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「たのしい」がいっぱい♪
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看護師、体育教諭を
専属で配置。
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たのしい︕からすき︕
たのしい︕からできる︕



たのしい今⽇が、かがやく明⽇へ
⼦どもたちの「たのしい」がわたしたちの合⾔葉。
さかのうえようちえんでは、ひとりひとりの発達段階を⾒据えながら
今この瞬間のたのしさのなかに、明⽇へとつながる学びと育ちを⽬指します。
「⾃⼰表現」と「協調性」を学びの柱に、
⼦どもの⼒につながる活動と環境を整えます。
たのしい毎⽇のその先に、⽣きる⼒を。
⾃分の⼿で素晴らしい未来を築く⼒を培うことが、私たちの願いです。



当園独⾃のユニークな保育活動には、設備や材料⽤具が不可⽋です。
描画活動の画板、絵の具、ローラー、体育活動のマット、跳び箱、鉄棒、縄
跳び。⽊⼯活動のノコギリ、クギ、トンカチ。⾳楽活動で使⽤しているボックス
ホン、マラカスやトライアングル、クラベスやアゴゴベル、銅鑼やティンパニーな
ど、⼦どもが楽しく取り組めて、表現の幅を広げるために
本物の材料⽤具を整えています!
園庭や屋上、隣接したグラウンドなど様々な環境を
めいっぱい活⽤しながら、おうちではできない
貴重な体験を実現しています。

「豊富な材料」と「本物の道具」に注⽬!
ここでしかできない体験をたっぷりと!

季節や⾃然をもっと⾝近に味わうために、⾃然体験の⾏事を豊富に⾏ってい
ます。ミニトマト、枝⾖、じゃがいも、さつま芋の収穫体験をするほか、専⾨の
農家さんにお願いして、園内にイチゴやブルーベリーの畑を整備中です。特に、
年中から年⻑を通して⾏うしいたけ栽培では
「にがてだったけど、⾃分で育てたしいたけだからこそ
初めて⾷べることができた」といった嬉しい声が届きます。
動物は、モルモット、かめ、にわとり、鯉、カラフルな海⽔⿂
も。⼩さな命にふれる体験は、無⾔のうちに命への慈しみ
を教えてくれます。

たくさんの動物や植物に囲まれた環境
⾃然を、四季を、もっと⾝近に!

競争に負けると「⾃分はダメだ」という気持ちを持ってしまうことも。そこで、当
園の運動会はすべてチーム戦で⾏うのがポイント。
年に何度か⾏うリレーでは、⼦どものひたむきな姿と仲間同⼠の結束に感
動します。運動会をお⽗さん、お⺟さんが⾒にきてくれる秋シーズンは格別。
活動によっては、運動会が始まると「幼稚園いやだ︕」
と⾔われてしまうこともあると聞きます。当園は真逆で、
「明⽇もやりたい︕」と⾔ってもらえる運動会を⽬指し
ています。もちろん、しっかりとした運動量が確保し、
⾝体的な成⻑につながるように、体育教諭が競技
内容を設計しています。

運動って楽しい︕チームで勝ちたい!
「明⽇もやりたい運動会︕」

「園の⽅針や保育観がひと⽬でわかる」といわれる壁⾯製作は、教諭が製
作する例もあるようです。当園では、学期ごとに⼦どもたちが何を作るか話
し合って、⾊画⽤紙、模造紙、絵の具などを使って共同で製作するのが特
徴です。みんなで⼀緒に作品を作り上げて、ふだん⽣活する教室の壁に飾
る経験は、表現⼒だけでなく、協調性や⾃⼰効⼒感を育みます。
壁⾯製作を⾒ればどの学年が製作したか
⼀⽬瞭然。壁⾯製作は、それほど園児の
成⻑が如実に現れるもの。
ぜひ、来園された際には、教室内の壁⾯を
ご覧になってください。

成⻑が⼀⽬瞭然︕
必⾒!みんなで⼀緒につくった「壁⾯製作」

⼦どもが本当にたのしんでいるときは、家でも繰り返し再現する・・・・
わたしたちが⼼に留めている⾔葉のひとつです。発表会の活動がはじまると、
「家で謎の動きをしはじめました」、「毎⽇、相⼿役を頼まれます」という声が
届きます。それは、⼦どもたちが毎⽇、発表会で⾏う「劇あそび」をたのしんで
いる証。発表会が終わった後も、役を交代しながら何度もたのしむので、年
⻑児は卒園式当⽇ですら、⾳楽が流れると、すぐに役
に⼊ることができるほどです。⾳楽の⼒を活かして、
⼦どもたちがたのしみ、友だちと⼀緒に劇を表現する
発表会は、まさに⼦どもたちの成⻑の集⼤成です。

⼦どもたちの成⻑の集⼤成︕
「みんなが主役」の発表会

「絵⼿紙」は、壁⾯製作や描画活動とはひと味違い、表現の原点に⽴ち
返って、⼤切な⼈に「伝えたい」という⼦どもたちの気持ちを活かした活動です。
フェルトペンで描いた絵を⾃宅に持ち帰り、
どんな想いで描いたかご両親にお話してもらって
います。⼦どもの⼼理に即したテーマで描いている
ため、⼦どもたちは喜んでお話してくれるはず。
専⽤のフォルダーに⼊れた絵⼿紙は、⼊園から
卒園までの成⻑のアルバムにもなります。

伝えたい︕が表現の原点
「絵⼿紙」

当園では、⽂字が得意な⼦も、はじめての⼦も、⼀緒にたのしめる「ゲーム形
式」の「もじ・ことばあそび」を取り⼊れています。
⽂字が苦⼿だと、⼩学校に上がってから、劣等感を持ってしまうこともありま
す。当園の教材は、⼀度あそんだら、単元ごとに
⾃宅に教材を持ち帰り、親⼦で⼀緒にあそぶことが
できるのもポイント。ドリルのような反復練習や
教員主導の活動とは違い、ゲーム形式で進める
ので、いつも⼤盛り上がり!
⼦どもたちの知的好奇⼼が⽬覚めます。

はじめての⼦も、得意な⼦も、遊んで学べる︕
「もじ・ことばあそび」
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描画活動も、当園のユニークな活動のひとつです。⼀⾒、普通の「お絵描き」の
ように⾒えるかもしれませんが、年少から徐々
に経験を積み重ねられるように設計しています。
まずは、教諭がつくった数種類の絵の具からはじめ、
少しずつ、墨、コンテ、クレパスなど画材が増えて
いきます。年中から少しずつ混⾊をスタート。
年⻑では、個⼈持ちの絵の具を混⾊して
⾃分だけの⾊をつくります。経験を積み重ねて、
⼤⼈顔負けの⼦どもだけの表現を引き出します。

⾃分だけの世界を表現︕
「描画活動」

ここが

ユニーク! 「たのしい!」には、理由がある!
さかのうえようちえん独⾃のユニークな活動をご紹介します。
どれも⼦どもたちの「たのしい」を引き出すメソッドが満載♪

詳細
▶P.12
▶P.13



場当たり的な保育とは無縁!
「年齢により発達段階」と「経験の積み重ね」
をデザインした連続的なカリキュラム

当園のカリキュラムは、年間を通して、様々な経験が
積み重なるように計画されています。

園がカリキュラムを定めることで、新任からベテランの教諭
までクラスによる保育のばらつきが⼤きくなることを

防いでいます。次学期に予定している活動の研修を、
園内で定期的に⾏っています。

年間を通して、さらには⼊園から卒園まで
⼦どもたちの成⻑を⽀えるカリキュラムを

しっかり整えています。

⼦どもの意欲と表現を引き出す︕
「たのしい!」のは当たり前!

次につながる成⻑を織り込んだ保育活動
当園の活動は、⼀⾒「⼀⻫活動」に⾒えるかもしれません。
しかし、その内容は教諭主導ではなく、⼦ども⼀⼈ひとりが
⼯夫しながら参加できるように、そして、園児同⼠が
刺激を受けあえるような⼯夫や配慮が盛りだくさん。
教諭が必要以上に⼿や⼝を出してしまうと、

⼦どもの意欲や、⼯夫の余地を奪ってしまう危険も。
⼦どもたちの意欲と、表現の⾃由を引き出せるような活動を

しっかり準備して、研修を終えた教諭が⾏うことで
毎⽇、⼦どもたちの「たのしい!」が
クラスのなかに⽣み出されています。

看護師や体育教諭が常駐!

