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3 第 3 章 

第３章 １年間の園生活について 

 

 入園にあたって、以下の用品をご用意ください。転入園の方は、以前の園で使われていたものでもかまいせん

が、大きさや仕様など、入園手続の際にご確認ください。 

 

●通園かばん（リュック型も可） 

・お弁当・コップ・タオル・こひつじノート（シール帳）・おたより袋がゆとりを持って入る大きさのもの 

 

 ●靴 

・通園靴 園庭や時には森の中でも遊びます。靴は足にあったもの、脱げにくく安全なもの、自分で脱ぎ履

きできるものにしてください（ブーツやかかとのないサンダル、草履やクロックスなどは不可） 

・上靴 外靴同様、足にあったもの、脱げにくく安全なもの、自分で脱ぎ履きできるものにしてください 

      ＊すぐにわかる場所に記名をお願いします 

●服装（制服・体操服はありません） 

・基本的に自由ですが、活動しやすく、脱ぎ着がしやすいもの 

・大きなリボンやフードの長く垂れ下がった紐などは、遊具や木の枝、三輪車の車輪などに引っかかる可能

性がありますのでご配慮下さい 

・下着、靴下などすべてのものに記名をお願いします。 

 

  ●傘（雨具が必要な時だけ持たせてください。レインコートだけでも可） 

・傘はそれぞれに名前を記入する箇所がありますが、傘立てにさして一番上にくる持ち手の部分にも記名を

お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●スモック 

・粘土、絵の具、その他の造形活動等で着用します。着脱しやすく洗濯のできるもの。フックにかけられる

ように首周り後中央にひもをつけておいてください  

 

 

第１節 持ち物・入園にあたって用意していただくもの 

 

 

 

ひも 
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●ハンドタオル 

  ・タオルかけに掛けられるようにひも（長さ 12cm程度） 

を輪にしたものをつけてください。タオルは毎日取り 

替えますので予備をご用意ください。 

 

 

●コップ（水筒不可） 

・持ち手のついたこわれにくいもの、安定して置けるもの（陶器は不可） 

・水にぬれても名前が消えないようにご注意ください  

・コップを入れる巾着袋（大きさにゆとりのあるもの）もご準備ください。 

 

 

 

 

 

 

・安全、衛生面に配慮して園で沸かしたお茶をいつでもコップについで飲めるようにしていますので、日々

の保育では水筒は必要ありません。園外保育や運動会の練習時期など、保育活動で水筒を必要とする場合

はお便り・メール等でお知らせします。 

 

 ●ランチョンマット（おやつ・お弁当の時に使用します） 

・布製でタテ 20㎝、ヨコ 30cm 程度の大きさ 

 

 

 

 

 

 

 ●弁当箱・弁当袋 

・弁当袋は自分で出し入れができるように巾着やボタン、スナップやファスナーでとめるものをご用意くだ

さい。年長組になると、ナフキンで包むことにチャレンジします。 

 

 ●座布団 

  ・以下のようなものをご用意ください。綿のカバーをつけて名前は表にはっきり書いてください。 
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 ●絵本袋 

  ・毎月末に翌月の月間絵本を持って帰ります。その他、製作物や大きめの手紙などがある時も絵本袋を

使います。常に幼稚園に絵本袋があるように、絵本袋を持って帰った次の日には、必ず幼稚園に持って

きておいて下さい。年中、年長組では図書貸し出しの際にも絵本袋を使用します。 

 図書貸し出しについては【→第 4章 第 3節】 

 

 

 ●おたより袋（園で用意いたしますので、後日代金を徴収させていただきます。） 

  ・手紙を持ち帰る際に使用します。翌日には園に持ってくるようにお願いします。手紙のない日には園で預

かります。卒園まで使用します。 

 

 ●園章・名札 

  ・たて７ｃｍ×よこ５ｃｍ位の厚みのある布（フェルト等）を用意しそれに園章、名札をつけてください。

（書きにくい場所ではありますが、園章の裏、ネジの裏に油性のペンで名前を書かれることをお勧めしま

す。）入園礼拝、クリスマス礼拝、Love&Peace コンサート、卒園礼拝の時には、園章と名札つきのフェル

トをつけ、普段の園生活では、園章つきフェルトはかばんに、名札は服につけてください。名札は毎日つ

けてください。どのクラスのお子さんも、全職員で覚えるように努力しています。 

 

