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募 集 要 項 
 

１．本園の教育方針 

子どもたちは、集団生活の中で、楽しく自発的に遊ぶ活動を通して、一人ひとりの発達に応じた豊かな経験を積

み重ねます。その結果、無理なく基本的生活習慣を身につけ、社会性を養い、かつ、自主・自律の精神の芽生えを

育みます。又、体力作りや徳育（人柄をよくし、魅力ある人となること）を重視しています。 

要は、一人ひとりを大切に、その幼児期が心から楽しく、幸せで生き生きとした日々を過ごし、『生きる喜びの実

感』が体得でき、将来『人間性豊かで幸せな人』に育ち行くことを願い、日々の保育をいたします。 

60数年前の法人創立以来、ずっと「子どものせかいを、子ども本位で」を守り続けています。 

「子ども本位」とは、子ども本来の姿を最優先し、その子一人ひとりの感性や成長の仕方を大事にするという事

です。早期教育を重んじる方もいらっしゃるかも知れません。しかし、3歳には3 歳の、4歳には4歳の、それ

ぞれの感性と育ちがあります。 先走ることなく、その時でしか感じられないもの、その時でしか吸収できないもの

を大切にしています。 

 「子どものせかい」とは、遊びの内容や友だちとの関わり方、物事の見方や捉え方など、子どもは大人には理解、

納得できないことが多く、大人のものさしでは量れません。神秘さや不思議さに目を見張る感性を持っています。

美しいもの、不思議なもの、神秘的なものを見つけ、喜んだり、驚いたりする「感じるこころ」（センス・オブ・ワ

ンダー）を大切にしています。そして、どの子どもも必ず育つと信じ、見守り、心の寄り添った保育をいたします。 

 

 

２．園と保護者の関 係 

子どもにとって初めての学校（集団生活）、そして人格形成の基礎である大切な３年間を三田あさひ幼稚園で過ご

していただくうえで、最も大切にしていることは、保護者が本園の教育方針にご理解ご賛同してくださるお気持ち

を、強くお持ちである事です。そして、園とご家庭が協力し合うことです。三田あさひ幼稚園はすべての在園児と

そのご家庭のために心を尽くします。 

以下を入園条件といたします。 

Ⅰ 本園の教育方針、また園が定める諸規定や募集要項及び園だより等を通じてのお願い、さまざまな約束事にご 

賛同いただける方を、入園の基準としております。 

Ⅱ 入園後であっても園と保護者の方の考えが異なる場合は、お子様に対して責任を負いかねます。園に対して過 

剰な異議を唱える・ルールを守らない等の行為が見られた際には、退園して頂く場合がございます。 

Ⅲ 入園決定者には入園許可書をお渡しいたします。ご提出いただいた入園同意書は卒園まで園で保管することで、 

入園の合意とさせていただきます。 

 

 

３．募 集 人 数 （１号認定児・２号認定児・新２号認定児合計） 

１年保育（新年長）若干名  （平成２７年４月２日～平成２８年４月１日生） 

２年保育（新年中）若干名  （平成２８年４月２日～平成２９年４月１日生） 

３年保育（新年少）４５名  （平成２９年４月２日～平成３０年４月１日生） ※２号・新２号認定を含む 

   

 

４．新制度の認定児について 

１号認定児、２号認定児、新２号認定児という区分は「子ども・子育て支援新制度」において、保護者の労働ま

たは疾病など、その他の要件により長時間の保育を必要とするか否かです。 

・１号とは２号・新２号以外の、保護者が就労していない、長時間保育を必要としない３歳以上児 

・２号とは保護者の労働または疾病など、その他の要件により長時間保育を必要とする３歳以上児 

・新２号とは１号の子どものうち、園の２号定員枠の関係などで、２号に認定されない３歳以上児 

http://www.fujitagakuen.ed.jp/idea/
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※２号・新２号ともに三田市に申請する上で就労・就学や疾病等の要件があります 

※あさひでは２号・新２号は園全体で３８名程度の定員枠としています。（職員配置、保育室の面積等によって利用 

定員が決まります） 

※２号枠は７名程度になります。 

 

 

５．教育日と保育日 

 教育日   １学期 ４月８日前後 ～  ７月２０日前後（～夏休み） 

   ２学期 ９月１日前後 ～ １２月２０日前後（～冬休み） 

   ３学期 １月８日前後 ～  ３月１８日前後（～春休み） 

   月曜～金曜日（土・日・祝日は休園）年間約１８５日 

 保育日  年間を通して日・祝日、年末年始及び園の指定する日を除く毎日 年間約２３５日 

 

 

６．教育時間と保育時間 （別冊参照） 

教育時間  ９：００ ～ １４：００（月～金曜日） 

 保育時間  ７：００ ～  ９：００（月～金曜日） 

      １４：００ ～ １９：００（月～金曜日） 

       ７：００ ～ １９：００（土曜日・振替休園日・長期休暇中） 

       ※但し、土曜日は原則１７：００までです 

 