預かり保育の担当教諭が専任!

預かり保育
も、専任教

諭が⾏うこ
とで

⽬が⾏き届
き、ご家庭

との連携も
密に!

担任教諭は
放課後の時

間が空くの
で、

保育の準備
や研修に専

念できます
。

の声にこたえる

園児数よりも「園児数に対する教職員数」が⼤切︕⼿厚いフォロー体制
当園は、園児数が多いことから“マンモス幼稚園”といわれることもあります。
しかし、年少クラスは担当教諭２名。さらに、預かり保育担当教諭、フリーの教諭をそれぞれ複数配置。
他にも、看護師、体育教諭を専属で配置していることも、この規模ならではの強み。
お⼦さまの在園中の体調不良や怪我の場合は、看護師やフリー教諭が対応し、
⽇々の⼦どもの健康を⾒守ります。病院への受診が必要と判断した場合、保護者の⽅と相談のうえ、
教職員が病院までの付き添いをすることや、ご⾃宅まで園バス等でお送りすることもあります。
ひとりひとりへの対応が⾏き届くよう、規模が⼤きいからこそできる充実した体制を⽬指しています。

ケガや病気のときも速やかに対応!
天候など急な体育活動の変更も
臨機応変に対応できるのも魅⼒!

「マンモス幼稚園」では
⽬が⾏き届かない?!

ここが

ユニーク! 

「通いたい!」には、理由がある!
さかのうえようちえんのこと、もっと知ってほしい12のポイントをチェック!

ぜひ、幼稚園選びの参考にしてくださいね♪



英語でコミュニケーションが取れるようになるために!
充実の「SAKANOUEイングリッシュコース」

「コミュニケーションがとれる」といえるレベルで⾔語を⾝につけるには「絶対的な時間数」が必要だといわれています。
そこで、当園では「⼦どもが⺟国語として英語を習得していくプロセス」を研究して開発された「GrapeSEED」の
カリキュラムを採⽤し、放課後に週3⽇、ネイティブ講師によるレッスンを受講できる「SAKANOUEイングリッシュコース」を開設。
年少クラスは1⽇/30分、年中&年⻑クラスは1⽇/40分のレッスンで、ネイティブの講師によって「英語でコミュニケーションが取れる
ようになること」をねらいとして、レッスンを進めています。⺟国語を習得するプロセスをベースにしたカリキュラムですので、くり返し教え
込むのではなく、たのしみながら⾝につけられるように⼯夫しています。

※イングリッシュコースに在籍されていないお⼦さまも、年⻑クラスから週に⼀度、給⾷後にネイティブ講師と英語でふれあう時間を設けています。

GrapeSEED カリキュラムご紹介動画
https://vimeo.com/grapeseedjp/gsnewsaka
パスワード:gr550_saka 

LittleSEED カリキュラムご紹介動画
https://vimeo.com/grapeseedjp/lsnewsaka
パスワード:gr550_saka 

年少 年中 年⻑

曜⽇/週

時間/1回 30分 40分 40分

※レッスン終了後は、通園バスを運⾏しています。ご希望の⽅は⼊会時にお申し出ください。
※定員によりご希望に添えない場合があります。その際は、キャンセル待ちとなることもありますので、ご了承ください。
※保育費とは別に、⽉謝が必要です。家庭学習に活⽤いただける教材をご提供します。

保護者の⽅の悩みによりそう
スクールカウンセリング

さかのうえようちえんでは、毎⽉、プロの⼼理カウンセラーによる在園児限定の勉強会を開催しています。
育児に⼾惑ったり、さまざまなお悩みがおありの⽅もいらっしゃるかもしれません。勉強会では、プロのカウンセラーの知恵をお
届けするだけでなく、グループカウンセリング形式で質疑応答の時間を設けています。他の保護者の⽅と、カウンセラーとのやり
とりが、参加者全員の学びへとつながるように進めています。
⼦育てのお悩みをヒントに変えて、少しでも充実した家庭⽣活に貢献することで、ご家庭の幸せだけでなく、お⼦さまの健や
かな成⻑につながればと願っています。

スクールカウンセラー・倖野真(こうのしん)⽒
http://arcadias.jp

⽉・⽕・⽔
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GrapeSEED(グレープシード)とは︖
https://www.grapeseed.com/jp



●光触媒
教室、講堂、トイレなどの園舎内すべての施設、そして通園バス⾞内にも光触媒コーティングを施⼯しています。
光の⼒でウイルスを分解するもので、⼈体には害がありません。導⼊してから、インフルエンザによる学級閉鎖
が激減しました。また、奈良県⽴医科⼤学において、新型コロナウイルスへの有効性も確認されています。

●オートロックの設置&避難経路
安全のため、２箇所の⾨にオートロックを設置しています。不審者の侵⼊を防ぎ、園児が園外に出ることを防
ぎます。バス発着場はフェンスの囲いがされています。避難経路は２⽅向にあり、階段には園児の⾼さに合っ
た⼿摺りを設置しています。

●冷暖房完備＆バリアフリー
教室は段差、突起物をできるだけおさえた安全設計。全教室にエアコンを設置し、1Fの教室には、湿度を下
げずに室温をあげる床暖房を設置しています。冷暖房を完備することで、熱中症対策やウイルス感染対策を
⾏なっています。加湿機能付きの空気清浄機も全教室に設置しています。

●耐震&耐⽕構造の園舎
2016年に新耐震基準に従って園舎を改築。耐震、耐⽕構造の鉄筋コンクリート(⼀部鉄⾻)の建物です。
ワンプッシュで救急通報、園内の避難を促す消防設備を完備しています。年に⼀度をめどに、全園児対象に
した避難訓練や緊急時引き渡し訓練を実施しています。

●防犯カメラの設置
園内外の複数箇所に防犯カメラを設置し、万が⼀に備えています。

●保護者証の掲⽰
受け渡しミスや不審者侵⼊を未然に防ぐために、送迎(バス含む)やご来園の際に、保護者証の着⽤をお願
いしています。保護者証を着⽤されていれば、中学⽣以上の⽅、どなたがお迎えに来られても構いません。

●感染症対策の徹底
マスク着⽤、除菌、⼿洗い、毎⽇の検温、教室の換気と消毒など、独⾃の感染対策基準に基づいて、感染
症対策を徹底しています。全教室に⼆酸化炭素濃度計を設置し、換気状況を確認しています。園児や教
職員の検温に加え、⾏事の際は保護者の⽅にも検温と⼿指消毒にご協⼒をいただいています。

⼦どもたちの安全をしっかり守る!
安⼼の衛⽣管理&施設設備
全園舎、講堂、バス⾞内などあらゆる場所で⼦どもたちが安全に過ごせるように、衛⽣管理の徹底や、防犯＆防災
対策に努めています。

原則すべての平⽇で11時間実施
保育園に準じた「預かり保育」

お仕事
でも安⼼の
⽉極あり! ご⽤事やリフレッシュでもOK!

当園の預かり保育は、保育園に準じて、原則すべての平⽇（年間240⽇以上）で実施。保育時間は、朝7:20から終
了は18:20までと、11時間になっています。
預かり保育専任の教諭を配置したため、この開園⽇数、開園時間が可能となりました。
お仕事などにより、定期的に利⽤される場合は、⽉極での申し込みが可能です。新２号認定を受けられた場合、⾏政から
の補助⾦の対象となり、コースによっては、ご家庭負担分が０円となることもあります。
単発でのご利⽤は、前⽇の申し込みでもご利⽤いただけます。
ご利⽤の理由は問いませんので、お仕事に限らず、ご家庭のご⽤事やリフレッシュなど、ご家庭のご事情に合わせてご利⽤く
ださい。休園⽇での預かり保育でも、前⽇までの申込制で給⾷をご提供します。
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詳細
▶P.20



預かり保育(原則すべての平⽇で年間240⽇以上実施)

●延⻑保育 15:00〜18:20
●早朝保育 7:20 〜 8:20

●預かり保育 8:20 〜18:20 (※早朝保育 7:20〜)

当園には５台の送迎バスがあり、1台あたり3コースで合計15コースの通園バスが運⾏しています。
広域から通われるお⼦さまのために、できる限り送迎バスをご利⽤いただけるよう配慮しています。
⼀⽅で、⾛⾏時間が⻑すぎると、お⼦さまが疲れてしまうため、バスの台数を増やし、1コースあたりの時間が⻑くなり過
ぎないように配慮しました。ステーション送迎では、国分寺駅北⼝から徒歩3分にある連携施設「ふれあいえん」でお⼦さ
まをお預かりし、幼稚園まで送迎が可能です。駅前の利便性と、充実の幼稚園教育の「いいとこ取り」を実現しました。

ご家庭のご負担に考慮した
明瞭な費⽤体系

⾏事費や
施設費は

いただきません!

