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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 つています。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 つているのです。
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
固性や、社会性をも高める「 人格の基礎づくり」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 リ教育の理念です。子どもの敏感期を逃さず、集中力を身 につけ、日常生活の練習 0
感覚教育・ 言語教育・算数教育・文化教育と、発達に応 じた丁寧なカ リキュラムと多種の教異・ 用具を用 いて、
子どもの力を引き出 します。

5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 つた教育・ 保育を心掛けています。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、子ども達はのびのびとた <ま し<成 長 しています。
日常の丁寧な日本語を心掛けると共に、キ ッズプ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
教師が行 っています。特 に力を入れている音楽教育で は、専門講師によるリ トミック指導とピアノの個人レッ
スンを通常の教育の中で行 つています。体育活動や造形活動は少人数の良さを生か し一人ひとりと丁寧に関わ
つています。
仕事をされているお母さま方には個々に応 じて出来る限りの子育て支援を致 します。来年度から預かり保育
の時間や日程を増や し、保育施設と しての機能を高めます。隣接の小規模保育所「 こひつ じ園」との将来の幼
保 一体化を願 い、一歩一歩準備を進めています。
なお、小学生の放課後学習支援 (坂 戸アフタ ースクール/第

68回 読売教育賞最優勝受賞)の 活動も、同教育

館 lFに て行われています。 3つ の教育・ 保育活動が連携 して継続的な成長を目指 しています。
坂戸市認可小規模保竃所

放課後学習支援

幼稚園型認電外保育施設

こひつ じ園 (塚 越・ 緑町
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I.2021年 度の募集人員

(約

20名 /

定員各クラス 10名 )

①年少クラス 約 10名 (3年 保育/2017年 4月 2日 〜2018年 4月 1日 生)
②年中クラス 5〜6名 (2年 保育/2016年 4月 2日 〜2017年 4月 1日 生)
③年長クラス 若干名 (1年 保育/2015年 4月 2日 〜2016年 4月 1日 生)
④プレクラス「 ことりぐみ」(週 2日 /火 躍・ 水曜)
*「 ことりぐみ」￨よ 6月 開始

1年 〜 6年 〉

数名 (2歳 半〜3歳 )

Ⅸ゛

入園希望 者の 入園 まで の流 れ

◎教育・ 保育見学日〜9/17(本 )、 9/23(水 )、 10/2(火 )
*全 国 9:30〜 11:○ ○
教育 。保 育見学

◎運動会〜10/17(■ )9:30〜 11:OO
◎クリスマス聖誕劇〜12/6(日
◎ワクワク発表会〜2/20(上 )
)

↓
入園手続 き

入園者準備 説明含

◎入園申 し込 み期 間

◎ 2021年

2020年 9月 〜 2021年 1月

1月 16日

(■ )10:(DO〜

阜
入園式

◎2021年 4月

10日

(■ )10:〇 〇〜

*入 園式約 1週 間前より預か り保育を行います。
Ⅲ.入 園時の諸 費用 と月 腱 の 費用

(1)入 園時の諸費用
①教育教異費・ 施設費
20,000門
②教育保育用品・ 保険代等 5,000円 程度 (説 明会時購入)
※プレクラス「ことりぐみ」は、登録料 aOOO円 &教 育保育用品代・ 保険代等 (3000日 程度)
(2)毎 月納入する費用 (教 育保育料と延長料金の返金￨こ ついては≪教育保育料支払方法と返金方法≫を参照)

年少クラス
26,000円
年申クラス/年 長クラス
2a000円
プレクラス「 ことりぐみ」(週 2回 ) 10,000円
②延長保育料 (必 要なご家庭のみ)
*延 長 A 14:00〜 15:30/11亘 i300円
*延 長 B 14:00〜 16:30/1回 500円
*延 長 C 14:00〜 17:00/1回 600円
*延 長 D 14:00〜 18:00/1国 800円
※朝 7:30〜 、夕 18:30迄 の利用もできます。例 途加算)
4,500円 (お にざり付 4,800円 )
③給食費
プレクラス￨よ 2,000円
※給食は毎日ありますが、月に 1度 お弁当、週￨こ 1度 おにざりを持参 して頂きます。
週 1回 のお￨こ ざり持参が難 しい場合「 お￨こ ざり付 4,800円 」をご利用 <だ さい。
①教育保育料

