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ようこそ、夢づくり幼稚園ヘ!!
昭和５５年、学校法人として文部省より認可を受け、「未来」「創造」
「誠実」を基本理念に、令和 4 年度で創立 42 年目を迎えました。そ
してこれからの少子化、高齢化社会に向けて、他園にはない夢のある
挑戦を進めています。中でも最大の課題は教育改革です。子どもの
世界に起きている考えられない異変に正しく対応する為には、教育
の構造改革しかありません。これこそ未来に巣立つ子どもたちへの
パスポートです。
本学園は、みどりが丘幼稚園をベースにし、２１世紀の子どもた

学校法人 宮本学園
創立者 宮本日出雄

ちのために、新しい保育教育を実践してきました。昭和５５年の開園
以来、２500 人を越える卒園生を世に送り出しました。「やさしい
子」「たくましい子」「創造的な子」を目標に、別名「夢づくり幼稚園」
として創造的で夢のある保育教育を実践して今日に至っており、保
護者や社会の期待に応えております。
平成２０年度には ISO９００１の認証を受け、質の高い保育教育を
提供できるようなシステムを導入しました。更に、子育てをする全て
の親子を支援するために、子育て支援センターを開設し、地域に
開かれた幼稚園づくりを進めています。

学校法人宮本学園
認定こども園みどりが丘幼稚園

平成２６年度から幼保連携型認定こども園として、保育を必要

理事長・園長

宮本裕次

とする・しないにかかわらず、全ての子どもの最善の利益のために、幼児教育と保育を
一体的に提供ができるようになりました。
長年培われてきた幼児教育最優先の信念をもち、子どもたちの保育教育を進めてい
こうと考えています。
また、これからのグローバル化社会に必要な力を育成するために、外国人講師を常
勤で配置し、子どもたちの生活の中で、自然に国際化・異文化に触れられるような環境
にしています。平成２９年２月に園舎が新しくなり、快適で充実した最善の教育・保育環
境を整えました。常に時代の変化に適切に対応し、しかも誠実で着実な歩みを忘れず、
子どもたちの未来を考えて、恵まれた環境で最高の教育を提供出来るよう進めてまい
ります。
当園をじっくり見学し、分からないところはどんどん質問し、是非仲間入りしてくだ
さい。子どもの心を引きつけるみどりが丘幼稚園、そして教職員一同、心よりお待ちし
ております。
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『未来基金』について
当学園の特色である『未来基金』について、ご説明申し上げます。

１．未来・創造・誠実。これは、宮本学園の教育ビジョ
ンです。これらはみな、「子どもの未来性を信じ
ること」からスタートしています。これを具体的
な形に表現したのが「未来基金」です。
２．未来基金の積立は、子どもと園の未来を信じる
ための創造的な行為です。子どもの成長と当園
の教育をつなぐ、架け橋の役目を果たすシンボ
ルです。
３．「火星に幼稚園を作ろう！」
これは約４０年前、当学園の創立者が描いた未
来です。こんな夢のような話からスタートした
みどりが丘幼稚園。しかし、単なる夢物語では
ありません。すでに火星探査は始まっていま
す。２１世紀中には、人類が火星に住める時代
が来るでしょう。火星幼稚園の夢も単なる夢物語ではなくなり、未来基金の構想
も、また新しい夢を与えてくれることになるでしょう。
４．この未来基金は、将来子ども達が大人になった時に、更に未来の子ども達の為に夢
のある使い道を考えてもらおうと思っています。

「おじいさんの夢」
みどりが丘幼稚園の保護者の方が、PTA 活動の中で創立者の
夢を紙芝居にしてくれました。とても可愛く楽しく、素晴らしいお
話なので残していきたいと
考え、平成２８年度に未来基金
を使い、絵本を作成しました。
是非お子さんと一緒に読んで
頂き、未来への夢を育ててくだ
さい。
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『認定こども園』について
認定こども園とは、保育を必要とする、必要としない（保護者が就労している、していない等）にかかわら
ず、全ての就学前の子ども達に幼児教育と保育を一体的に行う施設です。認定こども園はいくつかの類型
に別れますが、当園は、０歳児から５歳児を対象とする、認可幼稚園と認可保育所が一体となって保育教育
を行う「幼保連携型」です。
また、お子さんもご家庭の状況により、次の区分に分類されます。
区

分

認 定 条 件
幼児教育を希望する
満３歳児、３歳児、４歳児、５歳児
保育を必要と認定された
満３歳児、３歳児、４歳児、５歳児
保育を必要と認定された
０歳児、１歳児、２歳（３歳未満児）

