
 

 

 

  



【園内配置図】 

 



のびる幼稚園は平成３０年4月1日から幼保連携型認定こども園のびる幼稚園となりました。幼稚園の

部・保育園の部を持ち、自園給食を実施し、認定こども園では幼稚園と保育園は同じ保育室で同じ教育

を受ける事が出来ます。 

 

■ のびる幼稚園教育目標 

「自分で遊びを見つけられる子」 

遊びは子どもの生活の全てです。自分で遊びを見つけられるようになったとき、自己確立の第一歩を踏

み出したことになります。子どもが見つけた遊びを大切に認める事が重要と考えています。 

 

■ 園の概要（令和５年４月１日の予定） 

定員191名 

0歳児 3名（１０ヶ月から）      満３歳児 20名（幼稚園） 

1歳児 6名            ３歳児 50名（幼稚園30名保育園20名） 

2歳児 12名            4歳児 50名（幼稚園30名保育園20名） 

５歳児 50名（幼稚園30名保育園20名） 

■ 保育時間 

※ １号認定の子ども（幼稚園部）   教育標準時間 8：30～14：00 

※ ２号・3号認定の子ども(保育部)  短時間就労利用時間 8：30～16：30 

※ 同上                           標準時間就労利用時間 7：０0～18：０0 

☆１号認定・２号認定短時間とも預かり保育は 7：30～18：30の間で利用することが出来ます。 

（有料1時間100円） 

☆土曜日 保育部の方のみ利用できます。8：00から16：00まで 

土曜保育利用には両親の土曜就労証明書の提出が必要です。 

 

■ 教職員の構成 

名誉園長（保育アドバイザー）・園長・副園長・保育教諭・非常勤保育教諭・事務員 

園医（内科・歯科） 

バス（委託）給食（自園調理室にてシダックスフードサービス（株）に委託） 

■園バス 

幼稚園部の時間で運行しますが利用可能であればどなたも利用できます（利用料有り） 

 

■ 標準日課 

乳児（3号認定） 

7:０0～9:30 9:30～ 11:30～ 12:30～14:30 15:00 16:30～18:０0 

登園・遊び 活動 

おやつ（0.1歳のみ） 

午睡（０歳のみ） 

昼食 お昼寝 おやつ 遊び・降園 

 

 



幼児（1 号・2 号認定） 

 ８:30～9:30 9;30～ 10:00～ 12:00 14:00 16:30～18:30 

幼 稚 園 部

(1 号) 

登園・遊び 給水 

トイレ 

会集・課題活動 昼食・自由活動 

午睡（夏・満３歳児

で午睡の習慣があ

る園児） 

降園 預かり保育 

 ７:30～9:30 9;30～ 10:00～ 12:00 14:00～1８:３0 

保育部  (2

号) 

登園・遊び 給水 

トイレ 

会集・課題活動 昼食・自由活動 

午睡（夏・３歳児で

午睡の習慣がある

園児） 

自由活動・おやつ・遊び・

降園 

 