 

 

 

 

 

 

●帽子 

・熱中症予防・紫外線対策のためにも帽子をかぶってきてください。指定はありません。運動会の季節（9、

10月）には、赤白帽子を購入していただき、保育活動の中で使用します。普段はそれぞれの帽子を着用

ください。 

・必ずはっきりと記名をお願いします。 

 

●クレパス（１６色：一本ずつに記名をお願いします） 

  ・特に規定はありませんが、幼稚園でも用意しておりますのでお買い求めください。 

 

 

制作道具について 広島女学院ゲーンス幼稚園では おどうぐばこ はありません。 

     個人で準備いただくのはクレパスとはさみだけです。その他、粘土や糊、画用紙やセロ 

テープなどは、各クラスに備えて、必要に応じていつでも使用できるようにしています。 

 

 
●上記のおたより袋や園章・名札・クレパスの他に、はさみ・保護者用名札・預かり保育用ＩＣカード・出

席ブック・聖書（大人用）・その他の『入園保育用品』については、後日、別紙にて購入申し込みを受け付

けます。 
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第２節 個人懇談・発達相談について 

 

子どもやご家庭と少しでも早く信頼関係を築くために年度始めに、担任と全園児保護者との個人懇談を

行っております。2学期にも希望者を対象に行いますが、送迎の際の立ち話や電話等ではゆっくり・じっく

りお話しできないこと、園生活でお困りのこと等ございましたら、いつでも懇談をお受けいたします。担任

もしくは園長までお申し出ください。 

 私たちの園では、子どもたちのありのままを受け止めて保育をしております。様々な個性を丸ごと受容し

てまいりますが、幼児期は発達の個人差が大きい時期です。個性なのか、支援を必要とする子どもなのか、

判断が難しい状況も多々あります。広島市では、1歳半・３歳児検診の他、５歳を迎える前（年中児を対象）

に発達相談（希望者のみ）を行っており、その取り組みについて、幼稚園を通して各家庭に周知徹底するよ

うにとの通達を受けております。広島市からの案内が園に届きましたら、速やかにお知らせいたします。 

園生活を充実したものとするためにも、また進級や就学の準備のためにも、そして何よりその子がその子

らしく生きるために、検診等で医師より発達に課題があるとの診断を受けられた場合や、保護者の方が個人

的に子育ての難しさや心配を抱えておられる場合などがありましたら、担任もしくは園長にご相談くださ

い。幼稚園は、療育専門施設ではありませんが、公立・民間の相談センターや療育施設等と連携を図りなが

ら、広島女学院ゲーンス幼稚園ならではの、その子らしい生活環境を整えていきたいと思っております。ま

た、以下の専門の先生との支援ネットワークもあります。必要に応じて発達相談をお受けすることができま

す。 

 

 

園と直接つながっている専門家 

 

① 広島女学院大学幼児教育心理学科 教員 

発達心理や障がい児教育を専門とし、広島市療育センター他、公的機関とのパイプ役となってく

ださる教員（山下 京子氏）がおります。日頃は大学にて学生の指導に当たっています。大学の

授業のない時間に面談を受けることも可能です。（要予約） 

   

  

② 発達ルームそら代表 河村暁（さとる）先生 （博士：心身障害学・発達障害・学習障害）隔週

金曜日・午前中に来園し、実際に保育の中に入り込んで子どもたちとふれあい、保育者の子ども

理解や保育活動上の指導・援助の仕方について指導いただいております。面談を受けることも可

能です。（要予約） 

  

 

 どちらの支援活動も園の教育活動の取組です。園内で行う面談に関しては無料ですが、学外でのカウンセ

リング等は実費が必要となります。 
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第３節『ファミリーデイ』について 

 

月に一度の土曜日を、家族が親子で一緒に幼稚園で遊ぶ日『ファミリーデイ』としています。自

由参加の日（課外活動）と、教育活動（出席日数にカウントする日：下線あり）とがあります。 

ぼうけんのもりでの自然観察会やゴミ拾い、牛田山散策、伝承あそび、コンサートなど、園で企

画したプログラムを楽しんだり、ペンキ塗りや樹木の伐採、草抜きやそうめん流しの竹の樋づくり

等の作業をしていただいたり、また、夏祭りや秋の行事の運動会や秋祭り遊びランドも、ファミリ

ーデイ行事と位置付けております。 

 
 

