
 

一里塚幼稚園 

令和4年度（2022年）入園説明会資料 
 

・入園説明会＆体験入園 

  ９月 4日（土）・９月１8日（土） 

   3～5才児     午前9時45分受付  午前１０時開始 

     満3才児・２才児    午前10時45分受付 午前１１時開始 

   

・保育見学会 

  ９月22日（水）  全学年    午前１０時から１１時半 

  

どちらも予約不要です。スリッパをご持参ください。 

朝に、自宅で体温を測ってきてください。マスクの着用をお願いします。 

 

お子様も一緒にどうぞお越し下さい。 

体験入園では 遊びや先生との関わりを通して入園後の姿を想像 

していただけると思います。汚れてもよい服装でどうぞ。 

保育見学にもお越しいただき、子どもたちののびのびとした姿や 

ゆったりとした雰囲気をぜひ見ていただきたいと思います。 

上記以外の日も見学できますので、事前にご連絡いただきお気軽に 

お越し下さい。 

 

・入園願書提出 

  １０月1日（金） 午前９時より 

  入園願書に申込金６０００円を添えてご提出ください。 

  抽選ではありません。 

   

・面接  

３～5才児 

１０月2日（土） 午前９時より 時間指定制（午前中） 

 満３才児・2才児 

  １０月１３日（水） 午後２時より 時間指定制 

面接日が都合の悪い方はお申し出ください。 

 



一里塚幼稚園の特色 

一里塚が目指しているのは、「子どもらしい子ども」です。 

幼稚園教育が目指すことは「感じる思い」「生まれるやる気」「身につく力」です。これらは３才か

ら５才までの子どもらしい遊びや生活から芽生えます。一里塚に一歩入れば先生も施設も余裕ある雰

囲気の中園児はのびのび 元気な子どもらしい姿が見られるでしょう。 

特色1 「遊び 自由な場 課題のある場とバランスが取れた保育」 

幼稚園は遊びに学びがある学校です。子どもが自ら始め、広げる遊びを園では大切にしています。 

また学級で友だちと一緒に活動すれば、互いに刺激を受けて、より遊びが楽しく深くなります。 

自由に活動する時、学級で活動する時 先生はそんな遊びを見守り、参加 援助しています。 

特色2 「ダイナミックな遊び  自然園等 広くて緑の環境」 

子どもの発想・感性は豊かです。ダイナミックに全身を使って遊ぶことにより心身の発達を促したり、

色々な道具を利用するなどの経験を通して自立や意欲を促します。家庭では難しい経験を幼稚園で積

極的に取り入れ、子どもの挑戦につなげています。作物を育てる体験や収穫の喜び、それを食育につ

なげたり、虫探しなどの自然体験をしています。 

特色3 「一人一人に合わせて」 

自立から始まり仲間と共に生きる力の芽生えを幼児期に育てるべきものと考えています。一人一人

にあった保育や保護者の相談にきめ細かく応じられるよう、３才児は二人担任制です。４、５才児

も複数の職員を配置しています。お子様の様子が心配な方はいつでも見に来て下さい。誠実な保育

をしています。 

特色4 「子育て支援・預かり保育」 

一里塚は保護者の思いに寄り添うとともに子どもの立場に立った子育て支援を大切にしています。

我が子の様子を見たり、担任から聞いたり、相談しやすい環境をつくっています。預かり保育も、

家庭的でゆったりした雰囲気です。長期休暇中の預かり保育も行い、小学生も預かれます。 

特色5  ｢信頼される運営  幅広い世代で保育に誇りを持つ教職員｣ 

地域に根ざして５４年 卒園児が、保護者や職員となり一里塚に戻ってきてくれることが誇りで

す。子どもらしく生きられるのは子ども時代だけです。その中で今後の８０年間を生きる力の芽生

えがあります。それを助けるのが幼稚園です。私たちはその時代にあった子ども像をめざし、道は

遠いのですが、日々研鑽 常に保育の改善を図っています。 



資料 

１. 学級・先生 

園児数は、11学級（満3歳児2クラス・3～5歳児３クラス） ２４０名。２０代から６０代まで

２６名の教職員が子どもに関わっています。幅広い年齢層で子育て経験者の先生も多くいます。 

満3才児は20人クラスで2人担任制。３歳児は25人クラスで２人担任制、４，５歳児は担任と複

数の先生で、クラスを超えた活動を実施しています。幼稚園教諭１種免許の所持者が多く一里塚

が力をそそいでいるのは職員の資質・保育の質の向上です。 

 