■ 病気等緊急時の対応について  

①保育中に発熱をした場合には 37.5 度を目安に連絡をします。  

②発熱状況ではなくても、下痢・嘔吐・伝染性疾患の諸元の疑い・体調不良が見られる場合などは、

お迎えをお願いいたしますので、ご協力ください。 

③ 熱性けいれん・てんかん・アレルギー（アナフィレキシー症状）等々緊急を要する病気をお持ち 

の方は、入園前に園に申し出て下さい。対応方法や緊急時の搬送先等について相談してください。  

（生活管理指導表を作成致しますので、医師の診断書をご提出いただきます。） 

③ 基本的に園では投薬はできません。特に必要なときは投薬依頼書を提出してください。 

飲ませ忘れで大変な事になるようなお薬は預かれませんのでその際は飲ませに来て下さい。 

④３号認定の子のおむつは各ご家庭で用意してください。（使用済のおむつは持ち帰って各ご家庭で 

処理してください）  

⑤ その他の緊急連絡は携帯電話を利用した緊急連絡システムにて一斉メールにて各ご家庭に連絡しま

す。  

⑥子どもがむずかる、激しく泣くような様子があれば、お迎えをお願いすることもございます。 

■ その他  

1 「ならし保育」を実施します。スムーズに園に慣れるための期間が必要ですので保育時間を少しずつ

伸ばす「慣らし保育」を実施します。当初は 2 時間からはじめます。  

2 保育部園児は全員完全給食を実施します。３歳児以上は給食費を徴収します  

3 幼稚園児は給食またはお弁当持参どちらかを選択できます。 

4 アレルギー除去食につきましては、栄養士さんを含め、面接したのちに検討させてください。  

5  年に 12 回の避難訓練・月２回の遊具・施設安全点検を実施しています。 



■費用  

令和元年 10 月 1 日から開始となった幼児教育・保育の無償化により、3 歳児以上児クラスの保育

料が無償化されました。 

なお、これまで保育料に含まれていた副食費（おかず・おやつ代等）は無償化対象外のため、保護

者にご負担いただくことになります。 

① 無償化対象について 

・3 歳以上児クラスの保育料が無償化されます。（1･2 号） 

・無償化対象は「保育料」です。行事費・特定教育費・バス代等は、保護者にご負担 

 いただく費用となります。 

・延長保育料は、無償化の対象外です。但し、ご両親が就労している幼稚園部の園児（新２号）

は、１日 450 円まで無料となります。450 円を越える金額は保護者負担となります。※新２号

認定を受けるには書類の提出が必要です。申請する際は、園にお問い合わせ下さい。 

 

① 保育部 3 号認定（0・1・2 歳児）保育料 

保育料は三島市で決定します。世帯の収入や家族構成を加味して決まります。 

 第２子は、第１子の半額・第３子は、全額免除となります。 

 

② 副食費（おかず・おやつ代等）について 

・１号認定（幼稚園部）、2 号認定（保育部 3 歳以上）の副食費及び主食費は、保護者負担となりま

す。 

 3 号認定は、従来通り保育料に含まれています。 

・360 万円未満の世帯（両親の所得割額計 57,500 円未満、ひとり親等の場合 77,101 円未満）

の児童と第３子以降（兄姉の年齢制限なし）の児童の副食費は免除されます。 

 

③ 本園の保育に通常必要と思われるものに係る諸費用につきましては保護者の皆様に負担していただき

ます。（ ※物価の上昇により、値上がりすることもございます。） 

(ア) 個人用物品 ハサミ・名札・制服・など個人使用の品物  

(イ) 教材費   教材本・共通で使用する教材毎月 1800 円２歳児以上  

    教材本・共通で使用する教材毎月 1000 円  0 歳児･1 歳児 

(ウ) 特定教育費  幼稚園で実施している外部講師による通常保育時間での特別教育を受けるための

費用。  

年長児  専門講師による英語  体育実技と水泳  月額１,０００円  

年中児  体育実技と水泳    月額 5００円  

年少児  体育実技    月額３００円  

 



(エ)行事費  三島市民文化会館で催す音楽会の費用積立 月額 250 円 二歳児以上  

(オ)のびる会（父母会費） 年間 3０00 円（4 月集金）  兄弟の下の子は１５００円 

(カ)バス利用料 １カ月 ４３２0 円 （８月・３月は徴収なし）兄弟割引下子は月額 1000 円  

 臨時バス代金１回 300 円（片道往復関係なく）  

  ※物価の値上がりに合わせて、上記の費用の改定も予定しております。 

■年間行事予定 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

☆入園式 

 

☆参観日 

健康診断 

遠足 

★祖父母参観 

プール開き 

七夕 

夏期保育 

夏期保育 ☆運動会 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

☆のびるまつり 

遠足 

☆参観日 ☆クリスマス会 出初式（年長） ☆歌とオペレ

ッタの会 

☆ミニコンサ

ート 

☆卒園式 

※☆保護者参加 ★祖父母参加 

 