 

７．クラス数と園児数（令和２年９月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．ホームクラス （別冊参照） 

 ホームクラス（以下HC）は両親の就労またはご家庭の事情等により、必要に応じて有料でご利用いただける子

育て支援の制度です。開園時間から登園時間と教育時間（及び保育時間）を除いた預かり保育のことで、名称は子

どもたちにも共通して「ホームクラス」と呼びます。 

 HCでは9：00から14：00までのクラスとは違った友だちとのかかわりを楽しみ、異年齢での活動を経験し

ます。１号、２号、新２号の保育認定や学期中、長期休暇等により時間と料金体系が変わります。新２号は預かり



保育料の一部が無償になります。（上限あり） 

 

 

９．課 外 活 動  

年長児・年中児を対象に以下のクラブ活動をしています。（詳細は１１月の保護者会にてご案内します。） 

英語クラブ（ワイズキッズ） 各クラス15名程度 

   毎週火曜日  年中 １４：１０ ～ １４：５５  

          年長 １５：００ ～ １５：４５  

体操クラブ（ひのきスポーツクラブ） 各クラス24名程度 

   毎週木曜日  年中 １４：２０ ～ １５：１０  

          年長 １５：２０ ～ １６：１０  

 

 

１０．費 用 

 幼稚園にお納めいただく費用は３つの種類があります。 

①１度のみのもの（入園時納付金） 

②毎月のもの（特定負担金） 

③その時々のもの（実費徴収） 

 →②の特定負担金の中には２つの特性があります。 

➊１回ごとに費用発生するもの（給食費） 

❷園に在籍することにより年間予算から均等割りして月々に費用発生するもの（盛り上げ隊費） 

 

徴収額（令和２年度実績額） 

 入園時納付金  

               年長       年中       年少   

 入園受入準備金    １０，０００円  １０，０００円  １０，０００円 （選考結果掲示発表時） 

 施設協力金      ２０，０００円  ３０，０００円  ４０，０００円 （11月の保護者会時） 

  ※特別な事情を除き返金いたしません 

 

 特定負担金（毎月分） 

                年長児・年中児               年少児        

           1号児・新２号児    ２号        １号児・新２号児    ２号   

 給食費       ４，５００円   ６，５００円       ４，５００円   ６，５００円 

 教育充実費     ６，０００円   ６，５００円       ８，５００円   ９，０００円 

 あさひ盛り上げ隊費   ５００円     ５００円         ５００円     ５００円                                  

 合計       １１，０００円  １３，５００円      １３，５００円  １６，０００円 

 

給食費について 

・1食３７０円です 

・年間の給食提供回数を１２か月で割った金額となり、過不足の誤差は年度末に調整いたします 

・給食は外部委託の自園調理です 

・１号児は８月の実食はありませんが、保育料引き落としの関係上、年間の給食費を均等割にしています 

・認定区分に関係なく、世帯年収360万円未満の世帯のお子さんと、第3子のお子さんは給食費の一部が免除 

になります 

・２号児のおやつ代は給食代に含まれています 

・１号児と新２号児の長期休暇中の給食代、おやつ代は実費徴収となります 



教育充実費について 

幼稚園教育では、教育充実費として徴収するものがあります。折り紙や画用紙などの教材費、英語あそび・体

操あそび・英語でアートなどの外部講師報酬、食育充実費、環境整備費、絵本・書籍代、玩具・園庭遊具費、備

品費、プール活動費、HC 職員配置充実費そして各クラスが安定して保育が行えるよう、担任以外の職員を配置

する職員配置充実費等に充当します。 

 

盛り上げ隊費について 

 あさひには PTA の会はありませんが、保護者に園運営の一環として行事の参加や各種お手伝いをお願いして

います。この盛り上げ隊費はその都度発生する費用や子どもたちへの各種プレゼント（運動会ごほうび、クリスマ

スプレゼント、ひなあられ、進級プレゼントなど）の費用に充てています。 

※保護者の方のお手伝いはとても重要で、子どもにとって非常に有意義なことです。保護者同士がお互いを思い

やりながら協力し、子どもに自分たちの園のために頑張る姿を見せることは、様々な人との関わり方を学ぶ機会に

なります。そして、誰かの役に立つことは素晴らしいということを知ります。『保護者が園運営に関わることを大切

にしている』ことこそが、あさひ盛り上げ隊なのです（令和元年の配布物より抜粋） 

 

実費徴収について 

上記の特定負担金以外に月間絵本代（約５，０００円/年）、日本スポーツ振興センター災害給付費（２００円/

年）、遠足に係る交通費（約２，５００円/１回）、年長児のサマーキャンプ代（約６，０００円）などを実費で徴

収しています。その他に、行事等のスナップ写真販売や用品購入なども実費徴収となります。 

 

