
認定こども園みだい幼稚園

入園説明会資料

認定こども園とは・・・

就学前の教育・保育ニーズに対応する新しい選択肢です

①
保護者の就労に係らず子どもを受け入れて、教育・保育を一体的に行う機能

② 地域における子育て支援の施設

認定こども園のいいところ

①

②

③ 地域の子育て家庭を支援します

令和4年度

小学校就学前の子どもに幼児教育・保育を提供(園の方針に基づく)

すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や親子の集い
の場の提供などを行う機能

保護者の就労の有無にかかわらず、全ての子どもが幼児教育・保育を受けられ
ます

0～5歳まで施設を変えることなく一貫した教育・保育を受けられます

本園は、学校教育法・学校保健法に基づく施設です。何かとご不便をおかけする場
合もありますが、認定の区分に関わらずご協力をお願いいたします。



みだい幼稚園の教育理念・教育目標

「教育理念」

「教育目標」

健康で、心豊な、がんばる子

健康な身体を育てます

豊な心、感性や表現力、創造性を育てます

大切にしていること

幼児教育は子どもたちの未来を左右するような、とても重要な役割を担っています。子ども
たちの人生がより良く、より楽しく、より豊かになるような手助けをし、子どもたちの可能性を
広げていくことが我々の務めと考えています。

身体と心がバランスよく発達することは人間にとって基本であり非常に大切なことです。子ど
もが元気に遊んでいるときは「元気だよ！｣といっているようなもので、遊びながら、学びなが
ら知らないうちにどんどんたくましくなっていきます。

幼児期は色んな体験を身体で覚えて成長します。自由にともだちと遊ぶことは勿論、スイ
ミングや体育教室を通じて、病気や怪我に負けない体力をつけるとともに、集中力も養い
ます。

ドキドキしたこと、うれしかったこと、感動したこと。心を育てるのは様々な心を動かす喜びの
経験です。こんな喜びのファイルが沢山あるほど心は豊に育っていきます。私たちはその時、
その場にいていっしょに喜べるよう見守りながら園生活を送ります。

さまざまな活動を通して、その子の発想や表現力を尊重し認め合いながら豊な想像力を
引き出します。

折れない心(がんばる子)を育てます

｢やってみよう！｣というチャレンジ精神や勇気、積極性や立ち直りの早さなど精神面のたく
ましさも育てていきたい部分です。
一生懸命子どもを励まして明るく、温かく時には厳しく、そして楽しく様々な経験をいくつも
乗り越えていくことで自信を持たせていきます。その積み重ねを通して心身ともにたくましく育
っていくと考えます。



ねばり強さ、けじめを学びます

あいさつをしっかりする

誰にでも子どもらしく、元気にあいさつが出来るよう心がけています。

体力づくりに力を入れています

視野を広げるための英会話教室

行事教育を大切にします

日常生活や行事活動、マーチングを通して、人の意見を聞き、自分の意見を伝える。自
分で考えて行動する。社会のマナーを守る。これらの生活習慣は子どもの頃にしか身につ
けられません。何のわだかまりもなく覚えられるこの時期だから、しっかり取り組みたいと考え
ています。

5つの感覚機能に訴える体験学習

保育は常に幼児の五感に訴え創造性や表現力、意欲を育て
ていきます。経験を伴わず知識ばかりが先行してしまうことのない
よう、園児の立場になって、教師が一緒に考え、驚き、気づくこと
を心がけています。

体力がないと集中力が続きません。食欲も出ません。「まずは体力」が生活の基本です。
年間を通してのスイミング、体育の専門講師の指導のもとで運動の基礎を身につけます。

英語を話すためだけではなく、コミュニケーションを通して、視野を
広げることが目的です。英語教育の入り口ですから、楽しみなが
ら自然に受け入れられるようにしています。