１号認定
２号認定
３号認定

対
象
・今までの幼稚園児
・一時預かり利用児

児

・今までの保育園児
・今までの幼稚園預かり保育利用児

尚、1 号～3 号認定に該当しない 2 歳児（3 歳未満児）を、当園では「0 号」と呼びます。

《保育時間の違い》
7:00
０号、１号認定

9:00

14:00

預かり保育（一時預かり事業）

教育活動

19:00
預かり保育（一時預かり事業）

預かり保育、延長保育
は別途費用がかかり
ます。
(ピンクの部分)P13

通常保育
２号認定

延長保育

7:00

通常保育

２号、３号認定は更に

教育活動
保育短時間延長保育
16:00
19:00

8:00

保育標準時間（１１時
間）、保育短時間（８時
間）に分かれます。

３号認定

延長保育

通常保育

保育短時間延長保育
土曜日及びお盆期

《当園の定員》
年 齢

間は最長 18 時まで

０号、１号認定

２号認定

０歳
１歳
２歳
３歳
４歳
５歳

18
45
４５
４５

３号認定

合 計

9
10

9
10
30
60
60
60

12
15
15
15

お預かりします。

《休園日》
0 号、１号認定

土日、祝祭日、春・夏・冬休み（但し土曜日が行事の際は登園日）

２号・３号認定

日曜、祝祭日、年末年始（12／29～1／3）
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ISO の取り組み
みどりが丘幼稚園は、園児及び保護者の満足と第三者評価にむけて、国際標準規格
ISO9001:2015（JISQ 9001:2015）[品質マネジメントシステム]の認証を取得いたしま
した。
幼稚園が行う保育教育業務には、子どもたちへの保育・教育そのものと、保育・教育を行うための準
備や教師の研修などの関連業務にわかれます。この保育教育関連業務の質の確保、向上こそが保育そ
のものの質の向上には不可欠です。そこで保育教育関連業務を整理し、品質マニュアルや手順書を作
り、保育教育の基準を決めます。その基準を満たした保育教育が提供できるように、計画・実行・チェッ
ク・改善（PDCA サイクル）をしていきます。つまり、経験あるベテランの先生も若い先生も、一定の基
準までは確実に同じように業務をこなせるようなシステム作りです。但し、子どもたちへの保育そのも
のについてはマニュアル化は適していないので、教師それぞれの個性を発揮して、子どもたちの保育
教育に取り組んでいきます。
「人は必ず間違いをするもの」と言うことを前提に、間違いを未然に予防したり、また同じ間違いを繰
り返さないようにしたりとシステムに改善していきます。現状に満足せず、より質の高い保育教育が提
供できるよう維持向上を目指します。
この ISO の導入により、教職員一人一人の意識改革を促し、教育に携わる者としての自覚を持ち、
子どもたちへの最善の保育教育が行われることを願っております。そして、保護者や地域の方々に信
頼される幼稚園づくりに励んで参ります。

1
⚫ 毎月一つ新しい玩具を提供する。
2
⚫ 月に 2，3 曲、歌やダンスを行う。
（楽しく表現）
3
⚫ 毎日絵本や紙芝居を読むことで、
表現力を豊かにする。
4
⚫ 毎日歌を歌う。（自由に表現する
楽しさ）
5
⚫ たくましい子どもを育てる。（毎日戸外
遊びをする）
2021 年 5 月 1 日
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みどりが丘幼稚園の特色
みどりが丘幼稚園の保育・教育の方針は、すべて「未来・創造・誠実」の基本理念から生まれています。
私たちはこの理念と理想に大きな誇りを持っております。教職員一同、皆様のご期待に添えますよう、園
を挙げてー生懸命お子さまの保育・教育に専念します。

理念・綱領
次の言葉の斉唱で教職員の１日が始まります。
「みどりが丘幼稚園は、未来を担う子どもたちの広場です。
みどりが丘幼稚園は、人間成長の道場です。
みどりが丘幼稚園は、地域社会の公器です。
」
我々は、この３箇条を肝に銘じ
“未来・創造・誠実”を胸に幼児教育に専念します。

未来 ・・・子どもは未来のシンボルです。子どもが素晴らしいのは未来があるからです。未来を信ずる
からこそ、子どもを教育する価値があるのです。大人は、子どもを通してのみ、未来につなが
ることが出来るのです。

創造 ・・・未来における実現の可能性です。現実は既に過去のものです。未来への価値を作り出す
こと、その為に子どもを教育すること、その実践こそ創造であり、教育こそ創造そのものです。

誠実・・・未来へ向かっての創造活動を確実に、しかも力強く実践していく為の姿勢です。一歩一歩着実
に、そして誠意を持って実践を続けること、これが教育です。

園舎と設備
平成２９年度には新園舎が完成し、恵まれた環境の
中で教育活動を行っています。
冷暖房完備はもちろん、各保育室、ホールには床暖
房を設置し、裸足で過ごす子ども達にクリーンな環境で
思い切り遊ぶことが出来ます。
園児の生活スペースすべての窓ガラスは強化ガラス
又は飛散防止フィルムを貼り、地震の際の安全に配慮しています。セキュリティ面では、ALSOK と契約
し、園への出入り口すべてに防犯カメラを設置し、人の出入りをチェックします。また緊急通報システムに
より不審者に迅速に対応出来るような体制を取り、子ども達の安全を確保します。

