
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ご あ い さ つ 

 

 

お子様の幼稚園入園を来春に控えられ、そのご成長に心よりお喜びを申し上げます。 

お子様と保護者の皆様方に、芥見幼稚園を身近に感じ信頼される幼稚園としてご理解いた

だければと、入園のご案内をお届けします。 

 

子ども達が、人としていのちをいただき、一人一人が自分らしく自由に生きていく為に、

「ありがとう」・「ごめんなさい」が素直に言え、その自立と意欲を育てる場として芥見幼稚

園が生まれ、５５年を迎えようとしています。 

芥見幼稚園では、そんな時代の流れの中にあって、子ども達は社会の宝であり、希望であ

り、私たち大人の夢であると、一人一人を大切に、｢子どもが主役の幼稚園｣としてその成長

の援助に携わってきました。 

毎日が子ども達と教職員が同じ視線で一緒になって、思いに共感しながら、ワクワク・イ

キイキ・グングンとあそびや生活が豊かに繰り広げられる芥見幼稚園です。 

子ども達のこころ・からだ・あたま・なかまを育て、ゆめに向かって生きる自分を好きでい

て欲しいと願い、その成長の援助ができればとかかわっています。 

 

からだ・・・あせをかいて はげんでいるね 

こころ・・・つよくて あったかいね 

あたま・・・きづいたり くふうしたり おもしろいね 

なかま・・・ひとりひとりをたいせつに そだちあおうね 

 

「 ゆ め 」☆ ☆ ☆ やりたいこと・なりたいものが いっぱいだね 

 

本冊子のほか、別紙パンフレット等ご覧いただいたり、実際を体験していただき、本園へ

の理解を深め、お子様の成長の手助けを、この芥見幼稚園に機会をいただきますよう、ご入

園を心よりお待ちしています。よろしくお願い申し上げます。 

 

 

園 長  杉山  潤 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

芥見幼稚園のマスコット キャラクター 

なかよしかんがるー親子 

芥見幼稚園はかんがるーの大きなぽっけ。 

ぽっけの中はやさしく元気になれる あったかいところ。 

みんなのゆめとこころとからだとなかまを 育ててくれるところ。 



 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せんせいはおかあさん 芥見幼稚園の保育の特色 

① 一人一人を大切にする保育 

子どもの心に寄り添い共感する姿勢を持ち、一人一人の特性・興味関心事・得意な事・よさを引き出すか

かわりを持っています。個性を受け止め個々に応じたかかわり・援助をしています。 

② 意欲･主体性を引き出し､｢生きる力｣を育てる保育 

自分で気づき・考え・自分の思いを自分の言葉で話す力・やってみようとする意欲「生きる力」を育てる

ために、子どもの思い・心に耳を傾け、共感し、信頼関係を築き、個々の課題に取り組むかかわりを持って

います。 

③ 具体的な生活体験のある保育 

結果・出来栄えも大切ですが、それだけが評価されるのではなく、その過程で楽しさを感じ、意欲の育ち

が評価できる具体的生活体験のある保育を展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 園の職員が全体でかかわるチーム保育 

複数の保育者の視点からの幼児理解・保育観を交流させ、多面的に子どもとかかわり、育ちの援助に役立 

てていくチーム保育を実践しています。 

⑤ 子育て支援を含め地域に根ざした保育 

 「子どもは社会の宝」と受け止め、地域の幼稚園として、｢保護者を含め地域

の人達・社会全体で子どもを育てる｣役割を担っています。地域の小学校とは積

極的に交流を行い、スムーズな就学を目指した連携をとっています。 

☆ からだづくり  

汗をかいて、体を動かしてあそ

ぶ楽しさを味わい、基礎的な体力

向上を図る。 

☆ こころづくり  

自然の美しさ・偉大さに感動、人とかかわる中で感

謝や責任感・思いやりなど、清く正しく美しいものを快

いと思う心を育てる。 

☆ あたまづくり 

 好奇心や不思議に思う心を大切にし、自ら

気づき・考え・工夫したり、やってみようと

したりする主体的な態度・意欲を育てる。 

 

