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育つを支える
子どもが主役の幼稚園

『子どもの「やりたい」を大切にした、のびのび保育』
子どもたちが楽しくのびのびと幼稚園生活を送ることができるように…
子どもの未来を見据えて「生きる力の基礎」を育むことができるように…
札幌第一幼稚園では、「子どもの主体性を育む幼児教育」を進めていきます。
そのためには、
第一にさまざまな人との関わり、自然との関わり、ものとの関わり、生き物との
関わりなど、様々な環境を通して子どもの「やりたい」気持ちを育てていきま
す。
第二に、子どもの「やりたい」ことが実現できるような環境構成や保育者の適切な
支援を行っていきます。
第三に、子ども同士や保育者との関わりから「もっとやりたいこと」をみつけて、
主体的・協働的に活動する子どもを育てていきます。

札幌第一幼稚園 園長 菅井 留美子

本園は昭和29年に３００坪のリンゴ園を改装し、園児130名・職員5名で開園しました。
令和元年度には創立６５年を迎えました。半世紀以上の歴史を受け継ぐ幼稚園です。



のびのび
あそぶ

教育目標

・認め合い 助け合い 育ち合う子ども
・自ら気づき 感動と考えを表現する子ども
・感謝の気持ちと命を大切にする子ども
・粘り強くがんばり 未来を切り拓く子ども

テーマ
『子どもの「やりたい」をたいせつにしたのびのび保育



あそび
いろいろ

子どもたちにとって「あそび」こそが学びのおもちゃ箱。
幼児期の子どもにとって、もっとも必要な経験や学びがつまっていま
す。自分が「やりたい」と思うことに夢中になって遊ぶことで、「挑戦す
る力」「もっと知りたい、やってみたいと思う力（探究心）」、「じっく
り考える力（思考力・集中力）」が育ちます。
また、自然に子ども同士が関わり合って遊ぶことで「友だちと協力しな
がら頑張る力」「難しいことにも挑戦する力」そして、嫌になったり辛く
なった時にも諦めることなく「粘り強くやり遂げる力」が育ちます。
札幌第一幼稚園では、さまざまな「あそび」や「生活の中での直接体
験」を通して未来を生きるために重要な力を育てていきます。

毎日、好きな場所で好きなお友達と
いっしょに思い思いの遊びを楽しみ
ます。

「絵本は子どもの言葉と心を育て
る」という観点から、毎日絵本に触
れ、想像力や表現力を育みます。



保育室 絵本ルーム 屋上水遊びコーナー

季節を感じながら、自然とのか
かわりの中で育つ豊かな感性や
発見する喜びを大切にします。

幼児期の運動は、身体や体力だ
けでなく脳や神経系の発達にも
大きく関わる重要な要素です。
「頑張る姿勢」「あきらめない
心」を育むことにも繋がりま
す。

遊びながら「音」に親しみ、子
どもたちが本来持っている音楽
への好奇心を目覚めさせていき
ます。みんなで表現することを
「楽しい！」と感じ、その気持
ちを共有する体験が創造性や豊
かな感性を育みます。

外国人の先生や外国の行事な
どに触れ合うことで、多様な価
値観や文化を知り、自然な形で
国際感覚を身につけ英語に親し
みを持つことができるようにな
ります。

「なんでも触ってみたい！」
「自分でやってみたい！」とい
う子どもの興味を大切に様々な
素材に触れています。



自然に親しむ四季折々の活動を保育の中に取り入れています。
あそびを通して自由な発想・可能性を引き出します。

５月
●防災訓練
●たね芋植え
●スイートコーン

種蒔き
●内科検診
●親子遠足
●誕生会

６月
●歯科検診
●誕生会

７月
●保育参観日
●お楽しみ会
●年長特別保育
●誕生会
●園長懇談会

９月
●芋掘り
●運動会
●防災訓練
●誕生会

10月
●動物園遠足
●観劇会
●交通安全教室
●誕生会

11月
●生活発表会
●誕生会

12月
●おもちつき
●クリスマス会
●誕生会
●個人懇談週間

１月
●坂すべり
●誕生会

２月
●節分
●防災訓練
●お店屋さんごっこ
●保育参観日
●誕生会
●園長懇談会

３月
●お楽しみ会
●年長さん
ありがとうの日

●誕生会
●卒園式
●修了式

年間行事は毎年、カリキュラムに合わせて変更になります。

８月
●スイートコーン

収穫
●誕生会

4月
●入園式
●誕生会
●個人懇談週間



8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

登園

昼食

帰りの会

降園

あそび

朝の会

クラスの活動

11:45～ 昼食
お友達と一緒に楽しい昼食時
間を過ごします。月～木は給
食、毎週金曜日はおうちのひ
とが作ってくれた美味しいお
弁当です。

8:30～ 登園
子どもたちが元気にバスや徒
歩で登園します。
「おはようございます！」と
元気な挨拶から一日が始まり
ます。

あそび
「今日は何をして遊ぼうかな？」とワ
クワクしながら、園庭や保育室、ホー
ルで好きな遊びを楽しみます。大きい
子も小さい子もみんなで一緒にあそぶ
ことで、思いやりの気持ちや、憧れの
気持ちが育まれ、あそびが大きく展開
していきます。