ご家庭と園をつなぐ
おたより

当園は、教諭の時間を確保し、研修や保育準備による保育の充実をはかるために、⼿書きのおたよりをなくしました。
毎⽉、クラス担任が活字で書いた「クラスだより」を通して、クラスの⼦どもたちの様⼦をお伝えします。また、幼稚園の活
動をまとめた「ニュースレター」、その⽉の予定を記載した「えんだより」を配信しています。
「クラスだより」と「ニュースレター」を⼀緒に読んでいただくことで、幼稚園の様⼦が⽴体的に⾒えてくるはず。
バス送迎の⽅は、幼稚園での様⼦を感じていただくために定期的にお迎えにお越しいただくのもおすすめです。
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詳細
▶P.18
▶P.21

詳細
▶P.19

預かり保育
専任の教諭が
います♪

園⽣活をはじめる際に必要となる費⽤は、⼊園⾦と、個⼈持ちの園服や教材の費⽤です。在園中の費⽤は、「保育
費、給⾷費、教材実費」のみとなります。通園バスや預かり保育、ステーション送迎、イングリッシュコースや課外教室な
どを利⽤された⽅は別途、その費⽤が必要となります。保育費は幼児教育・保育の無償化の対象となるため、例えば
国分寺市に住⺠票をお持ちの場合、2021年度の保育費のご負担は300円/⽉です。無償化の制度は、⾃治体に
より異なります。当園は、年に何度も園外保育に出かけていますが、園外保育を含め、保育活動の⼀環として⾏う⾏
事の⾏事費や施設費、寄付⾦などは請求しません。ご家庭のご負担を考慮し、明瞭な費⽤体系を⼼がけています。

⼦どもに無理なく、広域をまわる
バス送迎&ステーション送迎

1⽇保育&午前保育の場合

⻑期休暇・休園⽇の場合



充実の未就園児向けプログラム
スクスク教室&ふれあいえん

お気軽にご来園ください!
⾃由参観

幼児教育の世界では「⾏事保育」という⾔葉があるほど「⾏事のための保育」という⾒⽅が定着しています。
しかし、⼀歩間違えると、ふだんの保育が「⾏事のための準備期間」でしかなくなってしまうリスクがあります。当園では、ふ
だんの保育の充実の先に、保護者の⽅にもその機会を⾒ていただくという趣旨で⾏事を⾏っています。
そして、ふだんの保育の様⼦をご覧いただけるような⾃由参観も多く設けています。お気軽に⾜を運んでいただき、園児
たちの姿をご覧いただきたいという願いのもと「保護者の⽅も通いたくなる幼稚園」を⽬指しています。
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詳細
▶P.29
▶P.30

「スクスク教室」、「ふれあいえん」は、50年以上培ってきたさかのうえようちえんの幼児教育をベースにしています。
幼稚園⼊園にスムーズに移⾏できるよう⼯夫し、お⼦さまの経験が積み重なるように設計した独⾃のプログラム。

「スクスク教室」は、幼稚園⽣活に向けた経験、ご家庭への⽀援の⼀環として、充実した未就園児向けのプログラムを⾏っ
ている2歳児向けのプレ保育です。週に⼀度をめどに年間30回、9:30に登園し、お弁当をいただいてから12:30に降園
する形で、有資格者が保育を⾏っています。
「ふれあいえん」は、国分寺駅北⼝から徒歩3分にある内閣府所管の企業主導型保育施設です。ステーション送迎の拠
点としているほか、0歳9ヶ⽉からの乳児の保育や、1歳児からの⼀時預かりを⾏っています。
どちらも各ご家庭のライフスタイルに合わせて、⼊園前の経験をスタートしていただきたいと願っています。
また、⼊室&⼊園されたお⼦さまは、さかのうえようちえんの⼊園選考を優先してお受けいただける制度もございます。

いきいきした姿に成⻑を実感♪



わたしたちの⽅針

「やりたい!」という意欲と表現を⼤切に
得意で興味がある⼦も、はじめての⼦も、全員が意欲を持って取り組めるように
「間⼝が広く、奥が深い」活動を厳選し、経験が連続するように⼼がけています。

⾃⼰表現を通して、⼦どもたちは⾃⼰を確⽴していきます。
年齢に応じた、描画、⾳楽、⾝体表現の活動のなかで、⾃⼰表現を積み重ねられるように設計。

「⾃由保育」というと「決めないこと」だけがよしとされることもありますが
⼦どもの発達段階を踏まえて、表現の⾃由を引き出すことが⼤切。

⼀⽅で、教諭主導の指⽰⾏動となることがないように
⼦どもがみずから考えて、答えをつくりだすことができるように進めています。

「友だちとのかかわり」が育ちを加速する
ふだんの⽣活や活動のなかで、

⼦ども同⼠の交流が、より豊かになるように⼼がけています。
朝の会や⾷事の準備は、グループごとに当番制で⾏います。

また、異年齢交流の機会を増やすため、教室は学年混合に配置しています。
教育活動では、グループごとに共同で壁⾯製作を⾏い、運動会はチーム戦、

発表会も友だちと⼀緒に表現できるような形としています。
⼦どもにとって、友だちの存在はかけがえのないものです。

⼤⼈の⾔葉より、友だちとの関わり⽅が、⼦どもの刺激となることは決して珍しくありません。

「本物」に触れる体験を
好奇⼼旺盛で、感性がやわらかい時期だからこそ

「本物にふれる体験」を多く取り⼊れるようにしています。
⼦どもたちの成⻑の集⼤成である発表会の「劇あそび」では、クラシック⾳楽を中⼼に

⼦どもに適したドラマ性のある⾳楽を⽣演奏してもらいます。
描画活動では絵の具や絵筆、⽊⼯活動ではクギ、トンカチ、先端をカバーした
ノコギリを使うなど材料道具にも本物を使うことにもこだわっています。
⾃然体験では、近隣の畑で芋掘り、みかん狩りに出かけるほか、

園内農園でも野菜や果物を育てています。
本物には、⼦どもたちの感性に訴える⼒があります。
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幼稚園で過ごす時間は⻑いようにみえますが、⼊園から卒園までの時間は限られています。
限られた時間のなかで、⼦どもたちがたのしく、未来につながる経験ができるように、活動を厳選して取り⼊れています。

活動の取捨選択や、環境整備にあたって⼤切にしている⽅針は次の３つです。



⾝体表現活動
ハワイ⼤学のカール・ウォルツ教授が、⼦どもにモダン・バレエ

を教えるために開発したプログラムをベースに、
千⾥敬愛幼稚園の園⻑である⼩⾕隆真先⽣が開発した
活動です。バレエを習得するためではなく、⾝体を使った
表現活動として⾏います。年度のはじめは、⾳楽を使い

ステップをつくる活動や、クイズ感覚でたのしみ
⼯夫しながら⾝体を動かす活動からはじめます。

2学期からは、発表会で演じる劇あそびに展開します。
ストーリーを理解し、⾳楽のドラマ性を感じ、
表現を⼯夫しながらあそび込んでいきます。

⾳楽の⼒を借りて、役を替えて何度もあそんでいるのは
たのしんでくれている証です。

もじ・ことばあそび
⾔語教育学者の村⽯昭三⽒の考え⽅をベースに開発された

「もじ・ことばしりーず」を使⽤して進めています。
ドリルのような反復練習とはひと味違い
毎回、新鮮な喜びを感じられるように、

ルーレットやカードなど、ゲーム感覚で取り組めるのがポイント。
まず、年少はシルエットカードからスタートし、徐々に
ペアやグループになって⼦ども同⼠であそべる活動へと
発展。⼦ども同⼠で教えあえるのも魅⼒です。
バリエーションも豊富なので、飽きさせず、
たのしく取り組めて、気がついたら
⾃然と⾝に付くように進めています。

