
募集のしおり 

令和4年度 



※本冊子は入園前に「必ず」お読み頂き、ご理解 ・ ご協力下さる様お願い致します。	

・自分らしさや子供のやりたい気持ちを大切にします。 

・様々な体験や人とのかかわりの中で子供ひとりひとりの自信と思いやりの心を育み
ます。 

・のびのび遊べる安心安全な環境づくりに努めます。 

 

健康な体と勇気を持ち	

困難に立ち向かう力を持つ子	

みんなと仲良くあかるく	

のびのびと行動できる子	

物事をよく見、よく考え	

善悪の判断ができる子	

命の大切さや思いやり	

いたわりの気持ちを持てる子	

　本園では幼稚園教育要領 5 領域（健康 ・ 人間関係 ・ 環境 ・ 言葉 ・ 表現）に基づき、年

齢に応じた特色豊かな教育課程を立て、入園から修了に至るまでの、長期的視野をもっ

て、子どもの可能性を引き出す教育を行っています。幼児期は生涯にわたる人格形成を培

う大切な時期です。本園では子ども一人 ひとりの特性を踏まえながら、幼児期にふさわし

い環境を通し、多種多様な経験の中から、人格形成の基礎を育てることを大切に教育をし

ています。 

	

	



夏の制服 
（麦わら帽子） 

スモックとカラー帽子 

 
 
 

幼稚園では制服を脱いで過ごします。 
服装は自由ですが汚れても良い活動しやすい服装を着用させてください。 

 

下記の物は、排泄・ 着脱・ 活動時にお子さんが不便を感じる為避けて下さい。 

 ジーンズ（きついもの）・丈の長いスカート・ベルト・サスペンダー・ロンパース 
 

運動あそびの日は、スカートやジーンズ等は避け、動きやすい服装にして下さい。 
（髪の長いお子さんは結ぶようにして下さい。） 

 
 

女の子の髪飾りについては、危険な物は避けて下さい。 
（ヘアピン ・ カチューシャ・ 角のある物・ 割れたり壊れやすい物は 

帽子着脱時や活動の妨げとなりますのでご遠慮下さい。） 
※マニキュアを塗っての登園も禁止です。 

全ての衣服に一つ一つ必ず名前を記して下さい。 

	

	

冬の制服 
（制服＆制帽） 



①  お弁当実施日は、原則として金曜日です。 
②  夏場の食中毒発生時期は、加熱調理した食品を使用し、保冷剤を入れて下さい。 
③  肉類及び魚介類を調理した包丁まな板等は、ノロウイルス等が付着している場合がありま

すので、熱湯等でよく洗い流してから使用しましょう。 

●	

●	

お子さまの苦手な食べ物を入れるときは、はじめのうちは‶ほんの少し″にして下さい。 

お弁当の量は、はじめのうちは少なめにして、お子さまが食べやすいように工夫して下さい。 

給食は、幼稚園専門こども給食センター株式会社から届きます。 
食の事や、アレルギーの相談対応も行います。担任の先生と栄養士さんに 

ご相談下さい。 

献立は毎月おたよりでお知らせします。 
 

こども給食センター http://www.kodomo-kyusyoku.com 

持ち物 ランチマット ・ 箸 ・ フォーク ・ スプーン ・おしぼり 

持ち物 お弁当 ・ ランチマット ・ 箸 ・ フォーク ・ スプーン ・ おしぼり
を 袋に一つにまとめて下さい。 

※ 本園では、食後の歯磨きは行っていませんが、園
医と相談した結果、うがいを徹底する事で虫歯予
防に努めております。 

 



通園の際は交通ルールを守り、交通安全を心掛けて通園しましょう。お子様とは玄関で、速やかに別れるようにしま
しょう。 
自家用車での通園の方は、正門前の駐車はご遠慮下さい。バス送迎やバス到着出発時、園児の登降園の　 