10:00～ クラスの活動
季節の遊びや、クラスの興味のあ
る活動、多種多様な活動を通し
て、みんなで楽しみます

朝の会・帰りの会
毎日、その日のお当番さ
んが進めます。歌を歌っ
てご挨拶。大きな声が園
内に響きます。

預かり保育



徒歩通園とバス通園の二つの方法があります。

◎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ください。やむを
得ない事情の場合は園までご相談ください。

◎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。

◎バスの送迎範囲は ホームページに掲載しておりますのでそちらをご確認ください。
◎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、一任しご承諾ください。

◎「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。）
◎幼稚園前の道路は駐車禁止です。長時間の駐車はできませんのでご理解ください。

昼食は(月)～(木)までが給食、(金)がお弁当となっています。
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。
アレルギーの相談対応も行っておりますのでご相談ください。

本園では、食後の歯磨きは行っていませんが、園医と相談の上、うがいを徹底する事で虫歯予防に

努めております。

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

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
並行して専門の機関にも通って頂くなど、保育時間を短縮する等の配慮をさせて頂く場合があり
ます。

PTA執行部を中心に子どもたちが楽しく幼稚園生活を送るための活動を行なっています。
保護者及び教職員を会員とし、行事のお手伝いや企画・運営を行います。

http://www.kodomo-kyusyoku.com/


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
を行なっています。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くなり、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。

※預かり時間 月曜日～金曜日
（朝8:00～ 帰り原則18:00までとし、緊急の場合のみ18:30まで）

※料金 30分100円 18:00以降は別途料金（200円追加）
上限金額 １ヶ月/12,000円

新２号認定の場合は札幌市より補助があります。（上限１日450円）
※15:00頃おやつの提供があり、15:00以降のお迎えの場合は１日５０円加算されます。
※夏・冬休み中は8:00～18:00まで利用可能で、お弁当持参又は給食を選んでいただきます。
（給食 １食350円）
※新２号認定の方は４月１日よりお預かりいたしますが、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いたします。

令和4年度

園 長

教務主任

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

６名

4名

4名

4名

2名

3名

年長3クラス（担任3名）

年中3クラス（担任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1名補助1名）



入園手続時

年額

年額

年額

月額

（Ｒ4年度実績金額）

納入費用

入園準備金

教 材 費

保 育 料

給 食 費

施設設備料

PTA会費

バス代

入園手続き時 20,000円

1年保育／20,380円 2年保育／16,320円
3年保育／16,250円 4年保育／15,710円

幼児教育無償化により無料
※（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歳未満のお子様は給食費込みで24,000円/月 （R4年度実績金額）

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。 (R4年度目安）

年額 2,400円

月額 2,900円年額 20,000円（R４年度実績金額）

※給食費・施設設備料・教材費・４年保育保育料に関しては、値上げを検討中です。
※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。
※月額の費用（給食費・バス代・４年保育保育料）に関しては、一年間にかかる費用を月額で
算出しているため日割計算はいたしません。

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）

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

R2.4.2～ R3.4.1生まれ 25名

60名

若干名

若干名

〈願書配布予約〉 令和4年10月10日(月) 9:00~
令和4年10月13日(木) 16:00（インターネット予約）

〈願書配布〉 令和4年10月14日(金)   9:00~

〈入園受付〉 令和4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） 2,600円

〈入園対象児・募集予定数〉

納入費用 （下記の金額はR4年度実績金額です）

入園準備金

教 材 費

保 育 料

給 食 費

施設設備費

PTA会費

バス代

入園手続き時 20,000円

1年保育／20,380円 2年保育／16,320円
3年保育／16,250円 4年保育／15,710円

幼児教育無償化により無料
※（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歳未満のお子様は給食費込みで24,000円/月

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 2,900円年額 20,000円

※給食費・施設設備料・教材費・４年保育保育料に関しては、値上げを検討中です。
※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。
※月額の費用（給食費・バス代・４年保育保育料）に関しては、一年間にかかる費用を月額で
算出しているため日割計算はいたしません。

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）

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

R2.4.2～ R3.4.1生まれ 25名

60名

若干名

若干名

〈願書配布予約〉 令和4年10月10日(月) 9:00~
令和4年10月13日(木) 16:00（インターネット予約）

〈願書配布〉 令和4年10月14日(金)   9:00~ （検定料2,000円）

〈入園受付〉 令和4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 2,600円

〈入園対象児・募集予定数〉



令和5年度
4年保育『ぺんぎんぐみ』

●R2.4.2生まれ～R3.4.1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

R2.4.2～R3.4.1生まれ

25名

●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になります。

★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
了承ください。

●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月中旬～]通常保育となります。

※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。

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。

●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ください。

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。



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つあります。【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