園 庭
総面積は１５００坪、園庭は木に囲まれ、緑の自然に恵まれた広
い幼稚園です。園庭は全面芝生で、晴れた日は元気な子どもたち
が裸足で走り回っています。
また、0，1，2 歳専用園庭もあり、安心して遊ぶことが出来ます。
子どもが一度来てみると必ず気に入る、魅力いっぱいの園庭です。
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クラス・職員概要
0歳
1歳
幼少（２歳児）
年少（３歳児）
年中（４歳児）
年長（５歳児）

（令和 3 年度 8 月現在）

１クラス
１クラス
１クラス
２クラス
２クラス
２クラス
計 ９クラス

園児数 204 名

【教職員数】 理事長・幼稚園長（兼務）、副園長、園長補佐、教頭、顧問、保育教諭 20 名
外国人講師１名、体育専門講師１名、教育補助員２名、看護師１名、その他職員 4 名

合計 34 名

縦割り保育
クラスは年齢別に分かれていますが、子どもたちの生活や活動は年長・年中・
年少・幼少が交流しやすいよう、異年齢クラスが隣り合わせに配置しており、兄
弟姉妹関係の中で遊びが展開されています。家庭で失われがちな子ども同士
の仲間意識や自主性が集団の中で無理なく育成され、テーマ性のある「みどり
が丘 City」のような創造的な街づくりも進められています。

国際化・異文化教育
グローバル化社会に対応するために、小学校高学年でも外
国語教育が必修化され、低学年へと広がりつつあります。し
かし言葉だけ覚えても、それが実際の場では、外国人を見た
だけで緊張してしまい話せなくなってしまうこともあります。
当園には朝 「Good morning！」と挨拶をする先生がいま
す。毎日の生活の中で、英語で話す先生の言葉を、常に何と
なく耳にしています。常勤の外国人講師を配置することによ
り、普段の生活の中で異文化を感じてもらいたい、毎日の存在が当たり前になり、言葉の違いや文化の違
いを、日々肌で感じることが大切だと考えています。もちろん、今は意味などわからないかもしれません。
しかしその音を、耳が、心が受け入れる準備をしっかりとすることが大切です。

歌唱指導（年長）
表現活動の中で、歌はとても身近な活動です。大きな声で
楽しく歌う。これが基本ですが、更にレベルアップを目指し
て、綺麗な声で心を込めて歌うことのすばらしさを感じてもら
おうと考えています。その歌声は、聞く人に感動を与えるに違
いありません。
現役のソプラノ歌手を講師に、年長児になると思い出の歌
を練習をし、卒園式でその歌声を披露します。
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体育指導

（指導：こども体育研究所）

子ども達の基礎体力の向上を目指し、幼児体育専門の指導者に
よる体育指導を週１回行っております。体育指導では特に遊びの流
れを大切にしています。普段の生活とかけ離れた活動にならないよ
う、指導者は朝から保育に参加して、子ども達と同じ時を過ごすよう
にしています。その中で、体育遊びを楽しみながら確実に体力を付
けていけるように配慮しています。生き生きとした子ども達の目が、
充実した時間を過ごしている事を証明しています。

中・高生の保育実習
市内中学生・聖徳高校生を保育実習や職場体験として受け入れていま
す。中学生は幼児の姿の中に１０年前の自分の面影を、高校生は幼い弟
妹を発見して感動体験を味わいます。又、幼児たちは、少子社会の中で
失われている縦社会の愛情関係の中に、温かく浸ることができます。

自園式給食
本園は完全給食制で、園内の調理室にて、(株)幼
稚園給食に調理を委託し、安全・安心でおいしい給食
を提供しています。
年齢に合った、その子に合った量の給食を温かく食
べさせてあげたい。そんな思いを実現させるのが、自
園式給食です。温かいものは温かく、冷たいものはそ
のままで、汁物や麺類など、子ども達の好きな献立が
豊富です。子ども達は、給食の時間がとても大好きに
なります。園の給食を通して、食べられるものが増え
たというお声もたくさん頂いております。
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教職員の研修と研究体制
各学年にベテランの指導教員を配置し、各クラス担任の指導を強化し、保育教育の質を高めていま
す。特に園内研修に力を入れており、月に一度園内研修日を設け、教職員同士で各クラスの保育参観
をし、午後には意見交換会を実施しています。研修の内容は研究紀要として毎年まとめ、本園の研鑽
の歴史として、次代へと繋げております。
その他、外部研修、発表会への参加や小学館やチャイルド出版社の保育記事欄の執筆を担当。開園
以来約４０年間、日本児童教育振興財団「私の保育記録」に応募し入賞するなど、幼稚園教諭にふさわ
しい積極的な研修・研究活動を展開。そして教員全員が放送大学を受講し、これを日常の保育にフィー
ドバックしています。また、NPO や大学・専門機関との連携も図り、教師自身が様々なことを経験する
ことにより、質の向上に努めています。

保育 ICT の導入
ICT とは、Information and Communication Technology の略語で、パソコンやスマートフォ

ン、タブレットを活用して情報共有やコミュニケーションを行う情報技術のことを言います。保
育業務を ICT 化することで、主に次のようなことができるようになります。
1.
2.
3.
4.