描画活動
⼩学校の図画⼯作の礎を築いたといわれる

⻄光寺享先⽣の考え⽅をベースとした活動です。
絵の具を基本に、墨やコンテ、クレパスなどの画材を
使い、⼤きな画⽤紙にのびのびと表現していきます。
年少では、形がシンプルで、⾊が鮮やかなテーマを
選び、教諭が絵の具を準備します。年中、年⻑では、
1⼈1セットの絵の具を⾃ら混⾊しています。
⼦どもたちの描画は、作品の展⽰会を⾏うほか、
年度末に1年間、取り組んだ作品を持ち帰ります。
また、絵を通して、⼤好きなご家庭の⼈にメッセージを
贈る「絵⼿紙」活動にも取り組んでいます。

造形あそび
造形あそびの主役である「壁⾯製作」は各クラスの

⼦どもたちが共同で⾏います。壁⾯をキャンパスに⾒⽴て、
⾊画⽤紙、模造紙、絵の具を使って作り上げます。
季節、⾏事に加え、⼦どもたちと話し合い

テーマを決めて作り上げる作品はどれも⼒作ばかり。
製作を通して友達関係を深め、⾃信にもつながります。
1学期は⽊⼯の材料⽤具にふれ、2学期からは⽊や
段ボール、廃材を使った造形活動にも取り組みます。
お店屋さんやテーマパークなど⼦どもたちが決めたテーマに
従って、教室の中に作品を作り上げ、保護者の⽅を
「お客さん」としてお迎えする⽇を設けます。

体育活動
常駐の体育教諭が体育活動を⾏うのも当園の強み。
各クラスの状況や、天候に応じて柔軟にスケジュールを

調整しながら体育活動を展開しています。
まず、⾝体を動かすことそのもののたのしさを感じること
からスタート。鉄棒や縄跳び、跳び箱といった
体育器具を取り⼊れた活動へと進んでいきます。

運動会やリレー⼤会はチーム対抗で⾏うことで、意欲を
持って取り組めるだけでなく、チーム内での絆が深まり、
友だちの気持ちを理解することにもつながります。
夏季には園内のプールで⽔泳指導を⾏います。

プールへの恐怖⼼をなくし⽔に親しむことから始めます。

⾳楽活動
⾳楽感覚が鋭い⼦どもたちが年齢に合わせてたのしめる

さまざまな⾳楽活動を実践しています。
⽇々取り⼊れている歌唱活動。⾳楽療法の考え⽅に
基づき、ハンドドラムなどの楽器を架け橋に、
コミュニケーションを深める楽器あそび。

さらに、箱型の⽊琴「ボックスホン」を使⽤し、
ドイツの作曲家カール・オルフの考え⽅に基づいた演奏活
動を⾏います。⾳楽独特のルールの「かたさ」を感じさせな
いように、⾳楽を習っている⼦も、はじめての⼦も、

たのしく演奏できるように、専⽤の楽譜を使って進めます。
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教育活動の紹介
さかのうえようちえんでは、たのしさのなかに、学びと成⻑が織り込まれた活動を取り⼊れています。

教諭が⼀⽅的に進めるのではなく、⼀⽅で放任するわけでもありません。
発達段階をみつめ、ひとりひとりが意欲を持ってたのしみ、表現し、⼦ども同⼠の関わりが⽣まれるように設計しています。

明⽇のためではなく、今⽇のための保育を。今⽇のためだけではなく、明⽇につながる保育を⽬指しています。



室内あそび
教室内では園が計画した教育活動に加え、

⾃由あそび、ゲームあそび、季節や伝統⽂化のお話の
時間を設けています。ままごと、ブロックなど、隙間時間も
⼿持ち無沙汰にならないように、安⼼して遊べる
環境を整えています。少⼈数の⽣活グループでは、

発表をしたり、給⾷の準備をしています。
新学期では、グループ内のお友だちと交流しはじめ、定期的
にグループ替えを⾏うことで、友だち関係を広げます。

絵本&紙芝居
⽇々の園⽣活のなかでは、積極的に絵本や紙芝居を読
む時間を設けています。物語の世界にふれることは、⼦ど
もたちの⼼の成⻑や興味、関⼼を育てるために
⽋かせません。また、絵本や紙芝居であれば

⾔って聞かせなくても、⾃然と集中して聞くことができるので
「⼈の話が聞ける⼦ども」に育ちます。⽣活習慣も、
⼦どもたちがたのしい経験を積み重ねることで、

⾃然と⾝につくことを⽬指します。

屋外あそび
園庭には広場だけでなく、アスレチックや砂場、築⼭、

鉄棒、ブランコなど幼稚園ならではの
⼤型遊具がたくさん♪

晴れていれば、1⽇に⼀度は屋外に出て
ダイナミックに外あそびをたのしみます。

動物&植物にふれあったり、⾍やトカゲを探したり、
思いっきりごっこ遊びをたのしんだり、
⼦どもたちのエネルギーが輝きます。

⾃然体験
園内農園で農作物や果物を育てたり、近隣の芋畑や

栗林に出かけて収穫体験を⾏っています。
お友だちといっしょに園外に出かけることは
⼦どもたちにとって⼤きなたのしみのひとつ。

⾃然とのふれあいは、無⾔のうちに⼦どもの感性を育み、
⼦ども時代の⼤切な思い出の1ページになります。
園内には様々な植物やモルモット、鯉や海⽔⿂など

動物&植物がいっぱいです。
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1学期は「経験の時期」として、アラカルト的に様々な活動を経験できるように活動を進めていきます。
2学期から3学期にかけて「充実の時間」として、体育活動、造形活動、⾝体表現活動など、活動ごとに深くあそび込んでいき
ます。いきいきと活動に取り組む⼦どもたちの姿は、⾃由参観に加え、運動会(体育活動)、造形あそび(造形活動)、発表会
(⾝体表現活動)など、お⼦さまの成⻑を実感していただけるような機会を設けています。

かずあそび
2021年度の年少からスタートした「かずあそび」は、
ジャン・ピアジェ博⼠の認知発達理論に基づいて

開発された活動です。
シルエットカードと連動した⽴体パズルを活⽤。

形の認識をしてから、徐々に⼤きさと⻑さ、⾯積や量と
いった概念にふれながら、ゲーム感覚であそびます。

まいにち、たのしい♪



4⽉
⼊園式/始業式
保護者会
体育参観(⻑)

⼊園&進級記念写真撮影
引き渡し訓練

6⽉
⼟曜参観・個⼈⾯談
プラネタリウム⾒学(⻑)
じゃがいも掘り(中)
塗りたくりあそび
プール開き

5⽉
保育参観
リレー⼤会
健康診断

7⽉
お泊まり保育(⻑)
⽔泳指導参観
⾳楽参観

8⽉
夏季保育
⼣涼み会

9⽉
敬⽼の⽇の
お⼿紙投函

10⽉
運動会

学年別運動会
さつま芋堀り(少&⻑)
卒園写真撮影(⻑)

11⽉
体育参観(少&中)
みかん狩り(中)
描画展⽰

1⽉
獅⼦舞鑑賞
発表会活動参観

12⽉
造形最終参観
クリスマスお楽しみ会

2⽉
発表会

3⽉
リレー⼤会

縄跳び⼤会(⻑)
お別れ遠⾜(⻑)
卒園式&修了式

⾏事スケジュール
野菜の収穫やプラネタリウム⾒学をはじめとした知性と感性を刺激する体験活動、
運動会、発表会、造形参観などクラスみんなで作り上げていく⾏事が盛りだくさん!