2.  施設 

保育室9室・自由活動室２室（絵本室・台所と預かりの部屋）・遊戯室・子育て相談室 

保護者会室・園庭・畑（園庭の南側）・自然園（園斜め向かい） 

園庭に木製の遊具があり、畑・自然園では果実が実り、のびのびと活動できます。 

令和3年秋に満3才用の保育室2部屋が竣工します。 

 

3. 保育日・保育時間 

登園時間   徒歩児・午前８時半より９時  バス児・午前８時半から9時20分まで順次登園  

降園時間   一日保育日  ２時２０分   原則的に月・火・木・金曜日 

       半日保育日  １２時     原則的に水曜日 

・降園10分前より、その日の保育について担任から話があります。 

・3歳児は４月の入園後約２週間は半日保育、６月までは一日保育日は週２日、６月から週４日と 

 無理なく園になじめるよう配慮しています。 

 

4. 預かり保育  （自治体の認定を受けた方は 預かり保育料が無償化の対象になります。） 

・保育終了後 午後５時まで実施します。 

4時半までは 1回 500円（最初の3回は無料）   5時までは1回 600円 

一日保育日の午後3時までと半日保育日の午後1時20分までは、合わせて年25回まで無料 

25回を超えると1回 300円 

・夏休み・冬休み・春休み中は年間40日程実施し、４年生までの卒園児も預かります。 

   預かり保育料 １２時まで60０円 その後３０分ごとに１００円加算 

・預かり保育料は実際に預かった時間で精算します。 

・家庭的な落ち着いた雰囲気で毎日様々な内容を実施しています。保護者の仕事や用事の時だけでな 

 く、保育内容が良い・異年齢の子どもと遊ばせたいなど親子ともに人気があります。 

 

 

 



 

５.入園後にかかる費用 

保険料・遠足代・芋掘り代などは実費でいただきます。 

令和元年度 実費の年総額 ３歳児―1790円・４歳児―2970円・５歳児―12770円 

※５歳児は宿泊保育費用3700円・卒園アルバム代６０００円を含む 

設備費6000円（年額）・父母の会会費 月３５０円・夏制服（申込制）・給食費（申込制）は 

別途いただきます。 

 

６．給食とお弁当 

希望者には、火・木曜日に給食があります。４・５歳児は５月から、３歳児は６月からです。 

学期毎の申し込み制で、１食 ２８０円です。専門の調理業者が安全に配慮し調理搬入します。 

火曜は食べやすいカレーや丼など、木曜はおかずです。どちらかの曜日のみ取ることもできます。 

主食のご飯は家庭から持参し食べられる量を調整してください。 

（アレルギー対応食は行っておりませんので、お弁当を持参してください。） 

月・金曜日はお弁当日です。 

  

７．通園バス 

申込金１１，０００円・月額３，０００円です。入園後の変更も可能です。 

登園は午前８時３０分から9時過ぎまで、降園は午後２時頃（一日保育日）から３時頃まで。 

子どもの心身に無理のない３０分ほどのコースです。バス添乗員が同乗します。 

バス停・バスルートは年度によって変更することがあります。 

徒歩通園の方もコース沿いであれば臨時に1回単位で乗ることができます（有料） 

令和３年度コース（バス２台） 

①園→竹の台→コープ→神足太田→城の里→中山記念館→久貝エトワール→勝竜寺→園 

②園→馬場図所→スカイハイツ→四ノ坪→麦生→東和苑→きりしま保育園→ニチイケアセンター 

→シャルマンコーポﾟ→藤和シティホームズ→馬場郵便局→園 

③園→メガネ市場→フォルム→花山公園→杉本歯科→東条→西山天王山駅→園 

④園→太鼓山→東台→八条が丘→セントリバーハウス→セブン通りムーンバット→中開田公園 

→日本新薬→グリーンフォート→園 

 