登降園管理・・・欠席遅刻の連絡も行えます
保育料、諸費用の請求管理
連絡帳機能・・・ネットワーク経由により、タイムラグが減ります
お知らせの受信・・・添付ファイルも送ることができるようになります

5.
6.
7.
8.

申請書類等のダウンロード・・・ポッペ申込書などダウンロードできます
アンケート回答・・・いつでもアンケートの回答が出来ます
カレンダー機能（最新行事予定の確認）・・・行事予定が、時間単位でわかるようになります
バス運行管理・・・その日に誰が乗るのかが一目でわかり、今どこを走行しているのかが GPS で
確認できます。
9. 書類のペーパーレス化・・・紙の手紙が減り、紛失の心配もありません
10. その他・・・職員による記録や指導案の作成がしやすくなり、作業時間の短縮に繋がります
本園では、ICT 業務に「コドモン」というシステムを導入しています。コドモ
ンは業界シェア№１を誇り、園と保護者の双方にとって分かりやすく使いやす
いシステムとなっております。
保護者の方々には、スマートフォンにアプリをダウンロードして頂き、その
アプリを通して、欠席連絡をして頂いたり、園からのお知らせを受信したりし
て頂いております。
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制 服
当園はロベルタの制服を採用しています。この制服には、以下のような私たちの教育的意図が込められ
ています。
尚、制服着用は３歳児以上です。

１．基本的生活習慣

～自立の原点～

朝幼稚園に来たら体操服に着替え、帰りはまた制服に着替えます。最近、自分で着替えができない子ど
もが増えています。脱いだら脱ぎ放し。カバンや帽子は「お母さん、持って」と他人任せ。“自分の事は自分
でする”、これを身に付けるには今しかありません。

２．粘り強さ ～集中力を高める～
最初はボタンもうまくとめられないでしょう。しかし根気強くチャレンジ
することで手先も器用になり、着替えも早くなっていきます。繰り返し取
り組む事が肝要です。

３．ものを大切にする心 ～愛情の基本～
１００円ショップに代表されるように、今は安売りの時代です。しかし、安いから安易に扱い、だめになっ
たら直ぐゴミ箱行きで、どんどんゴミが増える一方です。経済社会全体がデフレで、より安く、より多く売る
ダンピング競争。一つの物を大事に長く使うことを忘れてしまってはいないでしょうか。こんな社会どう思い
ますか？
子どもたちが着る制服ですので、動きも激しく汚すこともあるでしょう。しかし、“物を大切にする心”を子
どもたちに気づかせたいのです。大切に扱えば扱うほど、愛着がわき長く使おうとするものです。

４．素材 ～本物志向～
制服として採用されているニットジャケットは市販の物と違い、ある程度の使用に耐えられるよう生地の
編み方から縫製に至るまで、制服用に改良されています。ポロシャツは綿１００パーセント、半袖体操服は
混紡のポロシャツと同じ様な丈夫な生地を使用しています。ブランドの誇りがありますから品質は間違い
ありません。

５，応用性

～本当の経済性～

制服や体操服には幼稚園のマークや文字等は一切入っていません。だからいつでも出
かけるときに着ていけます。取手から少し外へ出てしまえば、普段の洋服と何ら変わりあ
りませんので、どんどん着て下さい。注意書きをよく読んで、扱いさえ間違えなければ末
永く、兄弟姉妹で使ってもらえるでしょう。

新しい子ども観 ～子どもは未来からの使者～
「宇宙のすばらしい地球人になろう！」これは宇宙飛行士 毛利衛さんから、みどりが丘
幼稚園に頂いた激励の言葉です。未来に向けて飛躍する子どもたちは、宇宙から地球を見ることのできる
新しい人間。宇宙人としての地球人を目指すべきです。
- 10 -

砂場について
子どもは砂場が大好きです。砂場は遊びの基本とも言える
でしょう。お団子、トンネル、お山づくり、ご飯だって美味しく
できます。子どもたちの創造力の源です。しかし、固まった砂
場や細菌の繁殖しやすい砂では思ったものも作れませんし、
第一、安心して遊ばせることは出来ません。
当園では、子どもたちが毎日遊ぶ砂の
質にこだわり、「ホワイトサンド」という特
殊な砂を使っています。その特徴をお知
らせします。