☆ なかまづくり 

「ありがとう」「ごめんなさい」が素直に言

え、友だちの気持ちやよさを受け入れあい、

正しく自己を主張し、共にあそびを楽しむ。 

 

豊かな心をもつ たくましい人 
 

「一人一人の人間性を大切にし、心と体の健全な育成をめざす」 

☆豊かな感性・・・工夫したり作り出してあそび、 

友だちを思いやって心豊かにあそぶ子 

☆逞しい意欲・・・自分で気づきやってみようと 

がんばってあそびを楽しむ子 

☆よい生活習慣･態度・・・快いくらしを支える基本的な生活習慣を身につけた子 

わたしたちのねがい 芥見幼稚園の教育目標 

 



わたしのおうち 楽しいおうち 園舎案内 

やさしい先生がいる。なかよしのお友だちがいる。広い運動場と四季の美しいお庭がある。いろんな

お部屋がある。おもちゃや遊具がいっぱいある。すてきなこの環境の中であそびを見つけ、作り出し、

友だちとなかまになって夢中であそびを楽しみます。 

 

 

２階 → 

１階 ↓ 

 

 

 

わんぱくひろば（芝生広場） 

友だちを誘い、鬼ごっこやわらべ歌あそび 

園庭（固定遊具） 

アスレチック遊具・コンパン総合遊具 

滑り台・太鼓橋・ブランコ・鉄棒・砂場 

回転ジャングルジム・ろくぼく 

ジャングルジム・タイヤ跳び 

運動場 

運動会もできる広さがあります。 

ドッジボールにリレーごっこ、思い切り体を動かしてあそぼう！ 

みんなあつまれ いっしょにあそぼ！！ 幼稚園の一日 

７：５０ 登園開始 「おはようございます！」一日の始まりは元気なご挨拶から。 

１０：００ 朝の体操 天気のよい日は運動場に集まって、元気いっぱい体操しましょう。 

１０：１５ 朝の会 お部屋でクラスごとの朝の会。「ハイ！」と元気にお返事。 

１０：３０ 

 

 

設定保育 

 

 

ワクワク・ドキドキ・イキイキ・・・ 

お気に入り・大好きをいっぱいみつけ、友だちとあそび・活動を楽しみましょ

う。自分でやってみた達成感は自信をつけ、次への意欲につなげましょう。 

１１：３０ 給食 先生・みんなと一緒に食べるとおいしいね。苦手なものにも挑戦しよう。 

園長先生も各クラスを順番にまわって、一緒にお給食を食べるよ。* 

１２：３０ 自由保育 お友だちを誘って、好きなあそびを楽しみましょう。 

１３：１５ 補助保育 あそび・活動をじっくり味わいます。お友だちと一緒が楽しいね。 

１４：１０ 帰りの会 明日に楽しみを期待して「あした またね！」 

１４：３０ 降園開始 「さようなら！」幼稚園バス・お迎えで、安全に帰ります。 

１６：３０ 延長預かり おやつや異年齢のかかわりで、プレイルームで楽しく過ごしましょう。 

１８：３０ 保育終了 また、明日！元気に幼稚園に来てね。 

（おおよその時間を示したものです） 

 

 * 新型コロナウイス感染症に係る黙食指導を行っている期間は、活動を取り止めています。 
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 きょうのゆうひを おぼえておこう 

 

 

 

 
 

 

 4月  入園式 

   進級式 

  花まつり 

5月  園内節句（なかよしクラブ） 

  春の遠足 

保育参観日 

6月  七夕会（なかよしクラブ） 

 

 

7月  なつまつり（なかよしクラブ） 

  お泊まり保育（年長）* 

  

8月 

 

 

9月  運動会 

 

 

10月 芋掘り遠足 

 

 

