
学校法人上宮学園 ひなどり幼稚園

保育園部門

認定こども園説明会



園の理念

子どもに「やってあげる」「やらせる」一斉集団画一の保育ではなく、子ど

もにより多くの選択肢を用意し、幅を持った時間の中で子どもが考えられる

よう待つ事で、子どもが自発的、意欲的に関われる環境を設定し、子どもの

主体的な活動を大切にした教育をしています。

職員は環境を設定し、子どもたち一人ひとりに働き掛け、言葉を掛けて、子

どもたちの気持ちを受け止めたり、子どもたち自身が気持ちの整理がつくよ

う導いたり、子どもたち自身が考えられるよう促したり、子ども同士での育

ち合いを見守りながら、一人ひとりの子どもに合った援助をしていくよう努

めていきます。



園の特色・目指す教育保育像

～園が大切にしていること～

・ありがとうの気持ちを持ちます

・決まりをよく守ります

・仲よく助け合います

～つながるきょういく（教育・共育・協育）～

・教育 子どもの才能を伸ばすこと

・共育 ともに考え、全員で問題解決をはかること

・協育 多様な立場や領域の人も巻き込み、連携して教育・共育を担うこと



園の取り組み

裸足保育

「健康」「脳の活性化」「リラックス効果」などの利点がある

体全体の発育・健康を促し、自然治癒力や免疫力の高い体を育てていく

異年齢保育

『時間』・『空間』・『仲間』の三間の減少→コミュニケーションスキルの減少

0歳児から5歳児までが同じ時間に集い、同じ園庭・同じ建物を共有し、お互いが影響し合いなが

ら成長していく

⇒社会性や協同性、思いやりの気持ちの醸成

食育活動

果樹や植物の栽培などを通して、季節の変化を自然環境の中から体感的に学んでいく

毎日出来たての昼食を提供 1日当たりの50%程度の栄養がとれるよう、献立で調整



導入しているICTシステム

Kidsly (キッズリー)

● 出欠席連絡や連絡帳のやりとりなどが可能

ご家庭→園への連絡：スマートフォンアプリから送信

園→ご家庭への連絡：写真付きでクラスの様子を配信

● お迎え時間の変更届や個別の連絡機能なども完備

保護者と園が子どもの育ちをより深く共有できる

引用：ユニファ株式会社「Kidslyアプリ利用マニュアル」



快適・安心な教育のために

発熱者スクリーニング用赤外線

サーモグラフィーカメラ
● 顔検出で複数人の同時計測が可能なサーモ

グラフィーカメラを玄関に設置

● 園児の安心・安全な生活をサポート

太陽光発電 (SHARP SUNVISTA)
● 再生可能エネルギー太陽光発電を園内の電

気に利用

● 災害時などには、貴重な非常用電源として

使用することが可能
引用：日本アビオニクス株式会社「体表温度測定用サーモグラフィ F50SA-FS」

SHARP「太陽光発電システム SUNVISTA」



快適・安心な教育のために

100%天然アロマ (AROMASTAR)
● アロマの心理的・薬理効果を活用し、ストレ

スケアや気持ちの切り替え、嗅覚の刺激など、

施設内すべての人に多角的に働きかけ

天井吸音パネル
● 子どもの音環境に配慮し、表面に穴の開いた

吸音パネルを設置

● 反響音・残像音を軽減し、子どもの『聴く

力』の育ちを保障

● 落ち着いた空間での遊び込み
引用：アロマスター株式会社「AROMIC Style Biz」



新たな取り組み

STEAM教育(スティーム教育)

● 5つの領域を対象とした理数教育に

創造性教育を加えた教育理念

● それぞれの領域が、相互に関係しあ

う、分野横断的な学び

● 日常の遊び・保育の中に、

これらが溶け込むような

環境づくりを推進
引用：STEAM JAPAN 「STEAM教育って？」



認定こども園について

認定こども園：教育･保育を一体的に行う施設

幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設

認定こども園には､地域の実情や保護者のニーズに応じて

選択が可能

認定こども園の認定を受けても、幼稚園はその位置づけは

失わない

※ひなどり幼稚園は、『幼保連携型認定こども園』に変わります。

内閣府「認定こども園概要」から抜粋→



認定こども園の仕組みについて

引用：内閣府 よくわかる「子ども子育て支援制度」



認定こども園概要

新制度では教育・保育を利用する子どもについて4つの区分を設けている

認定区分

1号認定 新2号認定 2号認定 3号認定

教育標準時間認定

満３歳以上

教育標準時間認定

（規定以上就労）

満３歳以上

保育認定

（標準時間・短時間）

満３歳以上

保育認定

（標準時間・短時間）

満３歳未満

認定こども園、幼稚園 認定こども園、幼稚園 認定こども園、保育所 認定こども園、保育所

☆詳細は内閣府ホームページ『よくわかる「子ども・子育て支援新制度」』をご参照ください→



申込から入園までの流れ

〇令和4年4月から認定こども園、小規模保育事業などの利用を希
望される場合

・10月18日(月)から11月1日(月)まで（転入や出生で、要件に当てはまる場合には
12月初旬まで）の期間に、一次利用調整（選考）の申込みを受け付けています
詳細は令和3年10月1日（金）から配布開始予定の「令和4年4月保育施設利用のて
びき」をご確認ください

10月：区役所または、第1希望園に申し込み後、第1希望園で面接
2月：3歳以上児の制服注文・入園準備品注文・保護者説明会
3月：購入品が園に届き次第お渡しとなる予定です



