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令和 3年度認定こども園みのり幼稚園

満３歳児（パンダ組・１号認定）入園募集要項

◎募集人員について

令和3度定員 15名

◎令和 2 年度満3歳児クラス（パンダ組）入園手続き期間

日時： 令和3 年2 月 1 日（月）～16 日（火）

上記期間以降は、定員超過しない範囲で随時受付します。

場所： 認定こども園みのり幼稚園 北館職員室

対象児童： 平成30 年４月２日～平成 31 年４月１日生まれのお子様

入園願書等配布時期：

令和3 年 1 月 28 日（木）以降、平日9：00～17：30

申し込み方法：

入園願書記入捺印し、お申し込み下さい。

選考方法：2月 1 日～16 日の間で申し込みが定員を上回った場合

下記の優先順で決定します。

1 在園児弟妹・卒園児弟妹、教職員の子

2 誕生日が早い順

3 1 歳在園児（認定変更の場合）

入園決定後手続き：3/1以降

重要事項説明書の同意書に必要事項をご記入の上、入園事務手数料と共に

ご提出いただきます。

入園事務手数料 : 5,000 円

（お納めいただいた入園事務手数料は、制度上いかなる理由

でも返金することができません。）

入園可能時期

（牧之原市在住の方）

・満 3 歳になった翌月の1 日から入園できます。但し、１日生まれ

のお子さまは当月１日より入園できます。

（吉田町在住の方）（その他市町の方）

・満３歳児の誕生日から入園できます。
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★プレパンダ（令和 3年度より新規実施）★

但し、9 月以降、パンダ組入園予定の方は、上記、入園可能時期まで

プレパンダをご利用できます。

プレパンダとは？

☆9 月以降、後日、パンダ組の入園が決まっているお子さまが、入園

可能時期まで、週 5 日9：00～14：00 参加できる・幼児教室です。

（在園児と同様に、平日毎日登園することができます。）

☆園での活動はパンダ組と同様です。

☆通園バスの利用、預かり保育の利用はできません。

☆月謝はパンダ組の特定保育料と同様の 10,000円/月で給食も

提供します。

☆プレパンダをご希望の場合は、入園決定後手続きの際に、お申し

込みをお願します（申込書は当日、お渡しします。）。

◎保育・教育目標

● 5 つの力を育てます。

考える力（疑問を持つことこそ考える力、保育者がきちんと応えます。）

創造する力（素直な心が感動を呼び、創造する力を養います。共に感動しよう！）

がんばる力（困難にも、励ましながら乗り越えられる頑張る力を育みます。）

成長する力（かけっこ、スポーツ大好き、健康と体作り）

生きる力（やさしい気持ち、思い思われる大切さを育みます）

認定こども園みのり幼稚園のキャッチコピー

どんなはなになろうかな？

に込められた思いの通りみのり幼稚園では子どもたちが主体的に動く力を育み

こども達が将来、どんなはなにもなれるよう、根っこの力（5 つの力）を

育てます。

・ おともだちとなかよく遊ぼう

・ いろいろな体験をしよう

先生やお友達と元気に遊び、いろいろな体験をすることで集団生活にもなれてい

きましょう。

教育・保育内容について

・個々に遊ぶ時間、みんなで遊ぶ時間、歌や絵本、紙芝居の時間などいろんな遊び

を体験すること、生活習慣の確立を活動の中心とします。

・季節の行事なども取り入れていきます。
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・大きな行事には無理なく参加できるものには、参加いたします。

（発表会や運動会は園全体のものには参加しない予定です。）

・英語教室では、英語に親しむ、外国人講師の先生と親しみます。

・体操教室（月１回）では専門の体育講師の指導の下、楽しくいろいろな動きをする

ことにより、体を動かす楽しさを知り、運動神経の発達を促します。

・認定こども園みのり幼稚園の２歳児「うさぎ組」、未就園児教室「みのりメイト」の

同学年のお友だち、又、３歳児「もも組」等、異年齢の園児とも交流し、連携しての

活動も行います。たくさんの子と触れ合うことにより、体験の幅を広げます。

入園手続きに関して

当園は、幼保連携認定こども園です。保護者の皆様はお住まいの市町村から支給

認定を受けることになります。【パンダ組・満３歳児の場合下記の１号認定】

＊１号認定を受けるにあたり、お住まいの地域、就労条件等制限はございません。

満３歳児になれば、認定を受けることができます。

認定区分 時間認定 対象年齢 利用期間（保育日）

１号認定 「教育標準時間」

（現状 5 時間程度）

一時預かり（預かり保

育）利用可能

満３歳

～５歳

原則・月曜日～金曜日。お盆休み（８月

１2 日～１５日）は原則、満 3 歳児の預

かり保育の設定がございません。祝祭

日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3

日）休園。

保育日及び保育時間について

【保育日について】

*1 号認定の保育日数―原則・月曜日～金曜日（祝日は省く）

1 学期（概ね4 月8日頃～7 月20 日頃）

2 学期（概ね9 月 1日頃～12 月 20日頃）

3 学期（概ね 1 月 7日頃～3 月 19 日頃）

＊春・夏・冬休み中も預かり保育を実施しています。

【平日の保育時間】

コアタイム

早朝

預かり保育

7：30～8：00

登園時間

8：00～

9：00

保育時間

9：00～

14：00

預かり保育

14：00～18：30

（ショートコース 16：00 迄）
←8：001 号認定 14：00→

＊早朝・保育時間後の預かり保育がご利用いただけます（有料）。
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【長期休み中の預かり保育】