  11月 作品展 

報恩講 

  交流ドッジボール（年長） 

  12月 おもちつき 

  ケーキづくり（なかよしクラブ） 

 

１月  保育参観日 

 

 

２月  ひなまつりお楽しみ会 

  卒業記念金華山登山（年長） 

 

３月  卒業を祝う集い（なかよしクラブ） 

  卒業式 

 

* 昨年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、デイキャンプになりました。 

 

 

―楽しい園生活の中から― 

保育目標｢豊かな心を持つたくましい人｣にむけ、 

自ら育とうとする子どもたちの心に、寄り添う芥見幼稚園です。 

自分を見つめ､やってみようとする｢意欲｣を引き出し、自分のよさと、友だちを大切に思う心を育てま

す。幸せを感じ、よりよい人格を確立する援助をしています。 

こころ・あたま・からだ・なかま の４つの発達面から保育指導を展開しています。 

その中から、主な行事や具体的なあそびをご紹介します。 



体育あそび・スイミング 

「保育の中で育てたい、ルールを守れる腕白さ」 

体を動かすことが好きな子を育て心と体の健康づくりをめざしています。男性教員の

ダイナミックな指導のもと、友だちとのびのび体を動かす楽しさを味わい、「パワフル

あくたみっこ」が育っています。岐阜中央スイミングスクールの温水プールにて水に

慣れる事から浮く事・初歩泳法体得までの指導を受けます。 

* 新型コロナウイルス感染症の影響で、スイミングはお休みしています。 

HELLO ENGLISH  

「ぼくらは地球人！」 

外国人教師とかかわりながら、挨拶や身近なくらしの日常会話を主に、生きた英語に

親しみます。歌やゲームなどあそびを通して、『音』としての英語を体と耳で覚え、国

際感覚を養います。 

 

キッズパソコン  

「コンピューターとともだち」 

マウスの持ち方動かし方・ドラッグ操作など身に付け、文字・数・自然・お絵描きに

親しみ、パソコンの楽しさ・可能性を体験します。現代っ子の好奇心を満たしてくれ

ます。 

 

鍵盤ハーモニカ・鼓隊・器楽合奏  

「リズムと心をひとつになかまづくり」 

年少児より身近な打楽器でリズム打ちを、年中児より鍵盤ハーモニカに親しみ音楽性

を深め、年長児より鼓隊に取り組みます。音楽を通し感じた事・伝えたい事を表現す

る基礎を培い、また、自ら励み努力する心を友だちと共有し仲間づくりをします。達

成感を実感した時､さらなる意欲が芽ばえていきます。 

 

園内図書館・貸し出し図書  

「夢と希望にあふれる絵本の世界」 

絵本を中心に約５２00 冊の蔵書があり、子どもたちの創造力を育て、好奇心・興味

を深めます。家庭への貸し出し図書も好評で絵本の好きな子が増えています。地域の

方や保護者の方たちによる読み聞かせボランティア「おはなしかんがるー」では，家

庭的な雰囲気の中で、絵本への関心を深めています。 

 

小動物飼育・植物栽培  

「生き物はみんなともだち」 

生き物はみんなともだち・なかまだね。うさぎ・かもなどを飼育したり、花壇には季

節の草花を栽培し、生き物を可愛がり、命を大切にする心を育てます。 

 

なかよしタイム・なかよしクラブ  

「あそびの感性・あそびへの意欲」 

異年齢の友だちとクラス保育で養った力・友だちとの関わ 

りを基盤に、好きなあそびをみつけ、感性を磨き楽しみ、工夫し発展させ、あそびを

創り出していきます。子どもたちの内に多面的な興味・関心を育て､いろんな場で対応

できる基礎的な「生きる力」を築いていきたいと願っています。 

 

  



