― モンテッソーリ教育実施園 ―

ひかりの子幼児学園・入園のご案内
2019 年度入園募集要項

ひかりの子幼児学園
☆ ホワイトチャペル
☆ コイノニアチャペル
〒350-0209

☎ 049(281)5540

《礼拝堂》
《教育館》 教室は教育館２Ｆ

埼玉県坂戸市塚越７３８
*教会と同じ /

Fax

049(284)5334

http://www.sakado-ch.or.jp/hikarinoko/

「さかどひかりのこ」

検索

ご あ い さ つ
園長

郷家一二三 （教会主任牧師）

多様化しグローバル化する世界の中で、子どもを持つ親の多くは『質の高い幼児教育』を受
けさせたいと願っています。自主性や柔軟な創造性を伸ばし、豊かな感性や生きる力を育んで
欲しいと願っているのです。2018 年度改訂の新幼稚園教育要領には、「子どもは自ら育つ」とい
う発達観に基づき、良い環境（人的、物的）のもとで、協同性や社会性をも高める「人格の基礎
作りとしての幼児教育の重要性が盛り込まれています。
そのような教育こそ、モンテッソーリ教育の理念そのものです。子どもの敏感期をのがさず、集
中力を身につけ、日常生活の練習・感覚教育・言語教育・算数教育・文化教育へと、発達に応
じた丁寧なカリキュラムと工夫された多種の教具・用具を用いて、子どもの力を引き出します。
３年前に開園した「ひかりの子幼児学園」は、モンテッソーリ教育を基盤に据え、一人ひとりの園
児に向き合った教育・保育を心がけています。広い芝生の園庭や子ども農園、豊かな自然環境
が備わり、土と緑と太陽に囲まれて、子どもたちはのびのびとたくましく成長しています。
ことばを大切にし、日常の丁寧な日本語を心掛けると共に、キッズブラウン英語教室を取り入
れ、楽しい英語教育を経験豊かな教師とネイティブの教師が行っています。音楽教育にも力を
いれ、専門講師のリトミック、個人レッスンのﾋﾟｱﾉ指導、ミュージックベルや歌の指導等、少人数
の良さを生かした教育活動を通常の教育の中で行っています。どうぞ見学にいらしてください。
仕事をされるお母さま方を支援し、個々に応じてできる限りの子育て支援を致します。隣接の
保育所「こひつじ園」との将来の幼保一体化を願い、一歩一歩準備を重ねています。

Ⅰ、2019 年度の募集人員（約２０名）
① ３年保育 [３歳児/年少クラス]
② ２年保育 [４歳児/年中クラス]
③ １年保育 [５歳児/年長クラス]

約 10 名

（2015/4/2 生～2016/4/1 生）

約 10 名

（2014/4/2 生～2015/4/1 生）

若干名

（2013/4/2 生～2014/4/1 生）

④ ※プレクラス・特別コースは、週３回（火・水・木曜）の保育

約５名 （2 歳半～3 歳）

Ⅱ、入園を希望される方のお申し込み手続きと入園式までのスケジュール
○ お電話で親子面接の日時をご相談ください。入園申し込み書をご持参下さい。
*

＊第１期 申し込み期間

2018 年

９月 ～ １０月中

★入園料の割引があります。

＊第２期 申し込み期間

2018 年 １１月 ～ １２月２０日

入園式までのスケジュールと日程など
１、「ひかりの子幼児学園」見学日

９月２6 日（水）、２８日(金)

２、「ひかりの子幼児学園」入園者準備説明会

（201９年）

9:30～11:00

２月 ６日（水） 10:30

３、「ひかりの子幼児学園」第３回入園式、進級式 の予定

４月 ９日（火） 10:00

４、幼児園の行事を見学できます。

９:３0～1１:３0

＊運動会 １０/２0（土）

＊クリスマス聖誕劇 12/14（日） 11:00～

＊ワクワク発表会

2/2３（土） 10:00～

Ⅲ、入園に際しての必要な費用と毎月納入する費用
（１）入園時の費用 ①入園料
１0,000 円 （親子面接後に納入）
②教育教具費
10,000 円 （モンテッソーリ教具等/親子面接後に）
③学用品.・保険代

4,000 円

（入園者説明会時に支払）

※ﾌﾟﾚｸﾗｽ・特別コース（週３日）は、入園料 10,000 円 & 学用品代・保険等で 3,000 円
☆制服はありません。カバンは、リュックサックが便利です。水筒は、園がプレゼントします。
☆園での通常の服装は、原則として「ひかりの子」オリジナルＴシャツ着用をお願いします。