預かり保育時間 7：30～18：30

早朝

預かり保育

7：30～8：00

← 1号認定8：00～18：30（ショートコース16：00迄） →

（おやつ代含む）（お昼をまたぐ場合はお弁当・又は給食【給食費が

かかります】が必要。

*期間を通じての給食提供をお申込みの場合のみ給食の提供をい

たします。1 日のみの利用の場合、給食対応できかねます。（食材

調達の関係上）

【預かり保育の利用料金について】

認定 預かり保育 利用料金（案）

1 号認定 早朝預かり（7：30～8：00） 100 円

預かり保育（保育終了後～16：00）ショートコース 200 円

預かり保育（保育終了後～18：30）ロングコース 450 円

（月決）早朝預かり 1,000円

【長期休み中】早朝預かり（7：30～8：00） 100 円

【長期休み中】預かり保育（8：00～16：00） 500 円

【長期休み中】預かり保育（8：00～18：30） 750 円

＊長期休み中の預かり保育（期間決）につきまして

はその都度設定させていただきます。

早朝の預かり保育を利用する場合には、事前にお申込みをお願い致します。

諸費用について

利用者負担額等、お納めいただく保育料などは新制度の下、園児一人一人異

なってまいります。

【保育料】

市町の定めた利用者負担額（無償化により０円です）＋

園の定める特定負担額（P8/食育教育費・教材費・施設設備費・講師配置充実費等）

＝毎月の保育料ご納付額となります。

他に、＊【実費請求分】としまして、預かり保育利用代、バス遠足代、行事参加

費、通園バス代、絵本代、用品代等をご請求する場合がございます。

服装

制服購入の必要はございません。トレーニングウェア又はオリジナル T シャツなど

とトレーニングズボンでの登園となります。
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【満３歳児（パンダ組）特定保育料について】

教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる経費です。

例えば、国の基準を超えた教員の配置や講師の配置、平均的な水準を超えた施設

整備、給食を通して食育を図る経費等です。

*特定保育料【1 号認定・満３歳児・（カッコ）内、月額換算額】

食育教育費（=給食費） 72,000 円/年（6,000 円/月）

教材費 14,400 円/年（1,200 円/月）

施設設備費 14,400 円/年（1,200 円/月）

講師配置充実費 19,200 円/年（1,600 円/月）

合計 120,000 円/年（100,00 円/月）

【諸経費一覧】

1 号認定(満３歳児の場合) 備考

入園事務手数料 5,000円 願書提出時に当園に納入・ 1

回のみ

保育料「利用者負

担額」（居住する市

町が定める金額）

０円

保育料（月額換算）

「特定負担額」

10,000円 （原則）毎月15日に指定口座

より、自動払込み

通園バス代

（月額換算）

（バス利用者のみ）

往復（2,800円）

片道（1,800 円）

弟妹半額減免有

年間でのコース設定になりま

す。年度途中入園であって

も、ご希望があれば、入園手

続き時にご相談ください。

保護者会費 1世帯・月額400円×12ヶ月 保育料と共に自動払込み

その後、園を通して保護者会に納

入

＊備考欄に自動払込みと記されているものは、ＪＡハイナンの指定のお取引口座より自動

払込みで毎月納入していただきます。入園までに、口座を開設していただき、諸手続きを

お願い致します。

＊月額表示の金額は、年額を12ヶ月に均等割りし、毎月納入していただく金額です。在籍

者には出席の有無にかかわらず納入していただきます。したがって、長期休みを含む月も

納入していただきます。

＊通園バス代をご利用の場合、同じコース、同じ停留所で兄弟が2 名以上、乗降する時の

み、弟妹はバス代の半額を減免致します。
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食事の提供について

【給食等の方針】

・本物の「味」と「食」を楽しむ環境を整えることによって、こどもの心

と体が健康に育つ基本である食を、給食を通して提供してます。

【献立】

・保護者の方へ、毎月献立表でお知らせします。

【アレルギー対応】

・食材の中でアレルギーがある場合等、不安がある場合にはご相談ください。

保護者・調理スタッフ、園スタッフにて面談を行い、除去食等、アレルギー対応を

して参ります。

・基本的に週5日の給食となりますが、園外保育等も含め、月1回以上のお弁当日

を設定します。

・自園調理室にて調理の給食を提供します。

・食の安全、安心の供給体制を整えて給食を提供します。

（産地表示・放射能測定 等々）

・園の給食では無添加・無化学の植物性の天然だしを使用していきます。

（だしは、「昆布」と「椎茸」から採ります。）

・給食で使用する野菜は、生野菜を使用していきます。四季や二十四節気を

通して子どもたちにわかりやすいように、その季節の旬の野菜を取り入れ

ていきます。

・食育に対しても、より積極的に取り組んでまいります。

（パンダ組では、ふりかけ作り 等も行います）

年間行事

（主な年間行事）歓迎会・バス遠足・イチゴ狩り・プール活動・夕涼み会・イブニング保育（年

長児）・運動会・田植え、稲刈り（年長児）・秋の味覚狩り（芋ほり等）・音楽発表会・クリスマス

会・お餅つき・雪見遠足（年長児）・豆まき・演劇観劇・曳き馬（乗馬体験）・卒園式 等々

●不明な点は、お手数ですが下記までお問合せ願います。

認定こども園みのり幼稚園 0548-22-0606

Ｅ-ｍａｉｌ info@minoriyouchien.ed.jp 担当 森川

mailto:info@minoriyouchien.ed.jp