令和５年度 入園児募集要項 

募集定員 

６０名 
年少（３歳児）クラス 

  平成３１年４月２日 ～ 令和２年４月１日生まれ 

※ 満３歳児クラスからの進級児、在園児・卒業児の弟・妹で希望される方について、 

上記の募集定員内に、優先枠を確保させて頂きますので、ご了承下さい。 

優先枠を希望される方は、優先枠希望申込書を６月１０日（金）までに提出下さい。 

優先枠希望申込書は、在園児の方には幼稚園より直接配布します。 

卒業児の方は、幼稚園職員に声を掛けて受け取って下さい。 

 

入園申し込み受付 

令和４年７月１日（金）午前９時より、受け付けを行います。 

 

申し込み方法 

入園申込書に、入園申し込み料（検定料）５，０００円を添え申し込み下さい。 

 

園納付金 

入園手続時 

費 用 

入園料  ３０，０００円 

（入園奨学金）  △１５，０００円 

本学園の卒業生の子、または卒業生・在園児の弟・妹は、入園奨学金が受けられま

す。ただし、３ヶ月以内の短期入園の場合は、入園奨学金を受けられません。 

用品代 冬スモック・帽子・上靴袋等 

教材費 
  ９，２７０円（年少児） 

  ７，１６０円（満３歳児） 

毎月の 

経 費 

 

授業料   ３３，２００円  ※１ 

 
保育料   ２８．７００円 

給食に提供にかかる費用    ４．５００円 

（就園奨学金）   △３，０００円 

（施設等利用給付金）  △２５，７００円 

 兄弟姉妹で在園の場合、弟・妹は就園奨学金が受けられます。 

 保育料のうち、施設等利用給付金（幼児教育・保育の無償化）は、２５，７００円

が対象となります。ただし、月の途中に入園や退園される場合は、その月の施設等利

用給付金の金額が変更となります。 

 月々の保育料から、就園奨学金および施設等利用給付金を差し引いた金額を納入し

ていただきます。 

施設設備費    ２，２００円（バス通園児のみ） 

母の会費  ２００円 

アルバム代    １，４２０円（年長児のみ） 

※  行事などの特定の日を除き、完全給食（園内調理）をおこなっております。 

※  保育の一環として行う給食の提供に係る費用・月刊絵本・保育内レッスンの費用および冷暖房   

費は、授業料に含まれています。 

※  年間納入金を１２等分しているため、毎月納入していただきます。 

※  上記の金額は、令和４年度によるものです。 

※１  令和４年度中に授業料について増額予定をしております。 



 

幼児教育・保育の無償化 

幼稚園入園時に、ご家庭の状況に応じて、下記の認定を各市町村が行います。 

 

１号認定 満３歳児から５歳児（小学校就学前）までの子ども。施設等利用給付金を受給できます。 

２号認定 保育の必要性の認定を受けた３歳児から５歳児（小学校就学前）までの子ども。施設等

利用給付金、預かり保育の無償化を受給できます。 

３号認定 保育の必要性の認定を受けた住民税非課税世帯の満３歳児の子ども。施設等利用給付

金、預かり保育の無償化を受給できます。 

認定後に就労・介護などによりご家庭の状況が変わり、認定区分の変更が生じる場合には、幼稚園を通

して区分変更申請を各市町村に行います。区分変更申請の用紙は幼稚園に保管されていますので、ご連

絡下さい。区分変更申請は、変更月の前月１５日迄に幼稚園に提出して下さい。また、引越し等で住民

票の市町村が変更となる場合は、幼稚園にご連絡下さい。 

 

施設等利用給付金 

 １号認定・２号認定・３号認定、全てのお子さまが月額２５，７００円を上限として保育料が無償化

されます。施設等利用給付金は、幼稚園が各市町から代理受領しますので、月々の保育料から施設等利

用給付金を差し引いた金額を、納付していただきます。年度末に、幼稚園からご家庭に『特定子ども・

子育て支援の提供に係る提供証明書 兼 領収書』を発行します。 

 

