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教育方針

２. しつけ教育
躾(しつけ)とは、その字の通り、身を美しくすることです。
三つ子の魂百までと言われますが、この幼児期にしっかりと礼儀や善い習慣を身に付けることで、将来立派
な社会人として生きていくための糧となります。あいさつを徹底し、基本的な生活習慣を身につける事に力を入
れています。小学生になっても先生のお話を集中して聞くことが出来、授業中にきちんと椅子に座れる子ども
に育つよう躾教育に力を入れています。

生きていく上で大切な思考力。自分で考え判断し、行動できなければ、社会で役立つ人間にはなれません。
普段の保育の中で、先回りせず、子どもたちがじっくりと考え行動できるように見守ります。自分の思いを言葉
で伝える力を養い、お友だちとのトラブル等も言葉を使って解決していく経験を重ねることで相手を思いやる心
を育てます。絵本や紙芝居の読み聞かせを通じて、情緒を豊かにし、創造力、想像力を高める指導にも力を
入れています。

３. 考える力

体力の向上は精神力の向上につながります。体力の向上は、体が強くなるだけではなく、努力して技能を習
得したその達成感の積み重ねによって、良い精神と人間性を形成していきます。目標を定め、達成時にメダ
ルを渡し、自発的に取り組める環境作りに努めています。

１. 強い体力

教育内容 (幼稚園)

音 楽

体 育

英 語

絵 画

食 育

文 字

幼児が自然と文字に興味や関心を持ち、読みたいという気持ちになるならば、それが適齢
期です。年少では絵本や紙芝居に触れ、言葉の面白さや表現する事の楽しさを知り、年
中・年長では鉛筆の持ち方、姿勢の指導に始まり、色んな線の練習、自分の名前、五十
音の読み書きへと段階的に指導しています。卒園時に簡単な文集が書けることを目標とし
ています。

関西幼児音楽協会より講師を招き、音楽指導に力を入れています。約40年続く伝統ある鼓
笛隊活動は、守口市民まつりや地域の行事等にも参加し、大阪府屈指の園として高い評
価を得ています。年少の後半より、鍵盤ハーモニカの練習をはじめ、年少のリズムにはじまり、
年中でメロディー、年長でハーモニーと音楽の基礎に時間をかけ、無理なく年長での鼓笛
隊、器楽合奏へとつなげています。鼓笛隊や器楽合奏を通して、集中力や忍耐力、協調
性が自然と身に付き、「やればできる」という達成感と満足感が、将来どんなことでも乗り越え
て行ける強い精神力を育てます。

週に１回、専任の先生による体育指導を行っています。子どもたちのやる気を無理なく引き
出し、楽しく取り組めるカリキュラムを取り入れ、強い身体をつくる為の基礎や身のこなし方、
ボール遊びや鉄棒、うんてい等、幅広く指導しています。

月に１回外国人講師による英語指導を行っています。英語はこれからの時代を生き
ていく上でとても大切なものと考えます。英語教育のはじめの一歩として、それぞ
れの年齢に応じたダンスやゲーム等で、楽しみながら発音や英語独特の言葉のリズ
ムを学べるように取り組んでいます。また、アルファベットや簡単な挨拶等、小学
校に行っても英語学習にスムーズに取り組めることを目標としています。

近年、食環境の変化や土から離れた生活が、子どもたちの心や体に異変を与え
ていると言われています。そのため食や農に触れながら学ぶ食育教育が大変重
要であると考え、自園農園で四季折々の様々な野菜や果物を育てています。
また、農園で収穫した野菜を使って簡単な料理やお菓子を作っています。作り手の気持ち、
食への興味、料理の課程、協力して作業する等、クッキングを通して、達成感や喜びを味わ
い、五感を使った様々な体験が豊かな心・感性を育てます。

クレパス、マーカー、絵の具などを使い、絵画の指導を行っています。
色の名前、画材の持ち方、片付け方等、基本的な作業から始まり、人物や動物(輪郭、
目、鼻、口など)色々な物の描き方を学びます。年中、年長では、自分の絵の具セットを使
い、のびのびと自由に描き、想像力、発想力豊かな子どもに育つよう指導しています。
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保育の取り組み (保育園)

うんどう遊び

食育

わらべうた
リズム遊び

保育のながれ

園内で育てた野菜や果物を収穫し、みんなで楽しく食べます。
目で見て、手で触れて、においをかいで・・
豆や玉ねぎの皮をむいたり、キャベツをちぎったりと、五感を刺激し、
感性を豊かにし、知的好奇心を育てます。