  《時間》 ９：３０～１１：３０（＊印の行事は時間帯がことなります） 

    ●プログラムを月ごとにお知らせし、毎回参加希望を募ります。 

    ●自由参加です。 

    ●必ず保護者の方が（ご家族そろって、兄弟姉妹ももちろん大歓迎） 

     ご一緒に参加して下さい。 

    ●９：３０から礼拝・その日の活動の説明などをいたしますので 

遅れないようにお集まりください。 

 

今年度の（あくまで）予定 

  4月 自然観察会         10月 ＊運動会 

  5月 川と池の生き物観察会    11月 ＊遊びランド 

6月 園庭で遊ぼう        12月 自然観察会 

7月 水遊びを楽しもう！         １月  伝承遊び 

（7月は、夏休み中に園庭開放します）     2月  寒さなんか吹き飛ばせ！ 

8月 ＊夏祭り             3月 自然観察会 

9月 敬老会・一緒に遊ぼう！ 
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第４節 保護者参加行事について 

保護者の方の参加行事は以下の通りです。おおよその時期と内容をお知らせしますが、年度ごと

に見直しているため、変更の可能性もあります。太字下線は親子登園日（バス運休）、波線は課外活動（自

由参加）、その他は通常保育日に行うものです。 

保護者参加行事一覧表 

時 期 行 事 会 場 時間帯 概要 

4月 10日頃 入園礼拝 各保育室・ホール  10:00～11:30 入園児保護者のみ参加 

4月第 2週～末日  個人懇談 各保育室 保育終了後 担任と日時を調整して一人 15分程度 

4月第 3金曜日 クラス会 
みぎわ会総会 

各保育室 

ホール 

9:00～11:30 総会前に、クラスで自己紹介・役員決定 

みぎわ会総会（役員紹介、事業報告、会計報

告、クラブ活動紹介他） 

5月第 3・4金曜 親子遠足 中央公園（変更にな

る場合もあります）  

10:00～12:30 現地集合・現地解散、クラスごとに公園散策

やゲーム、昼食等 

5月第 4・5日曜 日曜参観 各保育室・園全体 9:30～11:30 保護者の方 1名 

6月下旬～7月上旬 クラス懇談会 広瀬文庫 10:00～11:30 保育時間内に、各クラス担任とクラスの全保

護者 

8月第 3・4土曜 夏祭り 園全体 16:30～19:00 自由参加の活動 卒園生、地域の方への園開

放 職員による出店、ゲストステージ 

9月～11月 保育参加 各クラス・園全体 10：00～11：00 担任と調整した希望の 1 日の保育参加 1 日

に 3名以内 

10月第 1・2土曜 運動会 広島女学院大学グラ

ウンド 

9:30～12:00 家族参加、観覧 

11月第 3土曜 あそびランド 園全体 9:30～12:00 

13:00～15:30 

保護者、卒園生、地域の方への園開放及び参

加型プログラム 

12月第 3週 クリスマス礼
拝 

広島女学院大学砂本

記念講堂 

15：30～17：00 保護者登園 親子でプレゼント交換 礼拝 

園児による降誕劇 

1月下旬 保育参観日 各保育室・園庭等 10:00～11:30 2，3日に分けて、希望する保護者 

2月 14日前後 Love&Peace  
コンサート 

広島女学院大学砂本

記念講堂 

10:00～11:45 全園児親子登園 現地集合・現地解散 子ど

もたちの歌のコンサート ゲストステージ 

2月上旬～中旬 クラス懇談会 ひろせ文庫 10：00～11：30 保育時間内に、各クラス担任とクラスの全保

護者 

2月第 3週 みぎわ会臨時
総会 

ホール 10:00～11:30 次年度の会長・副会長の選出他 

3月第 1週 お別れ会 各保育室・ホール・

園全体 

9:45～12:45 進級、卒園を前に、感謝とお別れの会 親子

登園 

3月 18日頃 卒園礼拝 ホール・各保育室 10:00～11:30 卒園児保護者のみ参加 

月ごとの園の定める

日 

誕生日会 各保育室・台所他 9:00 もしくは

9:30から、片付

けまで 

月ごとに誕生日会を実施 お子様の誕生日

会の日に、保護者 1名参加でおやつ・ランチ

づくり、祝会と片付け 誕生日会は『年間行

事予定表』『月のおたより』にてお知らせ 

 