■令和５年度の園児募集 （予定）転居や引越し等の移動もありますので、あくまでも予定です。 

 5 歳児 幼稚園 なし    保育園 なし 

 4 歳児 幼稚園 1 名    保育園 １名 

 3 歳児 幼稚園 1８名    保育園 １０名 

  2 歳児 幼稚園 18 名（満 3 歳児）  保育園６名 

 1 歳児 保育園  ３名 

  0 歳児（10 ケ月児から） 保育園 3 名 

 

■申しこむ時期と場所  

 保育園部 11 月初旬 三島市子ども保育課に申込む  

申込時に希望施設を第一希望のびる幼稚園としてください  

     幼稚園部 のびる幼稚園に直接お申し込み下さい。 （入園願書と児童調査表を園にご提出下さい。） 

       入園願書受付は、6 月２日から 6 月 25 日で一度締め切ります。空きがありましたら 

       再募集致します。 

       願書を提出いただいた方は、後日入園面接を行います。入園面接にて、園での受け入れ可、 

       保護者の方に園のことをご理解していただけた上で、入園受け入れの合否の手紙を郵送 

致します。 

       満 3 歳児につきましての、入園は、願書を提出いただいた中で、上記同様の入園面接を行 

       い生まれの早いお子さんから受け入れさせていただきたいと思います。 

       （満３歳児入園の方は、様子がわからないと、受け入れできるか決定できませんので、 

２歳の誕生日を迎えた子から面談をさせていただきます。） 



 

  ・ 他の幼稚園・保育園の滑り止めとして申し込まないで下さい。（入園したくても入園できない子が出

てしまうことや、園も空き状況が出てしまいます。） 

    幼稚園部に入れなかった方は要件が合えば保育部に再エントリーできます。 

 

 

■ 入園金幼稚園部 入園準備金として 10,000 円 

保育部  必要ありません  

但し入園してから幼稚園部に変更する時に入園準備金は必要となります。  

 

 

 

 

■参考  

＜１号認定 ＞ 

幼稚園（認定こども園も可）利用時間８時 30 分から １４ 時です。預かり保育も利用できます。 

（1 時間 100 円 ） 

＜2 号認定短時間 ＞ 

扶養者（子どもの両親等）のどちらかが月 120 時間以下の就労の方（もう一人は 120 時間以上の

就労が必要）。８時 30 分から 16 時 30 分まで利用できます。臨時の延長もできますが別途費用

が掛かります。1 時間 100 円  

＜2 号認定標準時間 ＞ 

扶養者の双方とも 120 時間以上就労。７時 ０0 分から 18 時 ０0 分まで利用できます。  

＜３号認定＞  

３歳未満の乳児利用時間要件とも上記と同じです。  

 

 

＜令和５年度 年齢別クラス早見表＞ 

クラス・実施年齢（本園のクラス名） 生 年 月 日 

０歳児（つくし組） 令和 4 年（2022 年）4 月 2 日～ （１０か月から受け入れ可） 

１歳児（すみれ組） 令和３年（2021 年）4 月 2 日～令和 4 年（2022年）4 月１日 

２歳児・満３歳児（たんぽぽ組） 令和２年（2020 年）４月２日～令和３年（2021 年）4 月１日 

３歳児（ちゅうりっぷ組） 平成 31 年（2019 年）４月２日～令和２年（2020年）4 月１日 

４歳児（ばら組） 平成 30 年（2018 年）４月２日～平成 31 年（2019 年）4 月１日 

５歳児（さくら組） 平成 29 年（2017 年）４月２日～平成 30 年（2018 年）4 月１日 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼保連携型 認定こども園 

のびる幼稚園 

住所 三島市青木１６４ 

電話 055-972-8740 

Fax   055-976-8495 


