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トキワ幼稚園



【体育あそび】 

「心もからだもたくましく」。発達に則した運動あそびを

通して、健全な心と体を養うとともに、決まりやルールを守

り、人に感謝できる子を育てます。 

【体育あそび】 

「心もからだもたくましく」。発達に則した運動あそびを 

通して、健全な心と体を養うとともに、決まりやルールを守る 

り、人に感謝できる子を育てます。 

 

      【リトミック】 

音楽に合わせてからだを動かすリトミックは、子どもたち

のリズム感、集中力、創造力を育てます。また、音楽能力を

高めるとともに、心身の発達の調和を促します。 

【和太鼓】 

永い伝統の上に育まれてきた和太鼓の遺産を伝承し、ふる

さと意識を育てていきたいと考えます。太鼓の技を学ぶとと

もに、挨拶等の礼儀作法も身につけます。 

教育目標 
○ たくましく自主的な子 （自律、自立性） 

○ 表現力豊かな子 （自己表現） 

○ 仲間と伸びる子 （人と関わる力） 

【絵本の読み聞かせ】 

「今日は何の絵本かな？」。毎日の担任の読み聞かせの 

時間をとても楽しみにしています。自由な翼を広げ絵本の 

中の冒険を楽しむ子どもたち。その時間が豊かな想像力と創造力を育てます。毎週 

金曜日には、絵本貸し出しがあり、好きな絵本を自分で選んで持ち帰ります。生涯の 

友となる絵本に出会えますように。 

【食 育】 

地産地消で安全な食材にこだわり、バランスのとれた栄養

価の高い給食を作ります。温かくておいしい給食がみんな大

好き。感謝の気持ちを持っていただきます。 



 １日のながれ 

８：３０～ 登   園 朝のあいさつ、持ち物の片付けをします。 

自由あそび 好きな遊びをして自由に過ごします。 

１０：００～ 体 操  砂場のおもちゃの片付けの後は、全園児で体操やフォークダン

スを楽しみます。

１０：３０～ 主 活 動 リトミック、体育あそび、製作あそびなど、カリキュラムに基

づいたクラスごとの活動です。 

１１：４５～  給      食 安全な食材で栄養のバランスのとれた当園の誇る手作り給食で

す。 

１３：１５～  自 由 活 動 戸外あそび、室内あそび、集団ゲームなどを行いますが、年長

児は文字あそび、鍵盤ハーモニカ等の活動がはいることもあり

ます。 

１４：００～   降 園 準 備  帰りの準備の後は、読み聞かせの時間です。 

  心が安らぐ大切なひとときです。 

１５：００～   降   園  通園バス１コースは２時４５分に 

出発します。徒歩児は３時のお迎えです。 

～１８：００ 預かり保育  おやつを食べて、専任の保育者と 

過ごします。（希望者、別途費用） 

1 年のながれ

４月 ☆入園式

☆親子遠足（年長児のみ）

５月 ☆保育参観

絵本貸し出し始まり

リトミック、体育あそび

始まり 

６月  ☆保育参観

☆学級懇談会

7 月  ☆納涼会  ☆個人懇談

お泊り保育（年長児）

８月  夏期預かり保育(希望者)

９月 老人施設訪問(年中児・年長児)

１０月 ☆運動会

遠足

おみせやさんごっこ

１１月 ☆育友会まつり

１２月 ☆リズムあそびの会

クリスマス会

  もちつき会 

１月    なわとび大会  

  こままわし大会 

２月   豆まき 

☆ことばあそびの会

３月  ひなまつり お別れ遠足(年長児)

１日進級  お別れ式

☆卒園式

☆印は、保護者の方に参加、参観していただく行事です。

※ 毎月一回、お弁当の日があります。

※ 二ヶ月に一回、お誕生日会があります。（誕生児の保護者のみ参加）
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■ 募集人員