定員・対象年齢

0歳児

3名

令和3年4月2日～生まれ
生後57日から

幼稚園児と保育園児は同じクラスになります。

1歳児

4名

令和2年4月2日～
令和3年4月1日生まれ

2歳児

5名

平成31年4月2日～
令和2年4月1日生まれ

3歳児

6名

平成30年4月2日～
平成31年4月1日生まれ

4歳児

6名

平成29年4月2日～
平成30年4月1日生まれ

5歳児

6名

平成28年4月2日～
平成29年4月1日生まれ

☆幼稚園枠と保育園枠を両方お考えの場合は、幼稚園枠でお申込いただき預かり

保育をご利用ください。または保育園結果後、幼稚園枠に空きがあればその

時点でのお申し込みが可能です。



休園日

○日曜日・祝祭日

○12月29～1月3日



教育・保育時間
保育標準時間 ：7:30~18:30 (最長11時間)

保育標準時間延長保育 ：18:30~19:30

保育短時間：8:30～16:30

保育短時間延長保育：７:30から8:30まで

16:30から18:30まで

※土曜日保育は7：30～14：00を予定しています

※０歳児の延長保育はありません

延長保育料金：月額3,000円(事前登録制)

※慣らし保育期間は時間短縮で親子登園

7:30

保育時間

18:30

18:30

延長保育

19:30

7:30

保育時間

18:30

18:30

延長保育

19:30



保育費・給食費

保育費

3歳未満児：さいたま市が決定

3歳以上児：無償

令和元年10月1日から無償化

※通園送迎費、食材料費、

行事費などは、これまで通り

保護者負担

給食費

月額 7,500円
※3号認定児(0,1,2歳児)は

保育料に含まれる

自園給食による完全給食

※預かり保育のおやつ代は、

延長保育料金に含まれる

アレルギー対応

あり

栄養士との面談を行い、アレ

ルギーの度合いや献立内容の

相談等が可能



諸経費

施設設備維持充実費

0~2歳児：年額 10,000円
3~5歳児：年額 30,000円

※入園時及び進級時に徴収

施設や施設内設備の維持及び

充実の為の費用

教育環境充実費

月額 2,600円

教育環境を充実する為の費用

最低基準以上の職員配置や外部講師指導・職員
研修・園外保育等の実施費用、幼稚園通園バス
利用者以外のバス利用費用等

+入園・進級時準備物 3,000円程度
クラス帽子・出席帳と出席シール・名札・

制作バインダー・園バッチ他



午睡とベッドについて

• ０,１,２歳児は午睡がありますが、３,４,５歳児は本人に

よる選択制の予定です。ただし、園で午睡の必要があると

判断した園児に対しては、体を休めるよう促していきます。

（ご家庭によってお昼寝に対して有無の要望がありますが、

園児の健康を第一に顧慮させていただきます）

• 午睡にはコットを使用し、ご家庭からはバスタオル又は同

様のものを２枚をご持参いただきます。

• 東日本大震災の経験から、洋服で午睡となります。



紙おむつ・着替えについて

紙おむつにご家庭で記名をしていただき、必要枚数

を園にご持参いただきます。また、使用済みの紙お

むつは、園で処分いたします。

全てに記名した着替えの服も複数枚ご用意ください。

なお、自分で着脱できる活動しやすい服でお願いい

たします。



駐車場

送迎の際に、駐車場のご利用が可能

※駐車台数が限られているため、徒歩や自転車での

送迎にご協力ください

※通園バスは幼稚園児のみのご利用となります



制服等について

☆希望購入となります

○制服 夏・冬

○園帽子

○通園鞄

○体操着 長袖・半袖上下

今までは入園式、観劇会、お遊戯会、
卒園式で主に着用されていました

登降園を含め、園生活のほとんどを
体操着で過ごしています



役員活動について

 保護者の方の大きな負担とならないように考えてい

ます

 保護者主催の行事はありませんが、卒園アルバムは

保護者会で制作いただく予定です

• 保護者の方にお手伝いいただきたい時は、園より

お声がけをさせていただきます



制服 (冬)

男の子 女の子



制服 (冬) 通園鞄



制服 (夏)

男の子 女の子



体操着

長袖 半袖



年間行事

4月：入園式・始業式
7月：七夕まつり・終業式・夏祭り・盆踊り
9月：始業式
10月：運動会
11月：七五三
12月：お遊戯会・お餅つき・終業式
1月：始業式・マラソン大会
2月：節分・作品展
3月：年長お別れ遠足・卒園式・修了式 各月お誕生会

※仏教行事やそのほかの行事で変更の可能性があります

赤字部：3歳未満児参加行事



正課活動

・スポーツ

・英語

・剣道

・ハッピータイム（プログラミング）

※現在外部講師の方との調整中の

ため、詳細が決定次第、園のホーム

ページにてお伝え致します

課外活動

・スポーツ

・英語

・造形

スポーツ教室と英語教室は、

正課活動の先生と同じ外部

講師で行う予定

各月額5,000円～6,000円で調整中



建物外観



大型遊具



1階 玄関



1階 玄関ホール



1階 0,1,2歳児保育室



1階 ロッカー



1階 沐浴室



1階 0,1,2歳児トイレ



1階 調理室



1階 未就園２歳児クラス・子育て支援ROOM



1階 未就園２歳児クラス 子育て支援ROOM トイレ



2階 3,4,5歳児保育室



2階 ロッカー



2階 3,4,5歳児トイレ