保育の節目の行事によって、親子一緒に参加できる機会を作っています。子どもたちの成
長を目の前で確認できれば、子育ての充実感にもつながります。



8:30

おはよう

10:00

あそぼう おともだちが全員揃って外遊びを開始します。

10:30

12:00

いただきます

1:00 クラス毎に自由保育をおこないます。
みんなそって

2:30

帰りの仕度

3:00

またあした

預かり保育

各学年の保育目標

年少児の保育

年中児の保育

年長児の保育

ようちえんの1日

登園してきた子ども達は、体育着に着替えて朝の
遊びを始めます。
先生は一緒に遊びながら、危険がないか注意して
います。

１日の始まりは、気持ちを落ち着かせるために瞑
想を始めます。

思い思いに遊んだあとは、おかたずけをして体操を
はじめます。

クラスの　　み
んなと

体操がすんだあとは、各教室に戻りクラス活動を
始めます。

手を洗ってみんなで「いただきます」をしたら楽しい
お昼の時間です。
食べ終わった後は、静かな遊びをして待ちます。み
んなで「ごちそうさま」をした後に歯を磨きます。

帰る仕度をして、みんなで教室の掃除をしたら帰
る時間です。

明日も元気に遊ぼうね！そんな思いを込めてこど
もたちをおくりだします。

2号認定のお友達は・・・

～6：00 ～4:30

預り保育があるこどもたちは、おとうさん、おかあさん
がお迎えにくる時間まで自由に遊びます。もちん先
生も一緒に遊び怪我のないように注意します。

預かり保育のお友だちと一緒にお家の
人がお迎えに来るまで楽しく遊びます
。
4:30～6:30

延長保育(有料)

家族とはなれても安定していられること、園に慣れること、楽しく遊べることを第一に考え、ゆっ
くりと園生活のルールや友だち関係を学んでいきます。

早くクラスの環境に慣れるよう導き、自分の力を発揮できるように援助をし、より活発に活動
が出来るよう導きます。

年少、年中から続けてきた事の集大成です。より高い目標に向かって色々なことにチャレンジ
をしていきます。

ナーサリーの1日



7:30 早朝保育
8:30

お家の人といっしょに登園します
おはよう
9:00

おともだちといっしょに自由遊び
あそぼう
10:00
いただきます

みんなそろって
クラス毎に自由保育をおこないます。
お散歩にでかけます。

12:00

いただきます

1:00
つかれた体を休めます。

おひるね
3:00
おはよう

またあした

延長保育

保育目標

こどもが安心して集団生活を送れるよう、心のつながりを大切にします。
発達に沿った遊びや環境を提供し成長を促します。

自我の芽生えや意欲を尊重し、個々に応じた援助をします。
身の回りのことを自分でできるよう援助します。
言葉の獲得を促し、自分の思いを言葉で伝えるよう援助します。

思い思いに遊んだあとは、おかたずけをしておやつ
を食べます。

手を洗ってみんなで「いただきます」をしたら楽しい
お昼の時間です。

食べ終わった後は、静かな遊びをして待ちます。み
んなで「ごちそうさま」をした後に歯を磨きます。

おひるねから目覚めたら「3時」のおやつです。

4:00～4:30 明日も元気に遊ぼうね！そんな思いを込めてこど
もたちをおくりだします。

4:30～6:30
預り保育があるこどもたちは、おとうさん、おかあさん
がお迎えにくる時間まで自由に遊びます。もちん先
生も一緒に遊び怪我のないように注意します。

6:30～7:00

0・1歳児

2歳児

※　乳幼児期はとくに親とのかかわりが大変重要な時期です。お仕事などお忙しいこととは存じますが、できる
限りお子さまと係わる時間を設けていください。



みだい幼稚園ではこんな行事活動をしています

新入園児体験入園
入園式

親子遠足

父の日参観

七夕祭り
納涼会
お泊り保育

夏期保育
二学期始業式

うんどうかい

秋の遠足
おいもほり・やきいも会

マーチングフェスティバル
七五三

もちつき会
クリスマスお遊戯会

三学期始業式

まめまき
音楽会

マラソン大会
おわかれ会
おわかれ遠足
卒園式

4がつ

5がつ

スイミング開始(年長、年中)
6がつ

7がつ

8がつ

9がつ

スイミング開始(年少)
10がつ

11がつ

12がつ

1がつ

2がつ

3がつ

この他に、お誕生会(毎月1回)、保育参観などがあります

今日から
ようちえん!!