外遊び(砂場、かくれんぼ等)うんどう遊び(マット、サーキット等)など、身体を思いっきり動かし
て、月齢に合った丈夫な身体づくりを目指し、健康で生き生きと遊べる子どもを育てます。
年に数回外部講師を招いて指導いただきます。

7:30～ ２号園児登園

8:00  ﾊﾞｽ１便出発

8:30～ １号園児登園
9:00 自由あそび

9:30 朝の挨拶(各保育室)
朝礼
設定保育
幼稚園教育要領に基づき、
保育をしています

11:45     給食・自由あそび

13:00 午後の保育

13:30     降園準備

14:00     １号園児降園

預かり保育が必要な園児
は預かり保育室へ移動

15:00～ 順次降園
18:30   

幼稚園 (満3・3・4・5歳)保育園 (0・1・2歳)

7:30～ 順次登園
(登園時に布オムツに替えていただきます)

自由遊び

9:30 朝のおやつ

10:00     外気浴、お散歩等
設定保育
保育所保育指針に基づき、
保育をしています

11:00 昼食

12:00     午睡

15:00     おやつ

16:00～ 順次降園
18:30

わらべうたを通して、心地よい響きやリズムの音を吸収し、遊びを通して、お互いに笑いあえる
コミュニケーションの土台を育てます。
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０歳児クラス･･･私服
１歳児クラス･･･私服、カラー帽子
２歳児クラス･･･体操服、カラー帽子、制服(3学期から着用)
３歳以上のクラス･･･制服(P6参照)

＊保育園では１日を同じ学年のクラスで過ごします。
＊幼稚園では、教育標準時間(9時～１４時)では同じ学年のそれぞれのクラスに分かれて過ごし、その後保育の
必要なお子様は預かり保育のお部屋に移動し、お迎えまでの時間を満３歳～６歳までの縦割りクラスで過ごします。

＊保育園入園時には慣らし保育期間(約1～２週間)があります。
＊幼稚園の預かり保育では一斉午睡(お昼寝)はありません。



幼稚園型認定こども園寺方幼稚園 入園要項

募集人員

年齢 生年月日 １号園児 ２号園児 ３号園児

０歳(6か月以上) 2022(R4).4.2～2022.10.1 ６名

１歳 2021(R3).4.2～2022.4.1 ４名

２歳 2020(R2).4.2～2021.4.1 ６名

満３ 2020(R2).4.2～2021.2.29 ２５名

３歳(３年保育) 2019(H31).4.2～2020.4.1 ３０名 ２名

願書受付

【１号園児】 日 時 令和４年 １０ 月 １ 日( 土 )   別紙参照
場 所 寺方幼稚園 遊戯室

願書に必要事項を記入の上、検定料 ３，０００ 円を添えて提出ください。
当日、入園面接(親子)の上、入園許可を決定します。入園を許可された方は、
施設整備費 ５０，０００円をお納めください。後日、市役所に子ども・子育て支援
制度の支給認定申請書(1号園児用)を園を通して提出します。
定員が達するまで募集を行います。

【２号園児】 期 間 一次申込み 令和４年 １０ 月頃
選考結果 １２月下旬
二次申込み 令和５年 ２ 月頃
選考結果 ２月下旬
※定員に達した場合は二次募集を行いません。

申請先 居住されている市あるいは区役所

(認定後の手続きについて)
認定通知を受け取られたら、早めにお電話にて、入園手続きと面接の予約を取って
ください。面接日に願書と同意書、検定料 ３，０００円、施設整備費 ５０，０００円
をご持参ください。親子面接と簡単なテストを行います。

【３号園児】 期 間 市・区役所にお問い合わせください
申請先 居住されている市あるいは区役所

(認定後の手続きについて)
認定通知を受け取られたら、早めにお電話にて、入園手続きと面接の予約を取って
ください。面接日に願書と同意書、検定料 ３，０００円、施設整備費 ３０，０００円
をご持参ください。親子面接を行います。

２号、３号認定を希望される方は、申請前に必ず見学及び入園説明を受けて頂き、当園の教育方針
にご理解の上、申請ください。また、選考時期及び申請書類等については、居住されている市あるいは
区役所にご確認下さい。

満３歳児は誕生月の翌月から入園可能です。

寺方幼稚園は平成３０年度より幼稚園型認定こども園に移行しました。
入園を希望される方は、子どものための教育・保育給付にかかる「認定」を受けて頂く必要があります。

１号認定子ども・・・支援法第１９条第１号該当幼児で教育標準時間認定の満３歳以上の子ども
２号認定子ども・・・支援法第１９条第２号該当幼児で保育認定された満３歳以上の子ども
３号認定子ども・・・支援法第１９条第３号該当幼児で保育認定された満３歳未満の子ども