妨げとなり、大変危険です。 
幼稚園前の道路は駐車禁止です。長時間の駐車は出来ません。（近くに交番あり） 

自転車での通園の方は交通ルールを守り、事故防止の為、幼児用ヘルメットを着用し、十分に安全を留意して

通園しましょう。 
事故防止の為、通園時 ・ 降園時の園庭遊びはご遠慮下さい。ご理解 ・ ご協力をお願い致します。 

お迎え時間に遅れない様、十分に注意ください。　　　　	

●	

●	

●	

●	

●	

●	

【徒歩通園　登降園時間】 
	
※クラス編成により、登降園時間を設定させて頂きます。 
 
	
	
	
	
	
	
◎基本登園時間前に登園を希望する場合は8：00よりクラス登園時
間まで預かり保育（有料、30分100円）をご利用頂きます。 
尚、クラス保育終了後から基本降園時間までは徒歩担当職員がお子
様をお預かり致します。 
 
◎徒歩・バス通園共に年度の途中で通園方法の変更は出来ませんの
でご注意下さい。やむを得ない事情の場合は園までご相談下さい。 
 

登園時間 降園時間 午前保育 

1コース ８：３０ １４：００ １１：３０ 

2コース ９：００ １４：３０ １２：００ 



子ども達の疲労・健康の為に乗車時間を短くし、保育時間を長くする事を留意しています。 

●  本園では、子ども達の安全確保をすること、子ども達の集中力が高まる午前中の保育時間を出来る限り確保

することを基準としてバスコースを編成しております。 
●  新入園児や卒園児の状況によって毎年送迎ルートが変わります。その為、進級時には、バス停 ・ 時刻 ・ コ

ース ・ バスが変わることもありますので、一任しご承諾下さい。 
●  「バス停」は出来るだけご自宅近くに設置しますが、送迎ルートや進行方向・道路の状況によっては、向かい側

の道路や大きな道に設置致します。必ずご自宅前に設置する事は、お約束できませんので、ご理解ご了承の

程、お願い致します。（次のバス停までの距離が約50ｍ～150ｍ程度の場合は中間点に設定させて頂きま
す。） 

●	

第一幼稚園では午前保育 ・ 午後保育の呼び名があります。 午後

保育→送りＡ 
午前保育→送りＢ 
特別時刻→必要に応じて設定します。 

●	

●	

●	

●	

●  子ども達のより良い保育の充実を図るため、スムーズな送迎が出来る様ご協力をお願い致します。 
 

※地域によって、乗車時間の増減があります。ご了承下さい。 
※予定時刻にお越し頂いていない場合、朝のお迎えの際は連絡無しで通過します。帰りの送りの際は、お子様を幼稚園まで乗せて帰
ります。戻る際は通過の旨を連絡致しますので園までお迎えをお願い致します。 
尚、お迎えにお越し頂くまで幼稚園にてお預かりします。その際、預かり料金がかかります。預かり時間は園に戻ってきた時間から

ではなく、預かり保育スタートからの時間となります。 

豊平区・白石区・中央区の一部区域	

通園バス　送迎範囲について　　　　　　　　　　　	
	
	

【バス通園　登降園時間】 
バス1コース 　8：30登園　13：30降園              
バス２コース　9：30登園　14：15降園 

※バスを利用せず直接登園又はお迎えに
来る際の時間となります。 
バスを利用せず、左記以外の時間に登降
園する場合は、預かり保育（いちご組・
有料）をご利用ください。 

通園バス　送迎範囲について　　　　　　　　　　　	
	
	

札幌市　　　　　　　　　　　	
	
	

●	送迎範囲 

豊平区・白石区一部・中央区一部 

※詳しい地図はホームページに記載してありますので、ご覧ください。 



本園では保育前と保育終了後、専任の担当者が午後の生活にふさわしい環境を整え、預かり保育を行
います。 
預かり保育は家庭的な雰囲気の中、満3歳児～5歳児までの園児が兄弟のように関りを持ち、大きい子
が小さい子の面倒をみるなど、子ども同士の繋がりが強まり、上手なコミュニケーションの取り方を