 7 月には年中・長児希望者対象にプール教室を行う予定です。課外の活動であり、園バスの運行はなく、保護

者送迎・付き添いとなります。プール教室の前後に、数日間の「夏のファミリーデイ」の計画もあります。プー

ル教室の実施状況により、計画は変更となる場合もあります。運動会等の行事は、近隣の小学校（早稲田・牛田）

と日程調整しておりますが、他の地域の小学校の行事と重なる場合もあるかもしれません。ご了承ください。 
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第５節 保育料等納入について 

 

保育料等は、広島信用金庫牛田支店より「自動振替」で納入していただきます。後日お渡しいたします『広島

信用金庫口座開設のお願い』をご確認の上、『学費等預金口座振替依頼書』を広島信用金庫牛田支店に提出してく

ださい。毎月の納入額は下記のとおりです。よろしくお願いします。＊2015年度まで現金にて徴収しておりました『お

やつ代』は、2016年度より保育料と一緒に引き落としさせていただきます。ご了承ください。 

 

月 納入金額 自動振替日 備  考 

保育料等 預かり利用料   

4月 
・ 
5月 

   54,600 
ﾊﾞｽ往復（62,200）ﾊﾞｽ片道（57,900） 

4 月分は 4.5 月分保
育料等と一緒に引落
し 

 
5月 16日 

月額 

 保育料  23,000 

教材費   3,000 

みぎわ会費 800 

おやつ代  500 

（バス往復） 3,800 

（バス片道） 1,900 

 

 

※12～3 月は暖房費

として月額  +750 

 

8月バス利用料なし 

 

 
6月 
 

   27,300 
ﾊﾞｽ往復（31,100）ﾊﾞｽ片道（29,200） 
 

 
5月分を引落し 

 
6月 15日 

7月 〃 6月分を引落し 7月 15日 

8月 27,300  ﾊﾞｽ利用料引落しなし 7月分を引落し 8月 15日 

9月    27,300 
ﾊﾞｽ往復（31,100）ﾊﾞｽ片道（29,200） 

 
8月分を引落し 

 
9月 15日 

10月 〃 9月分を引落し 10月 17日 

11月 〃 10月分を引落し 11月 15日 

12月    ※28,050 
ﾊﾞｽ往復（31,850）ﾊﾞｽ片道（29,950） 

 
11月分を引落し 

 
12月 15日 

 

1月    ※28,050 
ﾊﾞｽ往復（31,850）ﾊﾞｽ片道（29,950） 

 
12月分を引落し 

 
1月 16日 

2月 
・ 
3月 

   ※56,100 
ﾊﾞｽ往復（63,700）ﾊﾞｽ片道（59,900） 

１月分を引落し 
 

 
2月 15日 

預かり保育利用料 3 月

分は利用最終日に職員

室窓口で現金にて精算 
3月 なし 2月分を引落し 3月 15日 

 

・バス往復・片道（ ）はバス利用者納入金額です。 

・納入日が銀行の休業日の月は翌営業日とします。 

・バス利用の申込み・変更（往復⇔片道）・中止・休園の申し出は、変更希望月の前月 25日までにご連絡をお

願いします。（25 日を過ぎると、翌々月より変更となります。）【例：6 月からバスを申し込む場合、5 月 25

日までに各担任宛てご連絡をお願いいたします】 

・預かり保育「さくらんぼルーム」を利用された場合は利用分に応じた利用料を合わせて引き落とします。預

かり保育「さくらんぼルーム」の利用料は、利用月の最終日に締め、翌月上旬に「利用明細」をお渡しいた

します。引き落としは翌月 15 日（保育料等と合算）となります。3 月分の預かり保育「さくらんぼルーム」

の利用料は、利用最終日に職員室窓口で現金にて精算していただきます。 

 