いってきま～す

年長の
お泊り保育
は1泊2日
めいっぱい

幼稚園も卒園!!
ちょっとさびしいで

す



主幹教諭
預かり保育
バス運転手
バス添乗員

保育認定とは保護者の就労状況により異なります。おおまかに説明すると・・・

月曜日～金曜日

月曜日～金曜日

月曜日～金曜日

但し「土曜保育を必要とする証明」の提出が必要です。
給食を必要とする方はその週の水曜日までにお知らせ下さい。

《みだい幼稚園Q&A》
≪その1・システム編≫

　Q1. クラスの数と先生の人数を教えて下さい。
令和4年度は次のような編成を予定しています
(園児数により職員の配置が異なる場合があります)

0歳児クラス 担任1名
補助4名1歳児クラス 担任2名

2歳児クラス 担任2名
未満児クラス　 担任担任1名  (満3歳児が対象となります)
年少2クラス　　担任担任2名 補助2名
年中2クラス    担任担任2名
年長2クラス    担任担任2名

2名
1名
2名
1名

園長、副園長各1名
体育講師、英会話教師、リトミック、音楽講師各1名

　Q2.　○号認定とはなんですか

1号認定とは3歳以上児であれば特別入園についての条件はありません。
新2号認定とは基本的に1号認定ですが、申請をすれば預かり保育代が一部補助される制度です。
(但し、申請するには2号認定相当の就労と各市への届出が必要となります)
2号認定とは3歳以上児で両親が共に就労し、長時間の保育を必要とする。
3号認定とは2号認定と条件は変わらないが、0～2歳であることが条件となります。

　Q3.　保育時間は何時～何時までですか
1号認定(新2号認定)

登園時間は8時30分～9時30分　 　
降園時間は15時です

2号認定・3号認定(標準時間認定) 11時間

登園時間は7時30分～9時30分　 　
降園時間は18時30分まで

2号認定・3号認定(短時間認定) 8時間

登園時間は8時30分～9時30分　 　
降園時間は16時30分です

土曜日(保育認定)
開所時間は8時～18時30分

※　3歳以上児の共通の保育時間は、認定の号に関わらず、8時30分～15時までとなります。
　　 また、15時以降については各々の保育必要時間内で合同保育となります。
※　0歳児～2歳児については各々の保育認定時間が保育時間となります。

　Q4.　延長保育(預かり保育)はありますか
1号認定

8時00分～8時30分、保育終了時～18時まで。「早朝保育に限り利用申請書」が必要になりま
す。



急な場合でも対応できますので、降園時間までにお電話ください。
夏期、冬季の長期休暇中も実施しております。

延長保育申込書が提出されていない場合は、緊急事態を除き延長保育はお受けできません。

※未満児のご利用は安全面を考慮し利用が出来ません

個々の子どもの様子については連絡帳や電話連絡などによりお伝えします。

費用は1時間100円です。誰でも利用できますが、おやつを各自用意していただきます。

新2号認定
条件は1号認定と同じです。預かり保育代が日額450円まで/月額最大11,300円まで補助されます。

2号認定・3号認定
　　7時30分～8時30分、保育終了時～19時まで。費用は1時間/100円

19時以降の延長保育については15分/100円となります。
延長保育を必要とする場合には予め「延長保育申込書」を園に提出していただきます。

　Q5.　通園バスの運行範囲は?
南アルプス市内、韮崎市(旭、龍岡、大草、本町)、甲斐市(旧双葉方面)となっておりますが、それ以
外の地域については園にお尋ね下さい。

　Q6.　お弁当ですか、給食ですか
週5日の完全給食となります。

　Q7.　アレルギー対策はどうしていますか?
入園までにアレルギーについての調査を行い、アレルギー対応が必要な場合には個別に除去メニューが
提供されます。

　Q8.　防犯対策はどうしてますか
園児を引き渡す際に必要な保護者用のI.Dカードを使い身元確認を行っております。また、お父さん、
お母さん以外のお迎えは電話などで連絡をしていただいた上で必ずどなたが来られるのかを確認してい
ます。その他に防犯カメラで常時確認をしています。