その他 

・保育料は毎月２０日に銀行の自動引き落としです（口座引き落としができなかった場合は個別にご案内いたしま 

す） 

 

 

１１．願 書 受 付 

日  時：令和２年10月１日（木） 7：00～11：00 

場  所：認定こども園 三田あさひ幼稚園 ２階ホール 

     ※親子面接をしますので、お子さま同伴です（但し、あさひ若草ナースリーからの進級児は面接不要） 

     ※当園駐車場スペース（約30台）に限りがありますので、できるだけ徒歩でお願いいたします 

 出  願：１号認定及び新２号認定は、願書をもって幼稚園とご家庭の直接契約となります。２号認定児の願書 

      はお預かりさせていただきますが、最終の入園決定は三田市の判定結果となります。出願者が定員数 

      を超えると三田市の利用調整となります。１号および２号の併願はできません。 

 

 

１２．出願手続きから選考・入園許可 

入園願書、三田市への申請書及び入園同意書にご記入の上、検定料３，０００円を添えて出願してください。そ

の場で書類確認と親子面接をいたします。選考の結果について、１号児は10月１日（木）14：40～17：00の

間、正門横の掲示板にて発表いたします。入園決定者は当日、入園受入準備金１０，０００円を事務室に納入して

いただき、入園許可書をお渡しいたします。新２号認定の希望者は利用給付認定申請書をお渡しいたします。後日、

必要書類と共にご提出ください。２号児は三田市の判定結果をもって三田市よりおしらせいたします。（１０月末予

定） 

 

 

 

 



１３．幼稚園入園説明会のご案内 

9月１６日（水）本園２階ホールにて実施します。 

第1部 受付：１４時３０分～  説明会：１５時～１５時３０分頃 

第2部 受付：１５時３０分～  説明会：１６時～１６時３０分頃 

例年、入園説明会は保護者とお子さまにご来園いただき、お子さまは保育室で託児をし、保護者は２階ホールに

て１時間半程度、園の紹介や保育理念、方針の説明を行っておりました。今年度はコロナ感染拡大防止を鑑み

YouTube動画を配信し、各ご家庭で動画による説明をお聞きいただく方法で行います。上記の説明会では動画配

信の方法をお伝えさせていただきますので、必ずご参加ください。どちらの部でも同じ内容をお伝えします。託児

を行いますが、子どもの３密が気になられる方は同伴の必要はありません。駐車場には限りがありますので、でき

るだけ徒歩でお越しください。 

 

 

１４．コロナ禍における考え方（今年度より記載） 

 幼稚園（子どものせかい）では３密を避けることが非常に難しいのが現状です。これは全ての幼児教育施設（幼

稚園、保育園、認定こども園）共通に言えることですが、見えないウイルスと見通しの立たない状況に対し、正解

のない問題に直面しながら、現状できること・すべきことに一生懸命取り組んでいる状態です。 

 

あさひでは子ども同士のかかわりにソーシャルディスタンスをあえて設けておりません。他者と物理的な距離を

離すこと、大人とのスキンシップを減らすこと、子ども同士の密なかかわりやトラブルを避けること、そして子ど

もに子どもらしい生活をさせないことで精神的・身体的に委縮させてしまうことは、あさひが考える子どもの育ち

が担保できないからです。子どもとは子ども同士で群れながら集団の中での自我を調整し、他者との距離感を学び、

相互に刺激を与え合いながら心も体も大きく成長します。乳幼児は他者の口の動きを見て、耳で聞いて言語を獲得

します。他者の表情を見て感情を読み解き、認識します。（ソーシャルスキル）新しい生活様式においてマスク着

用で互いの表情が読み取れず、そのことが幼児教育界では「乳幼児の社会性の芽生えとコミュニケーション能力の

獲得機会の減少」「発達が段階的に進むのか」が既に問題視され、これからの子どもの育ちに大きな影響が出ると

いわれています。また、精神的にも見えないウイルスへの恐怖心と不安感を抱き続けることで解放感を失い、うま

く自己主張ができない青少年が増えています。 

 

 今年度は入園式翌日から“登園自粛”が始まり、“特別保育”（両親の就労や介護、就学など、子どもを家庭教

育できないような、やむを得ない家庭の事情のある子どものみ保育を行う、1日平均１０人程度）を実施してまい

りました。その後もクラスの半数ずつを時間差で保育する“分散登園“を実施しました。あさひは“子ども本位”

を守りつつ、日々職員皆で適宜保育カリキュラムを改変し試行錯誤の中、『子どもの育ち』の為に考慮し、あさひ

独自の新しい保育様式に基づき、子どもと共に生活しているところです。安全・安心を第一に、子ども・保護者・

職員の命と生活と学びを守りつつ、地域の為に努めてまいります。 

以上 

 

 追伸：入園説明会出席時には当募集要項を必ずご持参ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