８．就園相談・就学指導 卒園しても一里塚 

通園に不安な方や専門機関等と相談しておられる方は、事前の就園相談にお越しください。 

入園後、子ども第一で考え保護者の方とともに望ましい園生活を考えたり専門機関に相談したり

することもあります。 

小学校就学に向けて一里塚は地域に密着し、年長児になると入学する小学校へ見学 交流 体験

に出かけます。また卒園後も参観に行くなど連携して子どもたちの育ちを見守っています。 

園内に子育て相談室があり、保護者の方の相談にもきめ細やかに対応しています。 



 

９．安全対策 

毎年、職員は遊具などの安全確認、不審者対策の研修を実施しています。子どもたちも地震・ 

火事・水害の避難訓練を行い、保護者への非常時引き渡し訓練も行っています。 

また、園内には小児用AED・防犯カメラを設置し、災害時非常食を備蓄しています。 

昨年までに園舎の耐震補強工事、1，2階のトイレの改修工事を行いました。子どもたちの安全を

第一に、また快適に過ごせるよう今後も改善していきます。 

 

１0．感染症防止対策について 

   新型コロナウイルス対策として、職員の検温、定期的な保育室・おもちゃ等の消毒を実施して

います。また、ご家庭にはお子さまの毎朝の検温をお願いし、登園時には手指消毒を行ってい

ます。昼食時は机にパーテーションを立てたり、保育も密を避けるよう工夫をし、安全を考慮

しながら様々な経験ができるよう考えています。 

    当園では感染症発生情報を共有するシステムに参加し、乙訓保健所等と連携しています。 

    

１1．幼児教育無償化制度  

2019年10月から幼児教育の無償化が始まりました。 

   幼児教育無償化には、自治体への申請・認定が必要で手続きは園を通して行います。 

① 保育料  全額無償  保護者負担はありません。 

② 預かり保育料  

自治体より就労や出産など「保育の必要性がある保護者」として認定された場合のみ 

     日額450円＊利用日数までと実際に園に支払った額を比較して低額なほうが給付されます。 

（月額上限 11,300円） 

③ 副食費（給食代） 

  市町村民税所得割額77,101円未満の世帯及び第３子以降の子どもが対象です。 

  月額上限4,500円までの範囲で、実際に園に支払った額が給付されます。 

※①は無償化分が自治体から園に交付されます。保護者の納付は必要ありません。 

   ※②・③は保護者が園に費用を納付し、後日自治体に申請することで給付されます。 

    

      

  



もっと知りたい！一里塚 

1.一里塚の子どもって？ 

子どもはのびのびしていて活発かな。元気に走り回ったり もくもくと遊び込む。いろんな事を

試してみたがり、何でも遊びに取り入れる。友だちが大好きで「よせて」「いいよ」と声をかけ

あい一緒に遊ぶ姿が「子どもらしい子ども」と考えています。 

幼児期では遊びの中にいろいろな学びがつまっています。楽しみながら人を信頼する力を育んで

いきます。遊ぶときは思いっきり！課題に取り組む時はビシッとメリハリがあります。 

 

２．一日はどんな風に過ごしているの？ 

８：３０ 登園 門では元気にあいさつ！ 年中・年長児は制服からスモックに着替え 

９：００～１０時過ぎ 自由遊び 友達を誘って遊んだり、季節毎にコーナー活動も。 

１０：３０ 主活動・一斉保育 教育のねらいに沿いつつ、子どもたちの思いもくんだ保育 

１２：００ 昼食   火・木曜日は給食。月・金曜日はお弁当 

１３：００ 自由遊び 好きな遊びのほか年長児はウサギの世話や掃除など当番活動もします。 

１４：１０ 降園   担任から保護者の方々に連絡や今日の保育についてお話しします。 

※水曜日は半日保育です。昼食はなく１２時に降園です。 

毎日こんなに時間通りではありません。子どもの様子を見ながら活動します。 

 

