※年々少(新3号)に関しては就労条件＋所得状況により認定

⑧

コミュなび

現在さまざまな分野でICT化が進んできております。
恩田幼稚園でも「コミュなび」というシステムを導
入し、ICT化を進めております。「コミュなび」の
機能に関しては下記の詳細をご参考ください。
・お子様保育時間管理
登園降園時間の閲覧
預かり保育の利用状況
保育料請求額の閲覧
・メール機能
メール配信機能
アンケート形式のメール配信機能
配布プリントの閲覧
年間行事予定の閲覧
・バス運行管理
バスの現在地の配信
バス到着目安のメール配信
※当募集要項携帯閲覧用データ
パンフレット閲覧用データ
下記のQRコードを
読み取っていただき
□令和4年度 募集要項
□令和4年度 入園パンフレット
のいずれかを選択してください。

〇パンフレット内の写真に関して外部での
使用やSNSでの使用はご遠慮ください。