学べる場でもあります。 

預かり保育実施時間 
　 

預かり保育実施日 
月～金曜日（休日を除く） 

連絡方法 
「れんらくアプリ」 にて各自お申し込み頂けます。 
　　　　※アプリ申込み時間外は原則申し込みは出来ません。 

	
	

	

	

料金 
30分１00 円  ※18:00以降は別途料金 （200 円追加） がかかります。 
上限金額  1 ヶ月 /１２,０００円（上限一日450円）新2号認定の方は札幌市からの補助があります。 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
  

おやつ 
　　１５ ： ００頃、 おやつを提供します。 
※１５：００以降のお迎えとなる場合は、おやつ代として1日50円が預り料金に加算されます。 
夏・冬・春休みの預かり保育 
長期休み は８ ： ００～１８ ： ００まで利用可 　 
お弁当持参か、 給食をお選び頂けます。 
代休日には預かり保育はありません。 
※給食は 1 食350円 （税込） 

●	

●	

●	

●	

●	

※原則18：00まで、緊急の場合のみ18：30までお預かり可能 

朝 徒歩1コース 8：00～8：30 バス1コース 8：00～8：30  
※バス到着
ま
で　　　　　　　　　 

徒歩２コース 8：00～9：00 バス2コース 8：00～9：30 

帰り 
午後保育 

徒歩1コース 14：00～18:00 バス1コース 13：30～18:00  
 
※バス 
出発時刻か
ら 

徒歩2コース 14：30～18:00 バス2コース 14：15～18:00 

帰り 
午前保育 

徒歩1コース 11：30～18:00 バス1コース 11：00～18:00 

徒歩2コース 12：00～18:00 バス2コース 11：45～18:00 

預かり保育の名称 
・朝いちご→朝の預かり保育 
・いちご→保育後からの預かり 

新入園児の4月の預かりは慣らし保育終了してからとなります。 ●	

新２号の方は4月1日からお預かりしますが、新しい環境のため、短時間から慣らしていただ
くようご協力お願い致します。 

●	



●  ＰＴＡとは、子ども達が楽しく幼稚園生活を送るため、また会員同士が親睦を深めるための

会です。 
●  会員とは全園児と保護者及び教職員であり、会員同士が協力して、子ども達の健全な成長

をはかる事を目的としています。 
ＰＴＡ執行部（会長 ・ 副会長 ・ 書記 ・ 会計 ・ 監査） 

令和2年度の活動予定だった係 
※ＰＴＡ活動として、下記の係に分かれ、年に１回活動して頂きます 

 
 

運動会に関する 
手伝い 

（全学年共通） 

競技係 

園児係 

会場係 

片付け係 

テント設営係 
 
テント撤収係 

図書係 

PTA手伝い係 

図書ルームにある 
絵本の補修 

整理などの手伝い 

PTA活動で必要なお手伝い 
・水遊びの着替えの手伝い 
・行事の取材　など 

本園では特別支援のお子様の受け入れを行っていますが、幼稚園は集団生活になりますので年
齢に応じた自立が出来ていることが前提となります。 
入園前のお子様の様子、発育の様子によっては入園を判断させて頂くことがありますのでご了
承ください。 
また、入園後発達に気になるところがある場合は、保護者の方と相談の上幼稚園と並行して専
門の施設にも通園して頂く、保育時間を短縮するなどの配慮をさせて頂く場合があります。 

特別支援について 

令和2・3年度は新型コロナウイルス感染症対策のため実施しておりません。 
 



新型コロナウイルス対策について 

本園で行っております感染対策をご紹介いたします。 

①マスクをしよう　②手洗い・うがい・消
毒をしよう　③距離をとろうの３つのお約
束を表示して子ども達が目で見て確認でき
るようにしています。 
 

各お部屋の手洗い場が密にならないように、
足元に表示を付けて順番を待ちます。 

園内にアルコール消毒をおき、活動後の
消毒を徹底しています。 

トイレの入り口にアルコール消毒とペーパー
タオルを置き、年長・中は子ども自ら、年
少・４年保育は先生が使用前に消毒をします。 

食事の際は仕切り板をおき、各テーブル
４名までの人数制限をしています。 
また、黙食を基本としています。 

日々の消毒はアルコール消毒液を使用。 
週に１度園内を次亜塩素酸消毒しています。 

【その他、本園で行っている感染予防対策一覧】 
①教員・園児のマスク着用 
②手洗い・うがいの指導 
③換気の徹底 
④毎朝の検温の徹底(職員・園児) 
⑤園庭・ホール使用クラスの制限 
⑥着席時の園児同士の距離をとる 
 