☆「ホワイトサンド」とは？
ホワイトサンドは、オーストラリア、ブリスベンで採れた天然砂から不純物や有機物などを取
り除き、400℃の高温で加熱処理し SiO（珪砂）99.8％に精製された、 清潔で安心な白砂です。
砂浜の砂のようにサラサラで、軽く叩くだけで砂が落ち、衣服や室内を汚しません。粒子は細か
くサラサラですが、砂団子、山、トンネルも簡単に作れます。
精製砂には有機物がほとんど含まれないため、雑菌などの増殖がしにくく、子どもたちを安心
して遊ばせてあげられます。
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１日の流れ
０号・１号認定

7:00

２号認定

朝ポッペ

早朝保育（有料） 早朝保育（有料）

8:00
9:00

登園、視診
登

３号認定

登園、視診

着替え、自由遊び 排泄、おやつ

園

室内外での遊び

着替え、自由遊び

10:00

朝の会

昼食

教育活動
11:30

昼食（給食）

12:30

午睡

自由遊び

13:30

片づけ
着替え
帰りの会

14:00

降

（午睡）

園
「ポッペ」

15:00

１学期
４月

入園式、利根川遠足

５月

保育参観、なかよしの会

６月

プール遊び

７月

お泊まり会（年長）

室内外での遊び

午後間食
室内外での遊び
順次降園

ポッペ終了

19:00

主

排泄指導

順次降園

17:00
18:00

午後間食

保育終了

な

年

間

行

保育終了

事

２学期

３学期

みどりンピック（運動会） １月 餅つき会
10月 筑波登山遠足
フェスティバル（バザー）
11月 劇場ごっこ

２月 みどりが丘City
お別れ遠足
３月 ありがとうhappydays

卒園式
９月 星祭り
12月 クリスマスパーティー
※ 行事は園全体で行います。（３号認定については参加できるもののみ）
※ コロナウイルス等の状況により変更することもあります
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２歳児教育
「２歳では教育はまだ早い」数年前までそう言われて
きました。当園では親子一緒の「なかよしくらぶ」（現在
のピッコロ）が約２５年前に始まり、その後１週間に１，２
回、子どもだけの通園の「２歳児クラブ」を経て、平成１
６年度に取手市で初めて「いばらき幼児教育特区認定
園(２歳児保育園)」になりました。文部科学省の特区評
価委員会の方々が来園され、当園の２歳児クラスを視
察して行かれました。
私どもは長年の経験から、２歳児保育こそ幼児教育の基礎であ
ることがわかっていきました。もうすでに社会的欲求の芽生えが
始まっているのです。このチャンスに手をさしのべて、うまく伸
ばしていくことは、決して早期教育ではありません。環境を整え
ることによって、その芽生えが刺激されます。そうすると子ども
たちは自ら、喜んで成長過程をたどっていくようになります。
そこで大切になるのが親
子の関わりです。より良い親子関係が、その後の子どもの成長
や友達との関わりに大きく影響してきます。２歳児のクラスで最
も重視しているのは、その支援です。保護者との連携を密接に
図り、時には保育に参加して頂き、一緒に楽しい時間を過ごして
頂くこともあります。お子さんの新たな一面を発見する事が出
来るでしょう。
２歳児を受け入れるに当たって、クラスは３歳児と混合ではなく、２歳児単独クラスで、教師がじっく
り子どもたちと関われるようにしました。また、子どもたちの成長にあった、過ごしやすく使いやすい
環境を整備しています。
また、保育時間にモンテッソーリ教育を取り入れ、週１回程度、専用の
教具を使って遊んでいます。真剣に取り組む姿は、２歳児の可能性を
物語っています。モンテッソーリ教育は個別指導なので、２歳児クラス
の少人数だからできるメリットでもあります。幼稚園という場で、一緒
に親子の関わりを見つめていきましょう。

《0 号（３歳未満児）について》
４月から誕生日の月までは一時預かり保育、誕生日の翌月から 1 号認定(満３歳児)入園となり
ます。よって、事務上の幼稚園入園日は、誕生日の属する翌月になります。
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一時預かり保育『ポッペ』及び
２号・３号認定の延長保育
1 号認定のお子さんを、教育時間外でお預かりする場合、一時預かり保育としてお預かりします。“ポッペ”の
愛称で親しまれています。また、 一時預かり保育は、こども園、幼稚園、保育所に属さない地域のお子さんも
お預かりします。

【１号認定＋新２号及び０号（３号認定に該当しない３歳未満児）】
☆ 時 間 ：７時～９時、１４時～１９時(午前保育時は１１：３０から)
0 号の９時～１４時迄の保育料は別途定めます。（２２ページ）
☆ 保育日 ： 原則として月～金曜日および春、夏、冬休み
朝ポッペ
７時～９時
300円／１時間