≪そ の他 ≫
※専 門講 師 によ る特別教 育 (英語 、 IJト ミ ック、 ピア ノ、 体育 )は 、 通 常の教 育 時間 内 に行
いますので別 途 徴収 はあ りませんが、 テキ ス ト購入 は実費 にて お支払 しヽ
いた だ きま す。
※ い ったん 納 入 され た教育保育 料 また は諸費 用の返 金 は出来 かね ます。
※長 期欠席

(lヶ 月以 上 )を す る場 合 には、 在籍料 が発生 します。

続
︐

《幼児教育無償化について》
昨年 10月 より、幼 児教育無償化が始まりま した。当園は、認可外保育施設 (監 督基準を満たす
.旨 の承認済)で す。
『保育の必要な子』と して認定されたお子 さんの保育料は、37,Oα Э円迄無
償とな ります。無償になるのは、基本保育料と延長保育料 のみ。給食費と行事費 (1000円 を
年数回)等 は、自己負担とな ります。
《教育保育料支払方法と返金方法 ≫
ひか りの子幼児学園は、幼稚園に保育園機能を備えた、2歳 半〜6歳 の幼児教育・保育施設です。
無償化の対象園児は、毎月利用料を幼児園に支払い、園が領収証を発行 します。それを 3ヶ 月
分まとめて市に申請することによって、市か ら各自の口座に支払 つた 3ヶ 用分が返金されます。
(償 還方式)
Ⅳ.教 育・ 保育時間

(1)基 本教育時間
(2)延 長保育

月〜金曜 8:30〜 14:00(半 日保育時のみ 11:30降 園)
毎 日 朝 8:00〜 、降園後 14:00〜 18:00

朝 7:30〜 と夕 18:30ま での預かり保育もあります
(3)長 期体暇期間 (夏 体み・ 冬体み・ 薔休み )も 平常通り預かり保育を します。
※ただ し各長期休暇期間の うち以下の通 り完全体園期間を設けさせ ていただきます。
※必要に応 じて

*夏 休み期間/ 8/1〜 31
完全体園/
*冬 休み期間/ 12/27〜 1/6
完全体園/
*蕎 休み期間 / 22年 3/22〜 31 完全体園/

8月 第 2週 の 1週 間

12/29〜 1/4

※予定
年度末の 1〜 2日 程度 ※予定

Ve昼 食
月曜 圏

火曜 圏

バ ン給 食

手 作 り総 食

牛乳、デザ ー ト付

園で調理

水躍目

バン給食
牛乳、デザー ト付

本 3確 圏

金 3翌 日

おにぎり Day

手 作 り総 食

具 だ くさん汁 給食

園で調理

※火・ 本・ 金の給食は、子ども農園の野菜や安全な食材を使 つた美味 しい手作り給食です。
※月・ 水は美味 しいバ ン屋さんからサ ン ドイッチ他を取 り寄せます。
※本はおにぎ りのみ持参 して頂きます。おにぎりは注文も可.
※月に 1度 『 ママの お弁当日』があります (基 本的に金曜日)。

未就園児親子クラス『 つぼみ』参加者募集
月に 2回 /第 2・ 4水 曜日の 10:00〜 11:30に 開催 しています。
モンテ ッソー リ教育体験や専門家による親子 り トミック活動、親子製作などを通 して、
幼児園の環境に慣れ親 しんでいただけます。 どなたでもお気軽にご参加 <だ さい。
詳細なバ ンフレ ッ トをご用意 しています。 (会 費 :年 間 200()円 /教 材費 0保 険料を含む)