近所への園外保育や、⽊⼯活動、信楽焼など、ここに書かれていないイベントもあります。
⾃然と⽂化にふれて感性を刺激し、⾏事で創造性と協調性を育んでいきます。

毎⽉のお誕⽣⽇会には、ぜひ⼀緒にお祝いにいらしてください。
※過去に⾏った⾏事の例です。感染対策や、活動予定の構成により変更となることがあります。

14



1⽇の保育の流れ

登園
早朝保育（7:20〜）
バス送迎/保護者送迎
朝の⽀度・⾃由あそび

屋外遊び

あさの会
朝のごあいさつ▶歌唱▶お話やゲームあそび

教育活動

●⾳楽活動
●体育活動
●⾝体表現活動
●もじ・ことばあそび
●描画活動
●造形あそび
●⾃然体験
●絵本&紙芝居
●室内あそび
●屋外あそび

給⾷
お当番さんによる準備▶給⾷の歌（年少初期のみ）
▶おかたづけ▶絵本の時間

教育活動
●⾳楽活動●体育活動●⾝体表現活動
●もじ・ことばあそび●描画活動●造形あそび
●⾃然体験●絵本&紙芝居●室内あそび
●屋外あそび●英語あそび（年⻑のみ）

かえりの会
おかえりの準備▶おかえりのうた（年少初期のみ）
▶おかえりのごあいさつ▶⾃由あそび

降園
お迎え・バス送迎・
延⻑保育（〜18:20）

8:20

9:30

10:00

10:30

12:00

13:00

13:45

15:00

15

詳細
▶P.12
▶P.13

14:00



園内MAP

さくら1
園児/35名
教諭/1名

ばら1
園児/35名
教諭/1名

さくら2
園児/35名
教諭/1名

ばら2
園児/35名
教諭/1名

倉庫 EV

スクスク
園児/25名
教諭/4名

トイレ

ばら3
園児/35名
教諭/1名

すみれ1
園児/28名
担任/2名

すみれ2
園児/28名
教諭/2名

さくら4
園児/35名
担任/1名

トイレ
プール

EV

キッチン

職員室
園⻑
副園⻑
主任
看護師
事務員

すみれ3
園児/28名
教諭/2名

トイレ

授乳室

応
接
室

すみれ4
園児/28名
教諭/2名

トイレ

すみれ5
園児/28名
教諭/2名

ばら4
園児/35名
教諭/1名

さくら3
園児/35名
担任/1名

バス
乗り場

園庭

講堂

正⾨通⽤⾨

裏
⾨

⽔槽にはカラフルな
海⽔⿂がいるよ♪

グラウンド、園庭、講堂などで
体育教諭が体育活動を⾏います

しいたけ栽培

砂場

2F

1F

遊具も
いっぱいで
たのしい♪

モルモットのちゃくろうも
まってるよ♪

5名のフリー職員
が随時フォロー
対応しています 明るく清潔感あふれる教室で

たのしく活動♪

園隣接の広いグラウンドで
思いっきり体を動かそう♪
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１階フリー教諭３名

２階フリー教諭２名

園

内

農

園

園 内 農 園

こい、かめ
にわとり

2021年に冷暖房設置︕

すみれ=年少、ばら=年中、さくら=年⻑
異年齢交流の機会を増やすため、
学年混合の教室配置としています♪



ようちえんガイド

保育時間
●登園時間 8:20〜 9:30
●降園時間 14:15〜15:00
※現在、新型コロナ感染症対策により園庭開放は⾏っていません。

預かり保育(原則すべての平⽇で年間240⽇以上実施)

●延⻑保育 15:00〜18:20
●早朝保育 7:20〜 8:20

●預かり保育 8:20〜18:20(※早朝保育 7:20〜)

※国分寺駅北⼝から徒歩3分にある連携施設「ふれあいえん」でお⼦さまをお預かりし、
保護者の⽅に受け渡しができる当園ならではの「ステーション送迎」があります。

ご家庭との連携

●園からのお知らせはスマートフォンの「れんらくアプリ」(PDF)、または配布物、お電話よりご案内しています。
毎⽉「えんだより」、「ニュースレター」、「クラスだより」を配信。園とご家庭とのコミュニケーションツールとして
だけではなく、災害、不審者情報、緊急連絡網にとしても活⽤しています。

●「バスキャッチ」アプリでは、通園バスの⾛⾏位置の確認、各種クラス情報、出⽋登録、アンケート等を
⾏っています。その他の情報は、ご家庭へメールや電話など、その都度ご連絡しています。
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詳細
▶P.20
▶P.21

幼稚園の気になる「あれこれ」を紹介したようちえんガイドです。
さかのうえようちえんでの毎⽇がひと⽬でおわかりいただけます♪

1⽇保育&午前保育の場合

⻑期休暇・休園⽇の場合



通園について
●保護者の⽅による送迎
⾃家⽤⾞（送迎⽤駐⾞場あり）・⾃転⾞・徒歩・
公共交通機関による送迎(1時間以内で通園できる範囲)

●幼稚園バスによる送迎
国分寺市全域、国分寺市近郊をバス5台、15コースに分けて運⾏しています。
バスルートは、できるだけご⾃宅の近くまでお⼦さまの送迎ができるように毎年度、設計していま
す。「れんらくアプリ」がGPSでバスの到着時刻を教えてくれます。

●お迎え時間 7:50〜 9:40(⽬安)
●お送り時間 14:15〜16:20(⽬安)

※交通事情、天候により遅延する場合がございますが、ご理解ください。
※イングリッシュコース終了後の便は、15時から18時の間を⽬安に到着します。

課外教室

放課後の教室で課外教室を開講しています。より、専⾨
的な教育を経験されたい⽅は、ご希望にあわせてご参加
ください。

親⼦で⼀緒に活動する教室と、園児のみで参加できる
教室があります。園児のみで参加できる教室については
預かり保育の時間内にレッスンを受けて、終了後
預かり保育の教室に戻り、お迎えを待つこともできます。

給⾷
栄養⼠が献⽴を作り、HACCPに準じた安⼼&安全な
武蔵野給⾷センターで調理された温かい給⾷を
週4⽇ご提供しています。週1⽇は安⼼感とお楽しみのため
お弁当持参としています。今⽇の給⾷の写真と献⽴が、
毎⽇、給⾷センターのホームページで公開されています。

※アレルギー除去⾷(卵・乳)もございます。
それ以外のアレルギーに関しましてはご相談ください。
※預かり保育、午前保育⽇の延⻑保育は希望給⾷(事前申
込制)を提供しています。
※年度当初にお弁当持参期間を設けています。

⽉・⽕・⽔・⾦(給⾷1⾷/310円)
⽊(お弁当持参)

詳細
▶P.22

今⽇の給⾷を
チェック!
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費⽤のご案内
当園は幼児教育・保育の無償化の対象である認可幼稚園です。⾏事費や施設費のない明瞭な費⽤体系を⽬指しています。

保育費、給⾷費、バス協⼒費、預かり保育費などの費⽤は、ゆうちょ銀⾏の⼝座より毎⽉10⽇に引き落とします。
※10⽇が休業⽇の場合は、翌営業⽇に引き落としとなります。残⾼不⾜等による再引落しは15⽇です。

請求内訳は「れんらくアプリ」にて毎⽉9⽇に公開します。

選考料 5,000円(⼊園受付時)

⼊園⾦
80,000円(⼊園時)

※多⼦世帯を対象としたさかのうえようちえん独⾃の⼊園⾦減免制度があります。
第三⼦は1/2に減額、第四⼦は1/4に減額、第五⼦以降は全額免除になります。

保育費

31,000円(⽉額) 
【実費⽉額0円〜300円※1】

※各地⽅⾃治体の補助⾦制度が適⽤されます。2021年3⽉現在では、
国分寺市30,700円、⼩平市31,000円、⼩⾦井市32,700円、府中市32,000円、

国⽴市30,800円(第⼀⼦の場合)が補助されるため、0円から300円のこ負担となります。

バス
協⼒費

4,000円(⽉額)

※兄弟姉妹でバスをご利⽤の場合は、2⼈⽬以降はバス協⼒費が半額となります。

給⾷費
310円(1⾷) ×給⾷提供⽇数

※世帯のお⼦さまの⼈数や納税区分により、市から副⾷費補助が受けられることがあります。

園服&
教材費等

個⼈持ちの教材費および園服、消耗品については、
実費でのお⽀払いをお願いしております。

※冷暖房費、施設管理費、衛⽣維持費、⾏事にかかる費⽤、
その他の寄附⾦や園備品にかかる費⽤は請求はしておりません。
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預かり保育費
については
▶P.20