スポット
保育料

午後ポッペ
１４時～１８時
1,200円

延 長

春・夏・冬休み
時 間

前 半

夕方
１８時～１９時

平日午前保育時
１１時３０分～１４時

300円

700円

後 半

延 長

７時～８時 ８時～９時
９時～１４時 １４時～１８時 １８時～１９時
３００円
保育料（１回）
３００円
３００円
１５００円
１２００円
☆前半に保育を受ける場合、別途、給食代がかかります。

【２号・３号の延長保育料金】

保育料

年 齢
０歳～２歳
３歳～５歳

７時～８時、16時～19時
５００円／１時間
３００円／1時間

上記の内容は令和 3 年度のものです。
令和 4 年 4 月以降、変更することもありますのでご了承下さい。

『小さな留学生』制度
海外の方や、海外赴任等で一時帰国された方のお子さんが
短い期間でも日本のこども園を体験したいというリクエストに
お応えした制度です。一時預かり保育でお預かりします。
詳しくはお問い合わせください。
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よくある質問

Q&A

Q
0
2

Q

Q

Q

Q

Q

PTA
PTA

PT A
etc.

Q
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PT A

Q

1
11

Q

Q10
.

Q11

Q12

Q13

0 1 歳児

Q14

Q15
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みどりが丘子育て支援センター
昭和５５年、学校法人として文部省より認可を受け、
「未来」「創造」「誠実」を基本理念に 40 年余り歩みを
進めてきました。その間、子どもたちを取り巻く環境は
驚くほど変わりました。
この少子化の時代、お友だちを作るのにも一苦労で
す。遊びに来るだけで自然にお友だちができ、人間関係
が広がっていく場所になればと思います。そして親子
共々楽しく育ち合えるよう環境を整えていきたいと思い
ます。
子育てをするすべての親子を応援します。保育室・園庭開放、その他様々なイベントを
ご用意してお待ちしておりますので、お気軽に遊びに来てください。

子育て支援センター室開放
子育て支援センター室には、子どもの興味を引く遊びの種がいっぱい。それぞれが好き
な遊びをしながら、イメージの世界を広げ、思う存分楽しむことができます。そして、同
じような年齢の子どもたちが集まる支援センターでは、子どもはもちろんお母さんも、子
育てを共通の話題にして話が弾み、お友だちが増えるでしょう。また、園庭は幼稚園なら
ではの楽しい遊具がたくさんあります。ドラえもん、ブランコ、鉄棒、滑り台等々、遊び
に夢中で時間さえ忘れてしまうでしょう。時々、幼稚園児と遊んでいる姿も見られます。
毎日、絵本の貸し出しもしています。
開放日時 月曜日、火曜日、水曜日、金曜日 １０：００～１２：４５
※ 幼稚園行事等で日時は変更になりますので、子育て支援センターカレンダー（園ホ
ームページにも載せています）、またはお電話でご確認の上、ご来園下さい。

育児健康相談（随時）
子育て支援センター開放日に子育て相談、及び健康相談を実施しております。それぞ
れ、長年の経験や専門知識を持った教職員が部屋にいますので、お気軽にお声をかけてく
ださい。些細なことでも、話すことで安心し気持ちが楽になりますよ。メールでも受け付
けています。（ホームページより）

随時、身体測定を
しています
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モンテッソーリ教室
モ ン テ ッ ソ ー リ 教 育 は 、 イ タ リ ア で 最 初 の 女 性 医 学 博 士 Maria
Montessori(1870～1952)が、知的障害児の治療教育の成果から、一般の教育
(特に幼児教育)に応用した画期的な教育法です。
文部科学省の幼稚園教育要領や保育所保育指針には、「環境による教
育」「援助者としての教師」が基本として示され、さらに平成１２年度か
らは「生きるカの基礎を培うこと」が幼児教育の目的となりました。モン
テッソーリは、これらのことをすでに１００年以上も前に気づき、幼児期
の発達特性に合う整えられた環境を準備し、子ども自らが主体的に活動し、自分で自分自身を創るこ
とが出来るように教育システムを考えたのです。
みどりが丘モンテッソーリ教室は
「自分のしたいことができる（自立）」
「自分のしたいことを我慢できる、自分の欲求を調整できる（自律）｣
「新たなことに挑戦できる（創造力）」
「自分のしたいことに没頭できる（集中力）
」
このような子どもたちの姿を目指しています。
１００年前に開発され、しかし現代にもっとも相応しい幼児教育。モンテッソーリ教育では、
「日常生活の練習」「感覚教育」「数教育」「言語教育」「文化教育」について、専用の教具を用いて学
んでいきます。「お仕事」（モンテッソーリでは『課題』を『お仕事』と言います）を通して、感性・
知性を開発し、好奇心・集中力・継続力を思う存分発揮することができるようになります。