（以下当園では、○号認定子どもを○号園児という）
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令和４年度４月入園の４歳(2年保育)の募集は現在(令和４年９月１日)のところ予定ありません。



諸費用

１号 ２号 ３号

入園検定料 ３,０００円

施設整備費 ※1 ５０,０００円 ３０,０００円

バス申込金 ４,０００円

入園一時金

１号 ２号 ３号

毎月の支払額合計
６,５００円

～１０,０００円
１０,０００円
～１４,５００円

４,５２０円
～８,５９０円

(内訳)

基本保育料(月額) 無償

特定保育料
(月額)

教育充実費 ※2 ３，５００円

食
育
費
※3

食育等充実費 ７５０円 ２, ０００円

０円主食費 ２, ２５０円 ３, ０００円

副食費 ※7 ３, ５００円 ４, ５００円

衛生管理費(月額) ※4 環境整備費に含む １，５００円

環境整備費(年額 ８月に徴収) ※5 ６，５００円 衛生管理費に含む

卒園アルバム代(月額) 年長のみ １,０００円

バス代(月額) 利用者のみ ３，０００円 /２，０００円(片道のみ乗車)

保育補助費(月額) ※6 ３，５００円

お昼寝用寝具リース代(月額) １，０２０円

布おむつ
リース代
(月額)

０歳 ４，０７０円

１歳 ３，２６０円

２歳以上 ２，８５０円

おむつカバー・トレーニングパンツリース代(月額)
希望者のみ ２，０４０円

入園後の費用

一度納められました入園検定料、バス申込金は返金できません。

※1 施設整備の更新と維持のため
※2 絵本や楽器、行事における費用など、教育に必要なものの諸費用(12か月で均等割りした額)
※3 自園調理の完全給食

１.２号園児 年間食数×４３０円(1食)から割り出した額と食育に対する教育費用
欠食による返金は致しません。(１号園児は11か月で均等割した額)

３号園児 粉ミルクは園で決定したメーカーの粉ミルクを使用
離乳食は、保護者、給食委託業者、当園の３者面談の上で段階を決定し提供

※4 衛生救急用品や日用品等の消耗品、預かり保育室のテレビや机等の設備や備品の更新費用(12か月で
均等割した額)

※5 農園維持費、空気清浄機や机など保育室の設備や備品更新費用
※6 諸費、光熱費、保育教材代等
※7 守口市及び門真市在住の方は副食費の補助があります。

費用については、保護者の郵便口座より毎月(8月も含む)自動引落しになります。
制服用品代、卒園アルバム代には消費税が課せられています。
また、物価上昇及び消費税率の改定等により、保育料等の増額をすることもありますのであらかじめご了承ください。

その他の費用(実費徴収)
(１号・２号園児)  個人用品・教材・制服費・遠足代・お泊り保育代等・ふたば会費・諸会費等
(３号園児)        お帳面・用品・帽子・スモック・体操服・制服・延長保育料等
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３号園児から２号園児へ進級される時は、検定料は不要ですが、施設整備費２０，０００円を納めて頂きます。



保育時間と休日

１号園児 ２号園児 ３号園児

月～金
教育標準時間
９時～１４時

保育短時間
８時～１６時
保育標準時間

７時３０分～１８時３０分

土
原則休み

行事に充てる場合があります
ありません

※２号園児・３号園児の利用時間は、就労時間＋通勤時間が原則となります。
※いずれの認定も土曜日・日曜日・国民の祝祭日・お盆期間(8/12～8/15)・年末年始(12/29～1/4)・
入園式(4/3)・卒園式(3/17)・宿泊保育当日(7月)、１号のみ創立記念日(2/10)はお休みになります。
また、園長が必要と認めた場合、上記に加え、休業日を設定したり変更したりすることがあります。

保育時間 教育標準時間 保育時間

１号認定 早朝預かり保育 教育標準時間 預かり保育

2号認定(標準)

2号認定(短) 教育標準時間保育時間延長保育 保育時間 延長保育

3号認定(標準)

3号認定(短)

保育時間

保育時間延長保育 延長保育

７時３０分 １４時９時 １８時３０分

預かり保育(1号園児)