預かり保育について
当園では、専任体制をとることで安⼼の体制&保育内容の充実を⽬指しています。専任制としたことで、担任教諭の研修

や保育準備時間の確保にもつながっています。保護者のみなさまの多様なライフスタイルに寄りそうため、
早朝保育、延⻑保育、夏、冬、春休みや代休⽇などの預かり保育を⾏っています。

年末年始(12/28〜1/3)を除き、夏休み中を含め、原則としてすべての平⽇の7:20〜18:20最⼤利⽤OK!
⽉極でも単発でも、お気軽にご利⽤いただけます。

時間
●早朝保育(開園⽇)                             7:20  〜 8:20
●延⻑保育(開園⽇) 〜18:20
●⻑期休暇預かり保育(休園⽇)                7:20 〜18:20

※7:20〜早朝

実施⽇数
年間 約240⽇

※年末年始(12/29-1/3)を除いた原則すべての平⽇

単発
利⽤費

●早朝保育 7:20〜 8:20  300円/回
●延⻑保育 15:00〜16:20  400円/回

15:00〜17:20  600円/回
15:00〜18:20  800円/回

※午前保育⽇は上記料⾦＋200円

●預かり保育 8:20〜18:20  250円/1時間
※１⽇最⼤1,500円

※7:20〜早朝保育利⽤可
(早朝保育利⽤の場合１⽇最⼤1,800円)

⽉極利⽤

●プレイコース 8:20〜17:20       6,500円
●はやおきコース 7:20〜16:20       7,500円
●ホームコース 8:20〜18:20       9,000円
●プレイコース(＋早朝)              7:20〜17:20  9,500円
●ホームコース(＋早朝)              7:20〜18:20     12,000円
※前⽉末⽇までに⽉単位で申込

希望給⾷
あり

預かり保育と午前保育⽇の延⻑保育では希望給⾷を提供しています。
※アレルギー除去給⾷(乳・卵)もあります。おやつは持参いただいています。
※１⾷あたり３１０円のご負担をお願いします。
※希望給⾷を利⽤されない⽅は、お弁当をご持参いただいています。

※預かり保育の実施予定については、えんだよりでお知らせします。
※費⽤は、⽉末締めとして、翌⽉にゆうちょ銀⾏の⼝座から引き落としします。
※1⽇保育の際の延⻑保育は当⽇13時まで、午前保育の際の延⻑保育・早朝保育・預かり保育は、
当⽇7時が申し込み締切です。

※各在住の市より第2号認定を受けられた⽅は、預かり保育費についても1回ご利⽤あたり450円を上限とした
補助⾦が市から⽀給されます。第2号認定は、週3⽇、1⽇あたり4時間以上の就労、介護、ご出産などにより、
保育が必要な理由を市が判断されます。
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1⽇保育&午前保育の場合

⻑期休暇や休園⽇の場合



ステーション送迎について
ステーション送迎とは、幼稚園に通いながら朝と帰りに国分寺駅前にある連携施設「ふれあいえん」でお⼦さまを

お預かりし(※保育⼠1名体制)、保護者への受け渡しができる預かり保育のひとつです。
⽉極の「定期利⽤」と単発の「スポット利⽤」があり、国分寺駅前「ふれあいえん」と幼稚園までバス送迎します。

定員数に限りはございますが、どうぞ、お気軽にご利⽤ください。

定期利⽤ スポット利⽤

実施⽇時

実施場所

定員 5名
※申込順になります。

2名

料⾦

バス利⽤料
⽉額 4,000円

※「年額の⽉割」ですのでバス運⾏がない⽉も
必要です。

※送迎バス利⽤の場合は不要です

⽚道300円
※保護者送迎の⽅のみ必要です。
※送迎バス利⽤の場合は不要です。

⼀時預かり
料⾦

ご留意点 ※バスのお迎えの時間の関係上、9:20を過ぎての登
園はお預かりできませんので、ご了承ください。

※時間超過の場合は、600円/30分
※3回超過した場合は、翌⽉利⽤停⽌となります。

おやつ代 なし

申込
⽅法

利⽤予約の
申込&
キャンセル

①れんらくアプリの「預かり保育の⽉極の申
込」より「ステーション送迎(定期・朝 帰)」等
を選び、利⽤予約し「承認済」を確認します
(※前⽉1⽇7時〜当⽉1⽇までに申請ください)
②れんらくアプリの「預かり保育の申込」より
利⽤⽇を予約し申込が確定!
(※翌⽉末まで申込可能です)

①希望⽇の2⽇前0時から
朝のステーション送迎なら、当⽇7時まで
帰のステーション送迎なら、当⽇13時まで
なら予約&申込OK!
れんらくアプリの「預かり保育の申込」
より「ステーション送迎(スポット・朝 帰)」
等を選び利⽤⽇の予約&申込ください。

開園⽇のみ(※預かり保育⽇は幼稚園バスの運⾏がないため⾏いません)

さかのうえ/ふれあいえん国分寺駅前
東京都国分寺市本町4-13-7北⽥ビル2F

朝 帰
8:20〜9:20 600円

8:50〜9:20 300円

朝 8:20〜 9:20(※幼稚園バスの到着まで)
帰 16:20〜17:20(※幼稚園バスの到着から)

16:20〜16:50 300円

16:20〜17:20 600円

「バス利⽤料」＋「⼀時預かり料⾦」＋「帰りのおやつ代」がかかります。
※「⼀時預かり料⾦」は朝と帰りを合計し、⽉額最⼤16,000円とさせていただきます。

朝のステーション送迎の場合/当⽇7時まで!
帰りのステーション送迎の場合/当⽇13時まで!
※れんらくアプリより申込&キャンセルをお願いいたします。

100円/⽇(帰)



課外活動について

⼀⻫保育の終了後、園の施設を利⽤して、課外活動を⾏っています。
時間や場所などの詳細は、⼊園後にパンフレットを配布します。

※安全管理の観点から、さかのうえようちえんの在園児・卒園児の⽅のみを対象とさせていただきます。

年少
3歳より

年中
4歳より

●体育クラブ
●フットボールクラブ
●キッズパワー・サッカー教室
●タンダバハ・バレエ教室
●リトミック教室

●アクロバットクラブ
●キッズパワー・体操教室
●YAMAHA⾳楽教室
●ECCジュニア・課外英語教室
●キッズパワー・ダンス教室

課外活動をはじめるなら・・・
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⽉ サッカー教室
リトミック教室

⽕ 体育クラブ(年⻑)
タンダバハ バレエ教室

⽔ 体操教室

⽊ アクロバットクラブ
YAMAHA⾳楽教室

⾦ 体育クラブ(年少&年中)
ECCジュニア
ダンス教室

⼟ フットボールクラブ

●アクロバットクラブ
運動能⼒の向上に特化し、前転後転、倒⽴等の基礎運動から側転やバック転をマス
ターするための体の使い⽅を提供しています。
●体育クラブ
経験豊富な幼児体育指導のスペシャリストが⼦どもたちをサポート!運動を通して、3
育(知育・徳育・体育)を⾝につけ、⽣きる⼒に着⽬して活動展開しています。
●サッカー教室(キッズパワー)
教え⼦にJリーガーもいるプロの指導者がサッカーの基礎から発展まで思い切り楽しみな
がらスキルアップを⽬指します。
●フットボールクラブ
幼児から⾼校⽣年代の育成経験豊富な指導者が⼦どもたちをサポート!
将来を⾒据えたサッカー指導を展開します。
●タンダバハ バレエ教室
タンダバハとはインドの古い⾔葉で「⾳楽・舞踏の神様」という意味。詩(⾔葉)、⾳楽
(リズム)、⾝体の動き(舞踏)をひとつにした三位⼀体のダンスを学べます。
●体操教室(キッズパワー)
明るく元気な先⽣と跳び箱、鉄棒、なわとび等さまざまな器具を使い、楽しみながら
体操に取り組みます!⼦どもたちのチャレンジ精神が育つ体操教室です。
●YAMAHA⾳楽教室
⽿の⼒が伸びるこの時期に演奏表現のベースとなる⾳楽基礎⼒(⾳感)を養います。
グループレッスン・個⼈レッスンがあります。
●ECCジュニア 課外英語教室
英語との出会い、英語を好きになることを⽬標とするレッスンです。
●ダンス教室(キッズパワー)
JAZZHIPというジャンルのダンスで、体を動かすことの楽しさを⽬⼀杯表現します!
お⼦さまがキラキラ輝くダンス教室です。
●リトミック教室(⾳の器さかのうえスタジオ)
⾳楽とふれあいながら⼦どもたちの⾝体の発達に合わせ、個々の知的能⼒と
⾝体的能⼒を促します。