【 ク ラ ス 】 火曜日クラス・木曜日クラス
【 場 所 】 北棟 2 階
【活動時間】 １４：００～１５：３０
【対象学年】 幼稚園児
【 料 金 】 入会金

５０００円

月謝 【週一回】 ７５００円（内

講 師：日本モンテッソーリ協会会員

教材費

５００円）

本多 ヨシヱ
廣瀨 たい子
宮本

宮本 清江

裕里

参考：保護者用テキスト
「幼児期には２度チャンスがある」相良敦子（講談社）
「ママ、ひとりでするのを手伝ってね！」相良敦子（河出書房新社）
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ピ ッ コ ロ

みどりが丘親子ルーム

象：未就園児（２,３歳）の親子

曜

日：木曜日クラス（予定）

時

間：１０：００～１１：３０

Baby Piccolo
対

象：1 歳児の親子

曜

日：隔週金曜日（９月～）

時

間：１０：３０～１１：３０

入会金：１，５００円

入会金：３，０００円
月

ピ ッ コ ロ

Piccolo＆Baby Piccolo

Piccolo
対

ベ ビ ー

月

謝：４，５００円

謝：２，０００円

保険料：

（教材費、おやつ代込み）
保険料：９５０円（年間）

９５０円(年間)

注）R３年度は行っておりません
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令和 4 年度 募集要項
１、募集人数

（募集人数は予定数です。変動することもあります）

年

齢

0 号、１号認定

０歳児（生後６ヶ月以上）
１歳児（R2.4.2～R3.4.1 生）
☆2 歳児（H31.4.2～R2.4.1 生）
３歳児（H30.4.2～H31.4.1 生）
４歳児（H29.4.2～H30.4.1 生）
５歳児（H28.4.2～H29.4.1 生）

２号認定

３号認定
9名
11 名

7名
21 名
4名
7名

☆２歳児は、以下のように区分されます
・0 号＝３歳未満児（３歳の誕生月迄は『一時預かり保育』でお預かりします）
・満３歳児（３歳の誕生日の翌月から園児として入園）
※保育内容は同じで、誕生月により入園日が異なるだけです。
４月

誕生日の翌月
０号(３歳未満児）
一時預かり保育

３月
１号（満３歳児）
幼稚園児

入園

２、入園手続き

手続きの方法は、認定区分により異なります。

０号及び１号認定
○入園願書一式を取りに来た方のみ、申し込みが出来ます。（資料申込書でお名前を確認
させていただきます）
○入園を希望する方は、10 月 1 日（金）8：30～、お子様のお名前・生年月日・保護者名、
連絡先（TEL）を明記の上、メール（✉midorigaoka@miya-gaku.jp ホームページ
下部のアドレスをクリックするとメーラーが開きます）を送信して下さい。
○定員を超えた場合には、メールが届いた先着順とさせて頂きます。結果は 10 月 1 日
（金）16：00 にお知らせいたします。
○入園が内定した方は、10 月 4 日（月）～10 月 8 日（金）の間に、右記の①～④を直接
当園職員室に提出して下さい。
○入園内定者は、後日入園面接があります。面接にて、集団保育をする上で十分な対応が
難しいと判断される場合や、書類の記載内容が事実と異なる場合など、入園について
ご相談させていただく場合がありますのでご了承ください。

- 20 -

《入園内定者 提出物》
① 認定こども園 みどりが丘幼稚園 入園願書
② みどりが丘幼稚園入園に関する確認表
③ 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書
④ 事務手数料 3，000 円 書類提出時にご持参ください

２号認定・３号認定
◎ 市町村によって申込方法や時期が異なりますので、各市町村へお尋ねください。取手市では
11 月から 12 月頃の予定です。（市のホームページをご確認ください）
◎ 必ず本園の「入園案内」の内容を確認し、園の見学をして運営方針、教育内容等をご理解の
上、申込をしてください。
◎ 当園への入園を希望する場合は、利用者希望施設欄の第 1 希望に記入する必要があります。
◎ 市町村において利用調整が入ります。（優先順位については各市町村にお尋ねください）

３、制服代他

入園の際に制服代、個人用教材・日用品費がかかります
（年齢、個人により費用は異なります）
願書受付後に注文し、代金は 12 月以降納付、制服等は翌 2 月以降にお渡し予定です。

※１号認定と２号認定の併願はできません。
２号認定・３号認定入園ご希望の方
子ども・子育て支援の制度は、保育の必要がある場合にお子さんをお預かりする
制度です。当園では、保育の必要がない場合は原則としてお預かりできません。
平日にお仕事がお休みの場合、２歳～５歳児については教育活動の流れがありま
すのでお預かりすることもありますが、０歳～１歳児についてはご家庭で保育をお願
いします。ご家族と離れて長時間を園で過ごすことは、子どもの心身にとって大きな
影響を伴います。ご家族との愛着関係の形成が最も必要となる乳幼児期について
は、可能な限り、お子様と一緒に温かい時間を過ごして頂きたいと思います。
また、土曜日やお盆の時期に保護者のどなたかがお仕事がお休みの場合も、ご家
庭での保育を原則とします。なお当園では、土曜日・お盆時期に保育を希望する場合
は、就労証明等を提出して頂くことがありますのでご了承ください。

