武庫からたち幼稚園

平成３０年度 園児募集要項

教育方針
幼児期はその人の生涯にわたる人格・性格の基礎を形成する為の、最も大切な時期
であります。 その大切な幼児期をお預かりするにあたり、子供たちが毎日の遊び
や生活体験を通した中で、①健康で丈夫な身体、②他人に対する思いやりの持てる
優しい心、③誰とでも仲良くなれるおおらかな心、そして④どんなことにも興味を
持てる輝く瞳、を育んでいけるよう教育環境の充実をはかって参ります。
保育方針
子供が幼稚園で生活する中で、
（1）あらゆるものに愛情を感じるように
（2）あらゆるものに夢が持てるように
（3）学ぶことに興味を持てるように
保育することを保育の方針とする
保育の目標
（１） 基本的生活習慣を身につける。
（２） 豊かな感性を育む。
（３） 色々な遊び・学習を体験する。
（４） 遊びを通じて、友達の輪をひろげていく。
（５） 個々人における個性の伸長をはかる。
入園できる幼児
１年保育 （５歳児） 平成２４年４月２日（２０１２年４月２日）より
平成２５年４月１日（２０１３年４月１日）の間に生まれた幼児
２年保育 （４歳児） 平成２５年４月２日（２０１３年４月２日）より
平成２６年４月１日（２０１４年４月１日）の間に生まれた幼児
３年保育 （３歳児） 平成２６年４月２日（２０１４年４月２日）より
平成２７年４月１日（２０１５年４月１日）の間に生まれた幼児
満３歳児保育
平成２７年４月２日（２０１５年４月２日）以降に誕生した幼児も、その子
の満３歳の誕生日を迎えた翌日から、入園することができます。
保育時間・保育内容等については基本的には３歳児保育児と同一に
なりますが、面接時にお話しさせていただきます。
★結核など、伝染病にかかっている幼児は全治するまで入園できません。
募集する人員について
１年保育児 （５歳児）
若干名
２年保育児 （４歳児）
３８名
３年保育児 （３歳児）
９６名 <満３歳児も含む>
※上記人数になり次第締め切らせていただきます。
※３歳児は、ご希望が多いですのでお早めにお申し込み下さい。

ご見学
からたち幼稚園の日常における保育内容や、園児の園生活の様子をご覧頂けます。
９月１日（金）１０時より随時可能です。
（必ず、事前にお電話にてご予約下さい）
園までお越しになりましたら、インターホンを押して下さい。
入園手続き
〇入園願書の交付は、９月１日（金）より行います。
〇入園願書の受付（入園手続き）は、１０月２日（月）より行います。
当日は９時より１２時の間にご来園下さい。
（当日ご都合の悪い方は園までご連絡下さい）
〇入園願書に、入園金・入園手数料を添えてお納め下さい。この時に「番号札」を
お渡し致しますので、別紙にあります面接時刻表で面接日時をお確かめ下さい。
親子面接
入園手続き時にお渡し致します番号札の番号に従って、５分程度の親子面接をさせていた
だきます。お子様ご同伴でいらして下さい。
★１番～４０番の方
１０月 ４日（水）
★４１番～８０番の方 １０月 ５日（木）
★８１番以降の方
１０月 ６日（金）
※いずれも 15 時から 17 時まで。詳しい時間指定は面接時刻表でお確かめ下さい。
入園金等について
〇入園手数料
〇入園金
１年保育（５歳児）
２年保育（４歳児）
３年保育（３歳児）

２,０００円
６０,０００円
７０,０００円
７０,０００円

※満３歳児の入園にあたっての手続きは３年保育に準じます。
※一旦納入された入園金は一切返還できませんのでご了承下さい。
ただし、転勤による当幼稚園への通園が不可能な地域へ転宅される場合に限り、入園不可能
と認め、入園金を返還致します。その際は返還申請書に理由を明記し、必要書類を添えて
お申し出下さい。
<平成３０年３月３１日までにお申し出の方に限ります>
※今後ご入園のために必要なものは、個人の用品代・制服代です。
※遠足や集合写真代・ぎょう虫検査費など細々した物の代金お支払を簡略化するのに、各人共
年度当初に『諸費=５,000 円』(年長は７,000 円)をお預かりさせて頂きます。これは年度末
に精算致します。