通年コース 利用には市区役所への認定申請が必要です。

認定を受けられましても、定員に達した場合は利用できません。

条件
就労等の条件を満たした方(求職活動中は不可)
保育の必要性の高い方を優先します。

実施日 幼稚園の開園日(行事日を除く)、運動会の代休日、創立記念日

休日
土曜日・日曜日・祝祭日・お盆(8/12～8/15)・年末年始(12/29～1/4)・入園式・卒
園式・宿泊保育・運動会・職員研修日・警報発令などのやむを得ない状況の日及
び園長が定めた日 ※両コースとも同じ

コースと時間
５時コース(８時４０分～１７時) 6時コース(８時４０分～１８時) 教育標準時間を除く
長期休暇のみ、３時コース(８時４０分～１５時)あり
いずれのコースも８時４０分以前、１８時以降は延長料金がかかります。

料金
※５時、６時コースは
午後保育の料金例

早朝１０分 １００円
５時コース 利用日数×(保育料金６００円+おやつ代５０円)
６時コース 利用日数×(保育料金７００円+おやつ代５０円)
３時コース(長期休暇のみ) 利用日数×(８５０円+給食費４３０円)

補助
前月に利用日数分を申込みいただきます。お休みされても返金はありません。
利用された日数×４５０円の補助金を受けることが出来ます(新２号)。
新２号利用には定員があります。

一日コース

実施日 幼稚園の保育のある日(夏期保育日含む)

休日と時間 通年コースと同じ、ただし長期休暇時は利用できません

費用
早朝１０分１００円、４００円～８５０円(午後保育の場合)
時間により費用は変わります。
お迎え時刻に遅れられた時は追加料金が発生します。
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延長保育

通園バスルート

令和３年度運行ルートになります。
毎年１２月頃にバスルート、停留所を調整し決定いたします。
３号園児は乗車できません。長期休暇は運行していません。

子育て支援

ぴよぴよクラブ(２歳児教室) 火・木コース、水・金コース
入会金１，０００円 教材費３，０００円 月会費５，５００円(4月・７月・１２月・１月・３月) 、 1１，０００円(左記以外)

１号園児の預かり保育時間及び２号園児、３号園児の定められた保育時間
を超えた場合は１０分毎に下記延長料金が発生します。

制服

夏制服
セーラーブラウス
ズボン・スカート
制ソックス
制靴
麦わら帽子

親子分離、お子さまのみお預かりします。
少人数制で体力作りを中心とした保育内容。生活習慣を通して、バランス良く刺激を与え、リズム遊び・かけっこ・
砂場遊び・絵本の読み聞かせ等、知育育成、身体育成につながるようカリキュラムを組んでいます。また、スムーズ
に幼稚園生活に移行できるよう「楽しい」がいっぱいの保育内容になっています。

１号(預かり保育) と ２号 ３歳、４歳、５歳 １００円

３号
１歳、２歳 ２００円

０歳 ３００円

いずれも１８時３０分を超えた場合
（１号で長期休暇預かりを利用時は１８時）

５００円

給食

自園調理の完全給食になります。
２号、３号園児や預かり保育園児の
おやつも手作りです。
旬の食材や時には自園農園で育て
た野菜を使用し、安全で栄養価の高
い給食を提供します。また、トウモロコ
シの皮むきや玉ねぎの皮むきなどを
体験するなど、食育を通して豊かな
感性を育むことを目指しています。
アレルギーをお持ちの方には、面談の
上、個々に対応させて頂きます。

献立例 鶏肉照り焼き
高野豆腐
玉ねぎと南瓜の味噌汁

おやつ例 手造りプリン
クラッカー
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冬制服一式
男児 31,200円
女児 32.400円

夏制服
男児 10,200円
女児 10,900円

園→寺方本通→寺方錦通→南寺方東通→東郷通→菊水通→大宮通

園→→城東区関目→鶴見区緑→旭区新森→南寺方南通→旭区清水

冬制服
グレーの上着
ブラウス(ファミリア生地使用)
ズボン・スカート
リボン
制ハイソックス
制靴・制帽

体操服(2歳児クラスは体操服が制服となります)
長袖・長ズボン
半袖・半ズボン

体操服
男女 10,000円

用品一式
11,600円

注意 : １８時３０分を越えての延長は受け付けておりません。

駐車場はありません。お車を利用される場合は必ずコインパーキングをご利用ください。

園→外島町→八雲西町→八雲中町→大日東町→門真元町→松月町→竜田通→橋波西之町
→大宮通→西郷通

園→南寺方北通→滝井元町→梅園町→春日町→日吉町→寺内町→高瀬町