当こども園は私立学校です。
私立学校には建学の精神があります。当園の教育理念・保育
教育方針を十分ご理解の上、お申し込みをしてください。
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令和4年度 納付金について
当園では、教育環境の充実と子どもたちの未来を見据えた特色のある教育をしています
ので、特定負担額及び実費徴収として、次の費用が必要となります。ご理解の上、申し込み
をお願いします。

納付金 = 基本保育料 + 特定負担額 + 実費徴収 + その他
認定区分
費用項目
基
本
利用者負担額
保
育
料

０号
(１号、３号に該当し
ない ３歳未満児)

３５０００
円

３号
１号

２号
２歳児

お住いの市町村より各ご家庭へ届く、利用者負担
額
(１号/無償 ・２号/原則無償 ・３号/市町村の算定基
準に依る)

特別教育費

２５００円

(国際化・異文化教育・体育指導・歌唱指導)

特
定
負
担
額

特別環境・教育整備費

２７００円

(芝生維持管理・抗菌砂整備・バス管理費・保健
衛生強化費・食材安全対策費・ICT管理費)

ＩＳＯ国際標準規格維持費

２００円

施設整備費

２５００円

給食代
副食費免除世帯主食費

実
費
徴
収

そ
の
他

５５００円

8450円

１０００円

３０００円

５００円
（国際化・異文化教育）

１２００円

３０００円

バス代（バス通園者のみ）

絵本代
保険料

０,１歳児

４００円～５００円
９５０円
（入園時１回のみ）

【全園児】

・未来基金７００円（入園時１回のみ）
・ＰＴＡ会費７００円／月

【５歳児のみ】

・卒園対策費１４００円／月

ＰＴＡに係る費用

(ア)納付金は年間の費用を１２ヶ月で割った金額となっております。よって８月も他の月と同額の納
入となります。
(イ)その他 臨時実費徴収
・春、秋の遠足
・お泊り会
・思い出、お別れ遠足
・写真代
(ウ)３号認定の利用者負担額は、お住いの各市町村へご確認下さい。
※利用者負担額は、世帯収入や保育利用時間により決定されます。
2020/8/28YS
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課外教室紹介
みどりが丘幼稚園の課外教室は、幼児から小学生までの子どもの課外の学習生活を支援するために
行われております。ビジネス化された受験塾が、幼い子どもの成長を歪めている現在、子どもの全人
格的な成長を願う総合的課外活動の必要性は、今後ますます高まって行くことでしょう。
それぞれの教室と直接契約してください。

（日時、費用は令和元年度の実績です）
体育クラブ
.
[対象]年少、年中、年長、小学生
[日時]毎週水曜日(週１回) ２時１５分～
[費用]入会金 3,150 円 月謝 4,200 円
[場所]みどりが丘幼稚園ホール
[指導]こども体育研究所派遣講師

ピアノ個人レッスン
[対象]年少、年中、年長、小学生
[日時]火曜日または木曜日(週１回) 時間は要相談
[費用]入会金 無料、月謝６０００円より
[指導]上田真理子(武蔵野音大大学院卒)

サッカークラブ
[対象]年少、年中、年長、小学生
[日時]毎週火曜・金曜日(週２回) ２時１５分～
[費用]入会金５０００円 月謝５２５０円
[指導]全日スポーツクラブ幼児体育指導連盟派遣講師
※練習場所：みどりが丘幼稚園園庭

ＥＣＣ英会話教室
[対象]年少、年中、年長、小学校低学年
[日時]毎週水曜日(週１回) ２時１０分～
[費用]入会金 園児は免除 月謝 6,300 円、教材費 16,000 円（年間）
[指導]ＥＣＣ派遣講師

新体操
[対象]年少、年中、年長、小学生、中学生
[費用]入会金 5,250 円 月謝 6,195 円、手帳第 525 円、保険料 900 円 年間諸費用 1,050 円
[日時]毎週木曜日(週１回) ２時１０分～
[場所]みどりが丘幼稚園ホール
[指導]ジヤクパ・スポーツクラブ派遣講師

絵画
[対象]年中、年長、小学生
[日時]金曜日（月 3 回） ２：１０～５：３０
[費用]入会金３０００円 月謝３７００円、教材費他１３００円
[指導]柳田明子(東京芸大卒、童画芸術協会会員)
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学校法人宮本学園 認定こども園

みどりが丘幼稚園
〒3０２-0022
茨城県取手市本郷 4-10-7
TEL 0297-73-3310
FAX 0297-72-7720
✉midorigaoka@miya-gaku.jp
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