預かり保育の無償化 

 ２号認定・３号認定のお子さまは、預かり保育の利用料が月額１１，３００円（３号認定の方は月額

１６，３００円）を上限として無償化されます。３ヶ月に一度、対象期間内に預かり保育の利用のある

方へ、幼稚園から給付申請の手続きをご案内します。 

 なお、対象となる預かり保育は、延長預かり保育、各種特別預かり保育、特別延長預かり保育です。

（無料で実施している休業日預かり保育等は対象外です。）また、延長預かり保育料に含まれるおやつ

代は対象にはなりません。 

 

副食費の補足給付 

 ご家庭の世帯収入やお子さまの人数等により所定の要件を満たすお子さまに、給食の提供に係る費用

のうち副食費（おかず等）の補助を月額４，５００円を上限に受けることができます。各市町村から幼

稚園へ、対象となる可能性があると連絡があった方に、６ヶ月に一度、幼稚園から給付申請の手続きを

ご案内します。対象者は下記の通りです。 

施設等利用給付１号認定、2 号認定もしくは、3号認定を受け、次のいずれに該当する園児 

① 同一世帯員の市町村民税所得割額合算額が、７７，１００円以下（年収約３６０万円未満相当）

の世帯の園児 

② 第３子以降の園児（小学校３年生までの子どもから順に数えて３人目以降） 

③ 生活保護世帯や里親委託されている園児 

※ 市町村によって、名称や申請時期等が異なる場合があります。 



 

入園手続きの流れ 

令和４年 ６月 １日（水） 入園のご案内・申込書など一式 配布開始       ※１ 

令和４年 ６月 １日（水）～ 

     ６月３０日（木） 
入園説明＆幼稚園見学 

令和４年 ７月 １日（金） 

入園申込 受付開始 

入園申込書に申込金（検定料）５，０００円を添えて 

お申し込み下さい。 

 定員になり次第、入園補欠申込となります。     ※２ 

令和４年１２月１０日（土） 

新入園児のつどい 

入園手続き（入園料納付・用品・教材購入など） 

全体のあそびの集い・小集団での模擬保育体験 

令和５年 ３月中旬 

入園式のご案内発送 

 入園式のご案内・クラス通知・新年度準備等のおしらせを 

発送します。 

 ※１ 幼稚園にご来園の方で、ご案内を希望される場合には、事前にお渡し致します。 

 ※２ 入園補欠申込の際には、入園申込料（検定料）の納付をお願いします。 

入園申込の受け付けをされた方の中に、転勤などのご家庭の都合で入園を辞退される方があっ

た場合、補欠申込をされた方の先着順に、入園申込の手続きのご案内をさせていただきます。

また、クラス編成を見直すことで、入園申込の手続きをご案内させていただく場合もあります。 

補欠申込をされた方が、１２月１０日の『新入園児のつどい』までに、入園申込の手続きに至

らない場合には、入園申込料は返金させていただきます。 

 

幼稚園見学・幼稚園開放とお問い合わせ 

６月 １日（水）～ 

６月３０日（木） 

随時 

幼稚園見学及び入園説明 

入園説明＆幼稚園見学 

幼稚園・先生に親しみ、芥見幼稚園大好き！になってね。 

幼稚園見学および入園説明は、随時受け付けています。事前にお

電話で予約して下さい。 

お誕生会 
お子様のお誕生日の月に合わせ、幼稚園のお誕生会にご招待状を

届けます。一緒にお祝いしましょう。 

 ７月２５日（月）プール開放 

   ２６日（火）プール開放 

 ９月１７日（土）運動会 

１１月 ３日（木・祝）作品展 

幼稚園行事にご招待します。幼稚園の子ども達の様子から本園へ

の理解と親しみを深めて下さい。お土産を用意してお待ちしてい

ます。 

プチメイツ・まめっこクラブ等 「未就園児のみなさんへの子育て支援」のページをご覧下さい。 

お問い合わせ 電話 ０５８－２４３－２２６６ 

 