【２】

入園手続き後の予定
〇新学期の制服の採寸・保育用品のご購入について
制服と保育用品は一部の製品（ワッペン・水泳キャップ・画用紙・食器）を除き、販売会社からの
ご購入となります。制服と保育用品はひかりのくに（株）、鍵盤ハーモニカ（ピアニカ・メロディ
オン）は（有）タクマ楽器から直接ご購入いただきます。書類の取り纏めや販売日のご案内は幼稚
園よりいたします。追加注文が年に数次ありますが、手続きについては都度ご案内申し上げます。
※新入園児の制服の採寸・保育用品のご注文日は、下記日程で行います。当日はご注文のみで、お
代金の用意の必要はありません。お子様ご同伴でご来園下さい。
平成２９年１０月１３日（金） 混雑を防ぐ為、願書受付番号によって、ご注文受付時間が異なっております。
★１番～３０番の方 １４時半～１５時
★３１番～６０番の方
１５時～１５時半
★６１番～９０番の方 １５時半～１６時
★９１番～１２０番の方 １６時～１６時半
〇新学期の制服・用品のお渡しについて
平成２９年１１月１７日（金）
※お代金をご用意下さい。
★１番～４０番の方 １５時～１５時半
★４１番～８０番の方 １５時半～１６時
★８１番～１２０番の方 １６時～１６時半
○一日体験入園について
平成３０年１月１３日（土）９時半より約 1 時間
新入園のお子様方に、幼稚園生活の一端にふれていただきます。
※お子様とご一緒にご来園下さい。スリッパなど履物をご用意下さい。
〇入園説明会（入園準備等についてのプリントをお渡しし、ご説明します）
平成３０年３月２７日（火）９時半より約１時間
※お子様とご一緒にご来園下さい。スリッパなど履物をご用意下さい。
保育料等園児納付金について
〇保育料
月額
１年保育（５歳児）
２４,７００円
２年保育（４歳児）
２４,７００円
３年保育（３歳児・満 3 歳児） ２５,７００円
※上記の保育料の中には、絵本代・教材費・園外保育費・冷暖房費・屋内プール使用料・警備員
配置費用及び維持費などが含まれております。
※消費税が８％から 10％に引き上げられましたら、各学年保育料を５００円値上げいたしますこと
を予めご了承願います。
〇給食費
月額
４,０００円（４月は２,５００円）
〇通園バス
月額
３,０００円（利用者のみ徴収・バスナビ(ＧＰＳシステム)料含む）
新学期の制服・用品の価格
〇おおよその価格は次の通りです。
冬制服
通園かばん・上靴入れなど
個人使用の用品
夏制服（＝体操服）
夏服（購入自由）
鍵盤ハーモニカ
卒園アルバム代（年長児）

約１９,０００円
約 ３,５００円
約１０,０００円
約 ６,０００円
約 ７,０００円
約 ５,７００円
約１０,８００円

※消費税が８％から１０％に引き上げられましたら、上記制服用品代の値上げがありますことを予めご了承下さい。

【３】

通園バスについて
〇１０月１３日（金）、制服・用品のご注文を取らせていただく際に、通園バス利用の方の
バス停留所についての調査をさせていただきます。それに基づいて新年度のバスコースを
作成していきます。
ファミリー教室（預かり保育）について
〇ご両親が共働き、ご家庭の急用などの理由で、時間外の保育をご希望される方のために、保育
終了後も引続き 18 時までお子様をお預かり致します。（月曜日～金曜日）
◆ファミリー教室のバスは、通園バスとは別のコースを設けてあります。
◆ファミリー教室開設時間
通常は１４時～１８時・春夏冬休み期間は８時半～１８時
早朝預かり保育は７時半〜８時半、もしくは８時〜８時半
延長預かり保育は１８時〜１８時半（バスはご利用になれません）
◆ファミリー教室利用料
○ 1 日（14 時～18 時）700 円 [含おやつ代]
○ 早朝預かり保育（早朝 7 時半から８時半迄）
上記料金に加え、早朝 7 時半～8 時半…400 円、8 時～8 時半…200 円が必要です。
○ 延長預かり保育
上記料金に加え、200 円が必要です。
○ バス利用料 １回 120 円
○春夏冬休み 1 日 1,000 円[含おやつ代]
○ 土曜ファミリー教室（※お仕事をされている方に限ります）
８時半～１３時…1,600 円
１３時以降１８時まで…１時間につき 400 円
・土曜日のバスの送迎はありません。お弁当をご持参頂きます。
・早朝預かり保育及び延長預かり保育をご利用の際は、平日と同額の追加料金が必要となります。
※平成３２年度の年長児より、卒園式後のファミリーのご利用は土曜ファミリー教室料金となります。
複数で当園に在園される方の入園金の減免について
ご兄弟・ご姉妹など複数でからたち幼稚園に在園される方への優遇特典制度を設けてあります。
① 現在、満３歳児・3 歳児・4 歳児で在園されている方の弟・妹が次年度入園の場合は入園金
の半額を減免いたします。
② 二人目の子が、新年度同時に入園の場合は、小さい方のお子様の入園金の半額を減免致します。
③ からたち幼稚園・武庫からたち幼稚園・武庫東からたち幼稚園を卒園した方の、子・孫が入園
する場合、卒園生の弟・妹が入園される場合、更に現旧職員の子・孫が入園する場合について
は、入園料より 1 万円を減免致します。
[平成 7 年 10 月より実施 平成 1２年 10 月補足]
その他
〇 保育時間について
原則として 9 時から 13 時 20 分となっております。
季節や通園方法等により、若干変更することがあります。
〇 各市より「就園奨励補助金」が支給される制度があります。
〇 園には駐車場がありません。自家用車での来園はできませんのでご了承下さい。
徒歩通園のお子様の送迎は徒歩または自転車でお願いします。
学校法人からたち幼稚園

武庫からたち幼稚園

〒661-0035 尼崎市武庫之荘 5 丁目 35-2
TEL 06(6431)0202 FAX 06(6437)4311

http://www.marmalade21.ed.jp/