３．年間でどんなことがあるの？ 

春・・・家庭訪問・健康診断・日曜参観・田植え（年長児） 

夏・・・水遊び・個人懇談・夏期保育・宿泊保育（年長児） 

秋・・・運動会・芋掘り・遠足・ガラシャ祭り参加と作品展・天王山等園外保育・稲刈り 

冬・・・餅つき・とんど焼き・生活発表会・お別れ遠足（年長児） 

一里塚の活動はとても多様で、いろいろな経験をすることができます。 

年間を通じ日常の保育の中で野菜の栽培・収穫・調理を行い、食育にも取り組んでいます。 

豆をむいたり、自分で採った果物を食べたり、季節を感じる活動があります。 

異年齢クラスで一緒に散歩に行ったりご飯を食べたりしており、5才児は小さい子に寄り添って、

3才児は大きい子を真似て、どちらも成長を感じられます。 

 

4．委員に当たると大変って聞くけど・・・？ 

2019年度よりボランティアの大幅な見直しを行いました。クラス委員などはありますが、行事

などで補助を必要とする時はその都度募集をします。（宿泊保育・餅つきなど） 

気軽に参加していただけるとうれしいです。なおクラス委員の集まりは年数回程度です。 

今までの保護者の声：「普段話さない方たちと話せて楽しかった」「保護者が幼稚園に来ている

と子どもが喜んでいた」「普段の子どもの様子が見られた」など 

 



5．保護者の登園が多いって聞くけど・・・？ 

参観や行事を合わせてほぼ月に一度あります。自由参観は数日の期間がありますので都合の良い

日にお越しください。自由参加ですから欠席されても子どもが寂しい思いをしないよう配慮して

います。４月におおまかな年間予定をお知らせしています。 

 

 ６．集団生活になじめるか 園でどうしているのか心配 

毎日の園生活で、無理なく集団になじんでいきます。子どもが自ら喜んで通園するために寄り添

うのが先生の役割。ここで一里塚の先生の子育て経験や豊かな保育経験がものを言います。園だ

けで子どもが育つわけではありません。時には園でのお子様の姿を見ていただいたり、話し合っ

て成長の姿や困り感などを共通理解できたらと思います。家庭訪問や個人懇談を実施し、家庭と

の連携は一里塚の特長の一つです。 

毎日の降園時に一日の活動内容をお話ししたり、クラス便りを発行しています。 

個人別の「子育てノート」で、お子様の様子を担任からお伝えしたり、家庭での様子を保護者か

ら伝えていただいたり、ご相談等にも利用します。 

降園後３時まで園庭を開放しており、先生と園での様子をお話ししたり、ちょっとした質問も気

軽に聞けます。また保護者同士お話をしたり、子どもが園のお友達と遊ぶ様子が見られます。鉄

棒や竹馬など今日の「できた！！」をお母さんに早速見せることも。バス児も時にはお迎えにど

うぞ。 

 

７．けんかや意地悪が心配 

子どもの成長過程でけんかや意地悪が生じることがあります。保護者と先生が共通理解しあって

子どもが自己主張と抑制を学ぶ機会ととらえて見守り、人との良い関係を作る芽生えを促すよう

助けたいものです。子どものけんかが親のけんかになっては困ります。互いに謙虚さが求められ

ることもあるでしょう。幼稚園は子どもも親も育つところです。 

 

８．面接ってどんなことをするの？ 

約３０分お子様が遊んでいるところや生活を観察します。保護者の参加やお話をお聞きすること

もあります。いつもの様子が見られるよう普段着で安心してお越しください。面接は入園後の保

育の参考にさせていただきます。 

 

 

幼稚園は万能ではありません。 

一里塚では保護者と先生で一緒に協力して、子育てをしていきます。 

入園当初は心配顔ですが、卒園時には親も子どもも晴れて輝く笑顔ですよ 

みなさん実感されています！  

 

 



 

園内図 令和３年秋の新園舎竣工後、一部の部屋の移動があります。 
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     ウサギ   

    ※自然園は、一里塚交差点を挟んで斜め向かい。 
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今秋に竣工！ 

 