子育て支援事業のご案内 

在園児の預かり保育 

１．延長預かり保育  

① 朝７時５０分から保護者各自送りによる登園を受け入れます。 

② 保護者各自迎えにより、１８時３０分まで預かり保育を行います。 

③ １６時３０分以降は、一人当り一日２００円の延長預かり保育料を納付していただきます。 

幼稚園でおやつを用意して配ります。１６時３０分までは無料です。 

④ 研修会等の特定の日は、事前に申し込みをいただいた方に限り、お預かりします。 

２．夏期預かり保育（夏休み中の保育日） 

① 通常保育日と同じ保育時間で、バス通園の方にはバス送迎があります。 

② 夏期預かり保育は無料です 

③ 夏期預かり保育日の延長預かり保育は、通常保育日と同じ要領となります。 

④ 教育日数に入りません。 

３．特別預かり保育（春休み・夏休み・冬休み・卒業後・行事の振替休日） 

① 朝７時５０分から１８時３０分まで、保護者各自の送迎により預かり保育を行います。 

② 一人当り一日５００円の特別預かり保育料を納付していただきます。 

③ １６時３０分以降は、延長預かり保育料として２００円を追加で納付して頂きます。幼稚園で

おやつを用意して配ります。 

④ お弁当は、各自家庭でご用意していただきます。 

⑤ 教育日数に入りません。 

４．特別延長預かり保育（新年度当初） 

① ４月の午前保育期間中の預かり保育にあたります。 

② 午前保育終了後、１３時から１８時３０分まで保護者各自でお迎えに来園下さい。 

③ 一人当り一日４００円の特別延長預かり保育料を納付していただきます。 

④ １６時３０分以降は、延長預かり保育料として２００円を追加で納付して頂きます。幼稚園で

おやつを用意して配ります。 

⑤ お弁当は、各自家庭でご用意していただきます。 

⑥ 特別延長預かり保育は、教育日数に入りません。 

５．休業日預かり保育（ノーかばんデ―） 

① 休日となる土曜日（月に１回程度）に、朝７時５０分から１３時まで預かり保育を行います。 

② バス通園の方にはバス送迎があります。ただし、研修会等の特定の日は、保護者各自の送迎 

になり、バス送迎はありません。 

③ 休業日預かり保育は無料です。 

④ 教育日数に入りません。 

 

子育て相談 

岐阜県私立幼稚園連合会より認定を受けた子育て相談員の教諭が５名在籍しています。ご相談の

ある方は事前にご連絡下さい。 

 



未就園児のみなさんへの子育て支援 * 

１．プチメイツ （親子あそびの会） 参加費無料  

未就園の小さいみなさんとお母さん達のあそびの会を、年５回開いています。 

造形・運動・集団あそびにミニシアター、保健師さんの子育てワンポイントアドバイス、育児相

談があります。 

２．まめっこクラブ （幼稚園開放） 参加費無料 毎週火曜日の午前中 

未就園のみなさんに幼稚園を開放しています。自由にあそんだり、専任子育て支援教諭による体

操や紙芝居・手あそびで楽しみます。 

３．まめっこサタデー（幼稚園開放） 参加費無料 土曜日の午前中（月１回） 

未就園のみなさんに幼稚園を開放しています。幼稚園のお友だちや先生と一緒に、自由にあそび

ましょう。 

 * 新型コロナウイス感染症に係る緊急事態宣言等の期間は、活動を取り止めています。 

 

 

満３歳児クラス はな組開設 （次ページを参照してください） 

満３歳より幼稚園に入園できます。基本的な生活習慣を確立しながら、温かい人のかかわりを大切

にあそびを楽しんでいます。 

 

 