≪その2・保育内容編≫

　Q9.　文字や数はどのように指導とていますか
文字や数に限ったことではありませんが、園児が取り組む活動は、楽しく自主的に出来るように配慮す
るとともに、遊びや生活の中からも興味関心が高まるように心がけております。

　Q10.  園との連絡やこまかいことは誰に聞けばいいでか?
お子さんのクラスでの活動は、各クラス担任が書く「クラス便り」でお伝えします。また、園全体の連絡は「
園だより」があり、これらの印刷物でその都度お知らせいたします。

　Q11. 園で具合が悪くなった時の対応は?
熱が出てしまったとき(37.5℃以上)や、具合が悪いときはお迎えに来ていただけるかお電話で伺います
ので、お迎えに来られるまでは保護しながら待っています。また、怪我をした場合は程度によりますがお
迎え、もしくはそのまま病院へ直行します。いずれの場合も速やかにお家への連絡を行います。

　Q12. 課外授業にはどのようなものがありますか?
体育教室、英会話教室などがあります。英会話教室と体育教室は幼稚園の正課で指導している講
師が行っています。(対象は3歳児以上)

≪その3・制服、もちもの編≫

　Q13. 制服はありますか?
みだい幼稚園では制服を採用しています。子どもが家庭から幼稚園という初めての社会へ出かける第
一歩の制服は気持ちを切り替える上でも、同じ幼稚園に通う仲間意識を形成する上でも大切なアイ
テムと考えています。おしゃれに、かわいく着こなして下さい。



冬服は・・・

夏服は・・・

下着や靴下は自由ですが、行事などの場合は色を統一させていただくことがあります。

未満児は・・・
クラス帽子など一部園指定の物を用意していただきますが、服装は自由です。

≪保護者のみなさまへのお願い≫

ブレザー 6,500 半袖体育着 1,650 個人持ち教材
半ズボン 3,100 ショートパンツ 1,400 
スカート 3,850 遊び着 1,740 
ブラウス 2,650 ☆ オリジナルトレーナー 2,800 
ネクタイ・リボン 820 通園カバン 3,000 
セーラー帽子 3,000 防災頭巾 3,000 
上履き 1,900 ☆ カバー 1,200 

通園カバン 上履き入れ 給食セット入れ コップ入れ お手拭きタオル

プレザー、シャツ、ブラウス、半ズボン(男児)、スカート(女児)、園帽です。

セーラー、夏服用半ズボン(男児)、夏服用スカート(女児)、夏用帽子です。

登園後は一年を通して半袖体操着、半ズボンが基本となります。出来るだけ薄着の習慣をつけていた
だきたいと思います。寒い日や、風邪をひいたりして調子が悪いときなどは長ズボンや園のトレーナー等を
きています。

※　お様の状態(落ち着きがない・目が合わない・言葉が出ない等)によって、専門機関での相談・リハ
ビリをお勧めする場合があります。早期のリハビリは確実に効果があるといわれています。「様子を見る」と
いって時機を逸することの無いよう積極的に専門機関や園にご相談ください。

※　法定伝染病(インフルエンザ等)が流行した場合の措置として、学校保健法に基づき学校医と相
談の上、状況に応じて学級閉鎖措置を取る場合があります。学級閉鎖になった場合には認定の号に
関わらず、対象になった場合にはお休みをしていただきます。

●　入園時に揃える制服＆個人持ち教材の価格(R3年度現在)

☆は希望者(色が選べます)

のり、はさみ、粘土な
ど個人で使う道具で
す

年少児約9,645円

入園前に幼稚園で使用するものをそれぞれ準備していただくようお願いをしています。手作り､市販品ど
ちらでもかまいません。サイズもだいたいそろっていれば結構です。入園が決まってから詳しくお知らせいた
します。なお、未満児さん(3号認定)については下記以外にもお昼寝用ベットパットなどを用意していた
だく事になります。