満３歳児 （未満児） ３５名  （平成２９年４月２日～平成３０年４月１日） 

★誕生日の日から入園できます。詳細は、ＨＰ、または園までお問合せ下さい。

３歳児 （年少児） ８０名  （平成２８年４月２日～平成２９年４月１日） 

４歳児 （年中児） ※なし （平成２７年４月２日～平成２８年４月１日） 

５歳児 （年長児） 若干名 （平成２６年４月２日～平成２７年４月１日） 

■ 入園説明会 （3 歳児～5 歳児向け）

１０月 ４日（金） １０時３０分より 

場所…トキワ幼稚園ホール 

 ・入園のご案内一式をお持ち下さい。 

・お子さんと一緒にお越し下さい。落ち着いて説明をお聞きいただくために、別室でお

子さんをお預かりします。

・説明会は申し込みの必要はありません。

・４日に都合が悪く別日をご希望の場合は、ご連絡下さい。

■ 入園願書受付

１０月２１日（月） ８時１５分～９時３０分 

場所…トキワ幼稚園 新園舎ホール 

◎先着順ではありませんので、上記の時間にお越し下さい。

・願書提出後、簡単な面接を行います。

・入園を希望される方が多い場合は、申し訳ありませんが、通園距離をもとに判断させていた

だきます。

・入園の可否を後日、通知いたします。

 ＊在園児、卒園児のきょうだいのお子さんは優先的に受け入れいたします。 

■ 入園手続き

１０月２５日（金） ８時３０分～５時 00分 

場所…トキワ幼稚園ホール 

◎入園通知証と出願料 10,000 円を添えて、当日中に入園手続きを行って下さい。

・手続き後は、理由を問わず出願料は返金できませんのでご了承下さい。

・制服の採寸を行いますので、お子さんと一緒におでかけ下さい。

・２月の「一日入園」時に、代金と引き換えに制服、用品をお渡しします。

http://tokiwa-youtien.ne.jp/


 

■ 保育料 

   ★幼児教育の無償化により、毎月 25,700 円が無償。 

   ●無償化対象  → 保育料 25,800 円 

           → 入園料 20,000 円 ＊入園初年度のみ。 

     但し、年度途中の入園の場合は、入園料の一部負担が生じます。 

 

■ 保育料以外の毎月の経費について 

  ●無償化対象外 →  給食費…3,100 円（主食費 320円、副食費 2,780 円） 

           → 育友会費…350 円 

           →※通園送迎費（バス利用代）…2,900 円 ※利用者のみ 

  ＊給食費について 

 ・年収３６０万円未満相当世帯は副食（おかず代）の費用が免除。 

    ・全世帯の第 3 子以降は、副食（おかず代）の費用が免除。 

    

 ■ 初年度購入用品価格 ※令和元年度実績 

 制服…24,520 円（通園服、スポーツシャツ半袖・長袖、半ズボン、長ズボン、エプロン、通園カバ  

 ン、クレマン帽子、ＵＶカラー帽子） 

    用品…8,550 円（年少） 

    

 ■ 預かり保育について  

   （時間） 

・通常保育終了後の預かり保育 ➡ 午後３時 00分～午後６時 00分 

・長期休み中の預かり保育   ➡ 午前８時 00分～午後６時 00分 

   

★預かり保育が必要と認定を受けた場合（２，３号認定）には、月額上限１１，３００円を上限として、無償化 

 されます。 

        

■ 通園バス 

可児市、多治見市区域を運行しています。バスのルートは在園児の状況によって毎年変わります。 

詳しくはお問合せ下さい。 

 

 

 

 

■ 満 3 歳児の受付について 

入園説明及び受付➡10 月 30 日（水） ＊わんぱくひろば 2 歳児の時に行ないます。 

・平成 29 年 8月 31 日生まれまでのお子さんで、9 月 1 日（火）までに入園を希望さ 

れるお子さんを受付けます。 

        ・9 月 1日生まれ以降のお子さんの受付は、4 月以降となります。 

               ＨＰ等で随時お知らせしていきます。詳細は園へお尋ね下さい。 
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