芥見幼稚園内保育園 ひなたぼっこ 

子どもを安心して生み育てられる社会づくりの支援として、芥見幼稚園内に保育園「ひなたぼっこ」

を開設しています。 

働くお母さんの支援としてはもちろん、お母さんの時間が少し欲しい方、同年齢の友だちとふれあ

う機会を探している方など、お子様の発達、成長を一緒に支え、地域の子育て支援の場として、活

用して頂ければと考えています。概要は以下の通りですが、詳細はお尋ね下さい。 

☆ 対 象 児 満１歳から満３歳の誕生月の月末までのお子様 

☆ 保育時間 ９時～１６時（土曜日・特定日等の午前保育日は、１２時３０分迄） 

☆ 経  費  ＊月極保育 入園料  ５，０００円（入園申込時） 

＊月極保育 保育料    ３１，５００円（月額） 

＊一時預かり保育 保育料 ２，１００円（日額） 

              （午前保育日） １，０５０円（日額） 

☆ そ の 他 就労証明等は必要ありません。送迎は保護者各自でお願いします。 

昼食及び間食は、ご家庭からお弁当・おやつを持参していただきます。 

 



 

 

きみは どんないろのはなに なるのかな 

令和５年度 芥見幼稚園 満３歳児クラス  

 

 

 

芥見幼稚園では､『子どもは社会の宝』と受け止め、子どもを安心して生み育てられ  

る社会づくりの支援として、「満３歳児クラス・はな組」を開設しています。  

働くお母さんの支援として・子ども同士が育ちあう環境として、この地域の子育て支援 

活動・幼児教育を一層充実させています。  

このクラスは、誕生日を迎えたお子様より入園していただくクラスです。  

入園する時期にかかわらず、入園申込みの受け付けをした方から籍の確定をさせていた 

だいています。 

関心をお持ちの方は､幼稚園へお問い合わせください。  

見学や詳しいご説明をさせていただきます。  

 

＜満３歳児クラスの概要＞  

 

     ☆ 入園時期   満３歳の誕生日を迎えた日以降入園できます。 

     ☆ 対象生年月日 令和２年４月２日～令和３年４月１日生まれ 

     ☆ 保育時間   平常保育時間は、午前１０時より午後２時３０分です。  

預かり保育（７時５０分より１８時３０分）を利用できます。  

     ☆ 入園受付   令和４年７月１日から受け付け開始します。  

     ☆ 申し込み方法 入園申込書に、入園申し込み料（検定料）５，０００円を添え  

申し込み下さい。 

     ☆ 保育内容   １ あそび中心の保育です。  

    ２ 満３歳児としての基本的生活習慣を培います。  

     ３ 友だちとなかよくあそべる環境を構成します。  

     ４ 家庭的な空間と集団生活で感じ取れる人との温かい 

かかわりを大切にします。  

     ☆ クラス担任  専任教諭が担当します。  

     ☆ 保育室    はな組 満３歳児専用教室です。  

（遮光カーテン・畳敷きコーナー・乳幼児用机、椅子、家具等設置） 

     ☆ 経費     年少（３歳児）クラスと同様に無償化・奨学金制度の対象となります。 

        （園納付金・無償化のページを参照して下さい）  

     ☆ 教材・用品  入園当初教材費 ７，１６０円 

用品（スモック・帽子・上靴袋・体操服は園児と同じものです）  

     ☆ 預かり保育  年少（３歳児）クラスと同様です。               

（在園児の預かり保育のページを参照して下さい） 

 

 

 

 

 

 



 

 

お母さん達の願いと子ども達のこころに寄りそう 

芥見幼稚園の満３歳児クラス 
 

幼児期につけたい人として｢生きる力｣の基礎を育てます 
★同世代の子ども同士ふれあい､ 人とのかかわりを深めたいな  

おしごとでも母親としても輝いていたい願いに応えます 

                      ★子育てをしながら､ 社会で活躍したいな 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 入園案内 
 

芥見幼稚園（あくたみようちえん） 
〒５０１－３１３３ 

岐阜市芥見南山 3丁目 1番２７号 

電 話 ０５８－２４３－２２６６ 

F A X ０５８－２４３－２２４５ 

https://www.akutami.ac.jp/ 