諸費用について

保育料等
項　　目

利用者負担額 無料

特定負担額

施設整備費 ¥1,000

教員研修充実費 ¥1,000

職員配置充実費 ¥1,500

¥500

冷暖房費 ¥300

項　　目

保育料 利用者負担額 居住する市町村の定める額

項　　目

利用者負担額 誕生日以降の月から無料

特定負担額

施設整備費 ¥1,000
教員研修充実費 ¥1,000
職員配置充実費 ¥1,500
教育充実費 ¥500
冷暖房費 ¥300

実費徴収等
¥3,000

¥6,000

¥3,000

¥1,000

費用はかかりません

¥390

¥1,000

その他 行事参加費・保健衛生費

副食費補助について
※

※

R3年度の実績のため変更があることもあると思いますのでご了承ください。

1号認定

2号認定

保育料  
(以上児)

(月額)

(月額)

(月額)

教育充実費(教材費) (月額)

(月額)

3号認定

1号認定
(ひよこ組) 誕生日が来るまでは20,000円

保育料  
(満3歳児)

(月額)
(月額)
(月額)
(月額)
(月額)

通園バス利用料(利用者) (月額)

PTA会費(以上児) (年額)

PTA会費(未満児) (年額)

給食費(1号認定) \280×保育日数 (月額)

給食費(2号認定) \280×保育日数 (月額)

おやつ代(2号認定) (月額)

給食費(3号認定)

月刊誌(以上児) \430～\450 (月額)

月刊誌(1、2歳児) (月額)

アルバム積立(年長) (月額)

スイミング代(3歳以上児) \530×回数 (月額)

国の補助として年収360万円未満相当の世帯については副食費が最大4,500円(225
円×給食実施日数分)が免除となります。
その他居住する市独自の副食費補助があります。(対象者のみ)



★　入園までに個々に準備していたただくもの

○

○上履きいれ

○ なわとびいれ

○コップ入れ

○ お手拭タオル

入園前に幼稚園で使うものをそれぞれ準備していただくようお願いをしています。手作り､市
販品どちらでもかまいません。サイズもだいたいそろっていれば結構です。入園が決まってから
詳しくお知らせいたします。なお、未満児さん(3号認定およびひよこ組)については下記以外
にもお昼寝用布団などを用意していただく事になります。

通園カバン(てさげ袋）



認定こども園みだい幼稚園

募集人数
3 名
9 名
2 名

若干名
名
名

6 名
22 名
若干名

名

申し込み手続きについて

○入園資格
・みだい幼稚園の教育方針に賛同し、園と協力してお子さんを育てていこうと考えておられる方。

　市役所の規定に準ずるもの。

○
・

・取りに来ることが困難な場合は連絡をして下さい。郵送にてお送りします。

○
・

※認定区分に係らず受付は幼稚園にて行います。

※保育認定希望者については南アルプス市の規定に則り入園の算定がなされます。
※各年齢ともに定員になり次第終了となります。

令和4年度募集要項

0歳児 (生後5～6ヶ月を過ぎ入園が適正であると判断されたもの)

3号認定 1歳児 (令和2年4月2日～令和3年4月1日生)
2歳児 (令和元年4月2日～令和2年4月1日生)

3歳児 (平成30年4月2日～令和元年4月1日生)
2号認定 4歳児 (平成29年4月2日～平成30年4月1日生)

5歳児 (平成28年4月2日～平成29年4月1日生)

満3歳児 (令和元年4月2日～令和2年4月1日生)
1号認定 3歳児 (平成30年4月2日～令和元年4月1日生)

4歳児 (平成29年4月2日～平成30年4月1日生)
5歳児 (平成28年4月2日～平成29年4月1日生)

1号認定 　入園年に満2歳児以上の年齢で、集団生活に適応できる幼児。
満3歳児 　3歳になった時点で支給認定申請書を提出していただきます。

2号認定
3号認定

願書配布日/令和3年10月1日(金)～
入園を希望される方は入園願書および居住する市の支給認定申請書を取りに来て下さい。(南アル
プス市以外の場合は居住する市にて支給認定申請書を受け取って下さい)

受付/令和 3年11月1日(月)～
入園申込書(願書)、市役所への届出書、その他指定された書類(2・3号認定)

※3歳児の入園については本園在園児および卒園児弟妹を最優先します。
※3歳児の2号認定での入園は厳しいことが予想されます。