課外教室では
こんな活動をしています↑



幼児教育・保育の無償化について
2019年10⽉より、幼児教育・保育の無償化が開始されました。この無償化については、お住いの⾃治体が主導
する形となります。つきましては、お住いの市区町村ごとに、制度が異なる部分がありますので、ご注意ください。まず
は制度の全体的なご説明として、補助⾦の種類と内容をご説明します。

補助⾦の種類と内容

①施設等利⽤給付
満３歳児から就学まで、施設等利⽤費として⽉額25,700円を上限として、保育料と⼊園料の⽀払額が給付されます。なお

⼊園⾦については、実際に⽀払を⾏なった年度内における上限⾦額までとなります。

②施設等利⽤給付（預かり保育）

預かり保育の補助として、「新2号認定」を受けられたお⼦さまは、預かり保育を実際に利⽤した⽇１⽇あたり450円（上限
11,300円）が加算されます。「新2号認定」とは、就労・求職・病気・怪我・就学・介護・災害復旧などにより、保育が必要とさ

れることの認定になります。新２号認定は、お住いの⾃治体が認定する形になりますで、詳しい認定基準等は、各⾃治体にご

確認ください。なお、幼稚園の預かり保育以外の保育サービスは、給付の対象となりません。また、新２号認定ではなく、新１

号認定となる⽅もこれまで通り預かり保育をご利⽤いただくことができます。その場合の費⽤は、ご家庭のご負担となります。

認定について、詳しくは、本ページの下部にある表をご確認ください。

③東京都保護者負担軽減補助⾦

都の補助⾦として、所得や⼦どもの⼈数に応じて1,800円〜6,200円が加算されます。この補助⾦は原則、保育料のみが対

象となります。

④市の上乗せ補助⾦

⾃治体により補助⾦額が異なります。また、補助の対象も、⼊園料と保育料のみとする⾃治体や、⽬的は特に定めていない⾃

治体など、⾃治体により異なります。詳しくは、次ページの表をご確認ください。

⑤副⾷費助成
給⾷の⾷材費の中で、副⾷費（おかずにあたる部分。坂の上幼稚園では225円を適⽤）を助成するものです。対象は、世帯

年収360万円未満相当の世帯と、所得にかかわらず第3⼦以降に、上限4,500円が助成されます。多⼦の算定基準は⼩学

校第３学年終了前までとなります。

⽀給⽅法

補助⾦の⽀給⽅法は⼤きく２つあります。ひとつ⽬は、法定代理受領として、園がご家庭の代理として費⽤を受領する形です。

この場合、⾃治体からの給付⾦額と、幼稚園からの請求⾦額の差額分のみ、ご家庭に請求させていただく形となります。

⼆つ⽬は、償還払いです。⼀度、保育費などを全額、園にお納めいただき、定期的に⾃治体からキャッシュバック⽅式で給付さ
れる形です。お住いの市ごとに異なりますので、次ページの表をご参照ください。
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幼児教育・保育の無償化⼀覧表

さかのうえようちえんの園則で定めるもの︓⼊園⾦¥80,000 (年中4⽉以降の途中⼊園の場合、経過⽉数x2,000円を減免。
また、3⼈⽬のお⼦さまは40,000円、4⼈⽬20,000円、5⼈⽬以降全額免除）選考料¥5,000
上記内容は、2021年3⽉31⽇までにさかのうえようちえんが各⾃治体に確認したもののため、今後の変更や内容の正誤につきましては
責任を負いかねますことをご了承ください。
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毎⽉の引き落とし⾦額の⽬安

お住まいの⾃治体の
ホームページ等を
ご確認ください!

住⺠票をお持ちの市区町村によって、補助⾦の⾦額が異なります。幼稚園が⾃治体窓⼝に確認した範囲の情報です
ので、正誤につきましてはご容赦ください。正確な情報は、在住されている市の窓⼝にお問い合わせください。
※この想定はあくまで2021年度の⼀例です。世帯におけるお⼦さまの⼈数や、納税区分により、上乗せして⽀給される
ことがあります。住⺠票をお持ちの⾃治体により異なりますので、お住まいの⾃治体のHP等をご確認ください。
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ご⼊園までの流れ
2022年度は、新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌対策のため、例年の流れを少し変更して、ご案内させていただきます。

ようちえん⾒学
新型コロナウイルスの感染拡⼤防⽌対策のため、事前予約制で「幼稚園⾒学会」を開催します。

当⽇の流れ
園⻑より当園の保育や⼊園までの流れをご説明▶園内を⾃由⾒学

【実施⽇】9/13(⽉)、9/25(⼟)、10/9(⼟)、10/15(⾦)、10/25(⽉)
【 時間 】10:00〜

全体の質疑応答では質問しにくい内容もお気軽にご相談ください。
⼊園相談は教諭、健康や発達⾯は看護師、通園バスルートや無償化申請などは事務担当が対応します。

園児の登園がないため、施設や備品の⾒学のみとなります。また、相談ブースは設けませんので、お電話等で後⽇、対応します。

上記の⽇程での⾒学が難しい場合は、個別にご案内します。
ご希望の⽅は、下記のメールまたは、お電話にてお問い合わせください。

Tel. 042-321-2255 Mail. info@sakanoue.ed.jp

ストリートビューで園内を事前にチェック!
https://goo.gl/maps/VxFnCKLpYFYFRrAQ8
「写真」欄をスクロールし、「ストリートビューと360°ビュー」をクリック!

⼊園願書の配布
下記の期間に願書を配布します。通⽤⾨のインターフォンを押すか、近くの教職員にお声がけください。

※資料代は必要ありません。10/15(⾦)、10/25(⽉)の⾒学会当⽇にもお渡しします。

【期間】10/15(⾦)〜10/29(⾦)※⼟⽇祝を除いた平⽇
【時間】7:20〜18:20
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登録フォームへのご登録
感染対策のため、園の⾒学会&説明会は事前予約制とします。

ご⼊園を検討されている⽅は、QRコードもしくはURLより事前予約をお願いします。

コチラ↓からご登録ください!
https://forms.gle/z5yP6gAferDL6Vjo9

ご質問やご相談も
ぜひ、コチラまで!

平⽇の⾒学会は、相談ブースを設けます

⼟曜⽇にも⾒学会を開催します



⼊園願書の受付
受け取られた願書の内容をご確認の上、必要事項ご記⼊いただき、添付書類とあわせてご持参ください。
※選考料 5,000円は、願書に同封された振り込み⽤紙を利⽤し、事前にお振込ください。
※お振込の控えは、願書に貼り付けてご提出ください。

【⽇時】11/1(⽉) 11:00〜12:00
※卒園児の弟妹の⽅は、10:30〜11:00
※スクスク教室、ふれあいえん及び在園児の弟妹の⽅は、それぞれ別途、受付時間をご案内します。
※定員によりキャンセル待ちとなる場合があります。予めご了承ください。

【持ち物】
①⼊園願書(※選考料 5,000円の振込控えは、必ず願書にある添付欄に貼り付けてください)
②上履き ③外履きを⼊れる袋

【当⽇の⼿続き】

いよいよ4⽉、待ちに待った⼊園式!
さあ、先⽣やお友だちと⼀緒にたのしい幼稚園⽣活をはじめましょう♪

受付 親⼦⾯接 園服採⼨
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その場で
⼊園許可を
お出しします。

必ず、園服のサイズ
を計測してから
お帰りください!

園服・教材受け渡し
願書受付の際に、発注された教材や園服、また園からのお知らせ、通園バス、預かり保育

の申し込みで使⽤している「れんらくアプリ」の登録⽤紙などをお渡しします。
※園服や教材の費⽤は、保育費と合算してご登録の⼝座より引き落としさせていただきます。

【⽇時】2022年3/22(⽕)を予定 ※詳細は、願書受付の際にご案内いたします。

少しずつ環境に慣れるために幼稚園⽣活はゆっくりスタート!