（２）毎月納入する費用
① 基本教育料

年少クラス
年中クラス/年長クラス
ﾌﾟﾚｸﾗｽ・特別コース （週３日）

２４,000 円
２３,000 円
１５,000 円

※9:00～13:00

② 教材費は、基本教育料に含まれます。
③ 給食費は 4,000 円 (給食は毎日、月に１度お弁当の日) ＊プレクラスは 2,500 円
《専門講師による特別教育費（英語、リトミック、ピアノ、体育）は、基本教育料に含まれます》
④ 冷暖房費＆光熱費として、半期に１度（７月と１１月）各 2,000 円の納入があります。
☆2019 年度も、８月は通常の教育活動はありません。(教育料の納入もありません。)
[自由参加のオープン夏季保育＆サマースクールを実施：有料 （１期間：数千円程度）]
☆長期休みは、保護者の方のご希望で、預かり保育・延長保育を実施します。
夏休みは約 3 週間、春休み・冬休みは１～２週間（予定））

8:30～17:00

☆2019 年度途中で、教育料等の変更が生じることがあります。（国や自治体の方針による）
*いったん納入された入園料・教育料・諸費用の返金はいたしません。（急な転居等を除く）

Ⅳ．教育・保育時間 ＆ １日の過ごし方
（１）月曜～金曜（9:00～14:00） ※半日保育日は 11:30 降園
※２カ月に 1 度程度、半日保育の親子登園＆保護者会があります。（月曜日）

（２）１日の過ごし方（学期により多少の変更あり）
9:00～９:10

登園時間（園バスの時間により多少の変更あり）

9:20～午前

朝の会（朝の歌、お話、お祈り）
モンテッソーリ教育の「おしごと」
英語/リトミック/造形活動/ピアノ/体育などの教育活動
※英語とピアノは、年少クラス以上の園児対象
戸外活動 (園庭での体育・子ども農園・散歩・ﾏﾗｿﾝ・外遊び等)
年に数回 園外保育または「森のようちえん」活動をします。

11:30～12:20

昼食準備/食事/後片づけ

＊自由遊び（食後～13:00)

13:30～13:30

クラス別教育活動・自由選択活動・絵本の読み聞かせ・室内遊び等

13:30

帰りの会（歌、ﾓﾝﾃッソーリ教育の静粛、線上歩行など）

14:00

降園

※降園後約１時間は保護者の見守りで芝生の園庭で遊べます。

（３）昼食

＊食育給食は週３回、【モンテッソーリ教育『日常生活の練習』分野として、
「テーブルクロスをたたむ」
・「お茶を注ぐ」
・「野菜を切る」等も経験します】

＊火・木・金の給食は、子ども農園の野菜と安全な食材を使った美味しい手作り給食です。

月曜日

火曜日

パン給食

水曜日

手作り給食

（＆ミルク等）

(園で調理の)

パン給食

木曜日
おにぎりＤＡＹ

（＆ミルク等） （おかず給食）

食育ランチ
＊おいしいパン屋

金曜日
手作り給食
(園で調理の)

食育ランチ
＊おいしいパン屋

＊おにぎりのみ持参,

＊お弁当の日
チ等を取り寄せます の野菜や安全 チ等を取り寄せます を園で用意します。 （月に 1 度）
さんからサンドウィッ

＊子ども農園

、

な食材を使用

さんからサンドウィッ 1～2 品のおかず

＊毎週木曜日は、おにぎりのみ持たせてください。親子登園日には、おにぎりＤＡＹのおかず
の分として、世界の飢餓の子どもたちのことを覚えて、【国際飢餓対策機構】へ献金します。

Ⅴ、 延長保育、長時間保育、長期休みの預かり保育について
① お仕事の関係や諸事情等で、延長保育・長時間保育・長期休みの際の預かり保育など

を希望される方々のために、色々と準備しています。ご利用下さい。
※働くお母さまへのサポートをより充実して、個々の必要に応える子育て支援をします
② 通常の登園時間よりも早く登園する園児は、朝 8 時３0 分から可能です。（予約制）

③ 通常の延長保育は、火曜～金曜（週４日）の 14:00～17:30 まで行います。
☆延長Ａ 14:00～17:00

（１回 700 円 おやつ付き/ 月決めは、回数分×０，９）

☆延長Ｂ 17:00～17:30

（1 回に付き１0０円をプラスしてください）

（延長のお申し込みは前日までに。緊急時は当日の朝でも対応します）
※半日保育降園後の延長保育は、（11:30～17:00）となります。（保育料:1,000 円）
④長時間保育は、個別対応で行う予定です。お気軽にご相談下さい 。
Ⅵ、送迎に関して
園バス（教会のワゴン車）でのお迎え便は火曜日～金曜日に運行します。 ご自宅の前又は停
車可能なところまで迎えに行きます。１学期単位でお申し込みできます。満３歳以上の安全に乗
車可能なお子さんは乗車できます。(園バスは朝のみ月額 2,000 円) 帰りの便は個別の対応を
し、必要な園児はご自宅まで送ります。