年少 
めろん組 

保育園 
更衣室 

＊クラス名は R3年度のものです。 

　　　　ぺんぎん組（4年保育） 

こども  
階段 

こども 
階段 

内玄関 外玄関 

大人階段 

大人階段 

小規模保育 
札幌じけい保育園 

未就園  
親子教室 

保育園調理室 

年長 
ひまわり組 

年長 
たんぽぽ組 

年長 
ばら組 

職員室 

職員室 

会議室 
事務室 

会議室 

ホール 

ステージ 

音楽室 

年中 
うさぎ組 

年中 
こあら組 

絵本ルーム 
オープン 
スペース 

年中  
ぱんだ組 

Ｗ・Ｃ 

Ｗ・Ｃ 

年少 
ばなな組 

年少 
りんご組 

こども  

階段 　　　　　　いちご組（預かり保育） 

Ｗ・Ｃ 

大人階段 



納入費用 

入園準備金 

入園手続時	

年額	

教　材　費 

保　育　料 

給　食　費 

施設設備料 

PTA会費 

バス代 

年額	

月額	年額	

月額	

入園手続き時　　20,000円 

1年保育／29,940円　　2年保育／16,300円 
3年保育／16,230円　　4年保育／14,910円 

（Ｒ3年度目安金額）	

令和元年10月より幼児教育無償化が実施されると無料となります。 
※（4年保育）満3歳以上・誕生月の翌月から無料になります。 
※（4年保育）満3歳未満のお子様は24,000円/月（給食費込み） 

月額　4,000円 
※（4年保育）満3歳以上・誕生月翌月から4,000円/月	
※（4年保育）満3歳未満のお子様は給食費が保育料
に含まれています。	

年額　2,400円 

月額　2,400円 年額　20,000円 

※毎月27日（休業日は翌営業日）に口座から振替となります。 
※各費用を滞納すると、退園を通知・勧告いたします。 
※入園準備金の軽減措置制度があります。くわしくは本園へお問合せください。 

令和４年度　〈入園対象児・募集予定数〉 

1年保育（年長・5歳児） 

2年保育（年中・4歳児） 

3年保育（年少・3歳児） 

4年保育（満3歳児） 

H28.4.2～H29.4.1生まれ 

H29.4.2～H30.4.1生まれ 

H30.4.2～H31.4.1生まれ 

H31.4.2～R2.4.1生まれ 25名 

96名 

若干名 

若干名 

〈願書配布予約〉　令和3年10月15日（金）0：00～12：00（インターネット予約） 
〈願書配布〉　　　令和3年10月15日（金）13：00～ 
 
〈入園受付〉　　　令和3年11月1日（月）9：00～ 

年額 

主食　1,500円 
副食　2,500円 

進級費 年額　10,000円 

【制服代（購入者のみ）】　・制服(冬）　3,800円 
　　　　　　　　　　　　　・制帽(冬）　2,100円 
　　　　　　　　　　　　　・制帽(夏）　2,900円 



職員構成（令和　3年度） 

園　長 

相談役 

担　任 

未就園児保育 

預り保育 

フリー 

事　務 

バス運転手・校務員 

専門講師 

1名 

1名 

2名 

4名 

4名 

4名 

2名 

3名 

年長3クラス（担任3名補助3名） 

年中3クラス（担任3名補助3名） 

年少3クラス（担任3名補助3名） 

4年保育1クラス（担任2名補助1名） 

【入園取り消しについて】 
 
入園手続きを済まされた後に、入園を取り消しをする場合はすみやかにお電話で申し出ください。なお、3月31日までに申し
出た方で、転勤などで送迎バス区域外への転居のため取り消しする場合は取り消し手数料（5,000円）を差し引いて入園準備金
をお返しいたします。それ以外の理由では返金できませんのでご了承ください。制服・教材用品は未使用に限り、取り消しが
できます。 
①転出証明書　➁入園許可書　➂制服・教材用品(未使用に限る）④印鑑（認印）を持参し、3月末までにお願いいたします。 
	