まずは午前保育からスタート▶ご家庭のお弁当持参▶給⾷スタート

★預かり保育は、4/1からご利⽤いただけますが、ご家庭と連携しながら、お⼦さまの
負担が⼤きくならないように、徐々に進めていきます。



アクセス
お⾞をご利⽤の⽅へ

園舎に駐⾞場(約20台)を併設しています。
園併設の駐⾞場が満⾞の際は、⼾倉市営グラウンドの駐⾞場や、⼾倉市営グラウンド内を駐⾞場として
開放させていただきますので、併せてご利⽤ください。
※なお、スーパーマーケット等、近隣の施設の駐⾞場への駐⾞、公道上での空⾞待ちは、近隣のご迷惑になりますので
ご遠慮いただきますようにお願いします。

公共の交通機関をご利⽤の⽅へ

●⻄武国分寺線 恋ヶ窪駅より徒歩8分
●⽴川バス「⼾倉循環」(JR国⽴駅北⼝発着・稲荷神社まわり)
並⽊町1丁⽬バス停より徒歩3分
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未就園児向けプレ保育
スクスク教室について

さかのうえよちうえんでは、園内にて未就園児向けのプレ保育としてスクスク教室を開室しています。
プレ保育とは、幼稚園⼊園前の2〜3歳のお⼦さまを対象として幼稚園の場に慣れ、幼稚園教育の⼟台となる部分を形づく
るための保育となります。スクスク教室では、以下の3つのポイントを⼤切にしながら、幼稚園教諭が作成したオリジナルのカリ
キュラムを設計し、保育を⾏っています。「幼稚園⼊園前の1年間、徐々に慣れさせたい」「親⼦でプレ保育ならではの体験を
たのしみたい」などご興味を持たれた保護者の⽅は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

※スクスク教室に⼊室されたお⼦さまは、さかのうえようちえんの⼊園選考を優先してお受けいただける制度がございます。

2〜3歳の
お⼦さま対象

スムーズな親⼦分離を進める
保護者の⽅と⻑い時間を⼀緒に過ごしてきた⼦どもたちにとって、親元を離れて幼稚園に通
うことは、⼤きな冒険であり挑戦です。幼稚園に⼊園された後の親⼦分離を、よりスムーズに
乗り越える⼒をスクスク教室の中で培っていきます。

幼稚園⽣活の基礎を培う
幼稚園への⼊園が、集団⽣活の第⼀歩となるお⼦さまも少なくありません。スクスク教室では
1年間、幼稚園という環境の中で、同い年のお友だちと⼀緒に遊び、様々な活動を共有して
いきます。この経験の積み重ねが、より充実した幼稚園⽣活の基礎へとつながっていきます。

2歳児の育ちに⼤切な経験を重ねること
⾃我が芽⽣える時期の2歳児は、⼦どもの育ちの中で、特に⼤切な時期のひとつです。
この⾶躍の時期に、たしかなステップアップを実現できるように⾳楽活動、描画・造形活動、
⾝体表現活動、体育活動、そして、もじ・ことば遊びなど、様々な活動に取り組んでいます。

⼊室案内

⽇程 ⽕・⽔・⽊・⾦
※年度間で合計30回前後の⽇程となります。初回の教室の際に、年間予定をお知ら
せします。
※振替はお受けできません。年度途中の曜⽇変更については空きがない場合は、ご希
望に添えないことがあります。
※ご出産などの特別なご事情がおありの場合、休会いただくことができます。休会中は
保育費の請求は⾏いません。

時間 9:30〜12:20 ●登園:9:15〜9:30までの間
●降園:12:20集合し担当教諭からクラスの様⼦をお伝えした後12:30にお引き渡し

期間 5⽉上旬〜3⽉ ※左記の期間は、2021年度の場合
●1クラスあたりの定員は25名で、有資格者4⼈が保育をしています。

費⽤ 保育費 7,500円
⼊室料 2,500円

※保育費は4⽉および8⽉は請求しません。
※⼊室料は、⼊室時の１回のみ請求します。

保育の
流れ

登園▶⼾外あそび▶主活動▶昼⾷(お弁当持参)▶⾃由あそび▶降園
※⼀例です。クラスの状況に応じて展開します。

教育⽅針

2022年度⼊室のご案内はこちらから︕
毎週1回通って、親⼦⼀緒に幼稚園に慣れることを⽬的にしています♪
⼊室についての情報が決まり次第、いち早くメールでご案内しますので、
⼊室をご検討の⽅は、こちらにメールアドレスをご登録ください!
https://forms.gle/17mcrdEam5DDCpjD7
※2021年度の年度途中⼊室は定員まで受け付けますので、ご検討の⽅は、
個別にメールやお電話でお問い合わせください。
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0〜2歳の
お⼦さま対象

企業主導型保育施設
ふれあいえんについて

⼊園案内

⽇時 ⽉〜⾦
7:20〜18:20

※⼟⽇祝、年末年始は休園

定員 39名 ※0歳9ヶ⽉〜2歳まで

給⾷

料⾦

「ふれあいえん」は、内閣府が所管する企業主導型保育施設です。幼稚園として50年以上にわたり培ってきた「さかのうえよう
ちえん」の幼稚園教育をベースに、0歳から2歳までの保育を展開。3歳からの幼稚園教育との持続を⾒据え、⼀貫した保育
環境を展開していく⽬的です。また、国分寺駅北⼝から徒歩3分のところにある利便性と⼦育て⽀援の⼀環として、幼稚園か
ら⼦どもをバスで送迎する「ステーション送迎」を⾏っています。(詳細は、p.21をご参照ください)

※ふれあいえんに⼊園されたお⼦さまは、さかのうえようちえんの⼊園選考を優先してお受けいただける制度がございます。

園内で調理した温かい⾷事をご提供します。
※アレルギーをお持ちの⽅は個別にご相談ください。お弁当のご持参をお願いすることがございます。

「あそび」と「くらし」が学びとそだち
わたしたちは、教育と⽣活のひとつひとつのプロセスを⼤切にしています。
毎⽇の⼩さなチャレンジの中で、⾃ら育とうとする⼦どもたちの姿を⾒守り応援してしてきます。

「みらい」も「いま」も⼤切に
充実した1⽇の積み重ねが、充実した⼈⽣そのものだと考えます。
「やりたい!」「たのしい!」「おもしろい!」そんな⼦どもたちのあふれるエネルギーを中⼼に
明⽇へつながる保育を展開していきます。

⼦どもの笑顔、家族の笑顔
⼦どもたちにとって⼀番⼤切な場所である「家庭」が笑顔に満ちあふれるために。
そして、「ふれあいえん」が2番⽬に⼤切な場所であるために。⼦どもの⾃⽴を促し、
社会性を育みながら私たちができることを模索し、尽⼒していきます。

8:20〜16:20  43,000円
8:20〜17:20  47,000円
8:20〜18:20  51,000円
7:20〜18:20  55,000円

教育⽅針

●通常時間外保育 300円/30分
●7:20〜8:20⽉極 4,000/⽉
●教育活動費 12,000円/年
●安全運営管理費 30,000円/⼊園時
※0歳児⼊園の場合、⼊園初年度は基本料＋2,000円/⽉となります。
※教材費や⾏事費の実費を別途請求させていただくことがあります。

2022年度⼊園のご案内はコチラから︕
3歳からの幼稚園教育にスムーズな移⾏を⽬指します♪
⼊園についての情報が決まり次第、いち早くご案内しますので、
⼊室をご検討の⽅は、こちらにメールアドレスをご登録ください!
h$ps://forms.gle/LmDWxCCEHzyvmJvK7
※2021年度の年度途中⼊室は定員まで受け付けますので、ご検討の⽅は、
個別にメールやお電話でお問い合わせください。

fureai@sakanoue.ed.jp ☎042-203-5518



〒185-0003 東京都国分寺市⼾倉1-29-4
tel. 042-321-2255    mail. info@sakanoue.ed.jp

http://www.sakanoue.ed.jp/