令和4年度 
4年保育『ぺんぎんぐみ』 

H31.4.2生まれ～R2.4.1生まれのお子様を対象とし、お子様のみでの保育となります。 
（４・５月の慣らし保育期間は親子保育・分散短時間保育です。） 

年少組へ進級する際には、新入園児のお友達をリードできるような成長が見られ
るよう丁寧に見守りながら保育をしていきます。 

集団生活の初めの一歩として、早い段階から幼稚園に通園することで園生活に慣れると共に、基本的な生活習慣を身につけます。 

4年保育 
ぺんぎんぐみ 

対象年齢 

募集予定人数 

保育時間と 
通園方法 

入園について 

特別支援に 
ついて 

Ｈ31.4.2～R2.4.1生まれ 

25名 

9:30～13:25　※次年度変更する場合もありますので、ご了承下さい。 
 
●通園は徒歩通園を基本とします。 
　誕生日後、バスを利用する場合は、そのバスの時刻によって 
　登降園時刻が変わります。 

幼稚園教育要領により、保育時間は年齢にあわせた配慮に
基づき設定しています。 

●慣らし保育について 
 [4・5月]親子保育・分散短時間保育からスタートし徐々に保育時間を
延ばしていきます。 
 [5月下旬～]通常保育となります。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

★バス通園・保育時間外の預かり保育利用について 
   誕生日を迎えた月の次の月からの利用となります。 
※誕生日前の利用は学事課の規定により出来ませんので、ご了承下さ
い。 

●４年保育のお子様は満３歳（誕生日を迎えた月の次の月）に
なった時点で入園扱いとなりますが、全員4月からの登園をお
願いします。入園式は、ぺんぎん組のみのミニミニ入園式を行
います。3年保育進級時に、新入園児の方と一緒に一日登園と
入園式参加となります。 

●本園では特別支援のお子様の受け入れを行っていますが、幼
稚園は集団生活になりますので年齢に応じた自立が出来ている
ことが前提となります。入園前のお子様の様子、発育の状況に
よっては担当者との相談で入園を判断させて頂くことがありま
すのでご了承下さい。 



令和4年度 未就園児親子クラス 

　未就園児を対象とした親子クラスです。就園前のお子様が、親子で楽しくあそびながら幼稚園の雰囲気
に触れることができます。「幼稚園って楽しいな」「お友達とあそびたいな」という心の芽生えがはじま
る2～3歳の子どもたちが集団生活をスムーズに送れるよう援助したり、少しでも安心して、入園できるよ
うお手伝いしたりします。少しずつお子様が自立へ向かう姿をじっくり見守って頂きながら幼稚園入園準
備を整えることができます。 

未就園児親子クラス 

対象年齢 

場　　所 

定　　員 

期　　間 

時　　間 

内　　容 

費　　用 

保 育 日 

そ の 他 

次年度、本園に入園を希望している方        
2歳児（H31.4.2～R2.4.1生まれ） 

※原則、本園バス区域にお住まいの方 

本園１階　未就園児保育室 

4クラス（各10名）計40名 

令和4年5月～令和5年2月 

火・水・木・金曜日のいずれか　 

10:00～11:30 

朝の会・帰りの会（ご挨拶／お返事／歌）・ふれあいあそ
び・ごっこあそび・製作あそび・運動あそび・手遊び・絵本
紙芝居・パネルシアター・水あそび・いもほり遠足・バス遠
足・ハロウィンパーティー・クリスマス会など 

入会時5,000円（入園手数料含む） 
保育料（月額）2,500円 
※入園手続き料+入会金には保育活動内の保険料、教材費、名札、園外保育時のバ
ス代などが含まれています。 

●月の行事によって、曜日や時間が変更になることがあります。 
●小さな弟妹も、一緒にご参加いただけます。 
●お申込み、お問い合わせは、お電話：011-811-4181（未就園担当まで） 



令和3年度 未就園児イベント 
本園をよく知っていただけるよう、入園前のお子さまと保護者の皆様を
対象にさまざまなイベントをご用意しております。 
ご近所のお友達とお誘い合わせの上、お気軽にご参加下さい。 
また、子育てのご相談もお受けします。 

幼稚園1・2歳児イベント 
「にゃん にゃん ひろば」 

対象年齢 

場　　所 

定　　員 

時　　間 

内　　容 

開催日時 

申込み 

H29.4.2～H31.4.1生まれ      1・2歳児　無料 
　　　　　　　　 （2歳児は本園未就園クラスに入会していない方）    

本園3階ホール 

各回　25名 

前半　　 9:50～10:40 
後半　　11:00～11:50  

1・2歳児のお子様を対象にした親子クラスです。 
いろいろな遊びを親子で楽しみましょう。 

年５回（予定） 
詳細はホームページ上（http://daiichi-k.ed.jp/）でお知らせします。 

要予約　（ホームページからお申込み下さい。） 

体験入園 園開放 　	

対象年齢 

日　　時 

受　　付 

持 ち 物 

対象年齢 

日　　時 

受　　付 

申込み 

持 ち 物 

先生やお友だちと保育体験をします。 幼稚園であそぼう！ 

H28.4.2～R2.4.1生まれ 
無料　 

H28.4.2～R2.4.1生まれ 
無料　 

令和2年  9月18日(土） 
　　　　10月2日(土） 毎月1回開催しています。 

日程はホームページをご覧ください。 

本園3階　ホール 
本園3階　ホール 

お子さまの上靴、 
保護者の方の上靴、スリッパ
飲みもの、マスク着用 

上靴（親子）・飲みもの 
帽子(日よけ）・マスク着用 

※開催日時等の詳細はホームページ上（http://daiichi-k.ed.jp/）でお知らせします。	

メールマガジンにご登録ください。 
未就園イベントの最新情報を配信します。 

要予約 
（ホームページから 
　お申込みください。） 

10:15～11:15の間の 
好きな時間にお越しください。	

1回目　 9:00～10:15 
2回目　10:30～11:45 

申込み 要予約 
（ホームページから 
　お申込みください。） 



ご来園時の注意事項 
 
本園では、子ども達の安全確保を最優先に考え 
ご来園の皆様にさまざまなお願い・ご注意がございます。 

正門前・園の入り口付近は駐車禁止です。たとえ短時間でもバス送迎や園児の登園,交通の妨げになり、
近隣住民のご迷惑になります。絶対にしないでください。 
本園に駐車場はありません。ご来園は公共交通機関などをご利用ください。 
自転車でお越しの際は、園舎に向かって右側・裏口横の駐輪場をご利用ください。スペースに限りが
あるため、なるべく詰めて駐輪いただくようお願いいたします。 
園内に自転車を放置することは大変危険ですので、ご遠慮ください。 

●玄関でのご注意 
※本園は不審者対策として玄関と園庭を常時ビデオカメラでシステムで監視し
ており、扉は常に施錠しています。園舎へのご入場は、インターフォンで「お
子さんのクラス名・ご氏名・ご用件」をお申し出ください。 
※インターフォンは２つあり、【幼稚園側】のインターフォンをご利用くださ
い。 
※園児の安全確保のため、玄関の扉は開けたままにしないでください。 
※ご退出の際は、玄関扉・右頭上のスイッチを押すと扉が解錠します。 
●そのほか 
※園内への飲食の持ち込み、飲食はご遠慮ください。 
 
●新型コロナウイルス感染症予防対策について 
※マスク着用でお越しください。 
※玄関に消毒液を用意してあります。 
※体調の優れない方は来園をお控えください。 

●駐車・駐輪について 


