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本園の創立は、1950（昭和25年）。「あかるく、ただしく、たくましく」

を園訓として、より良い教育環境づくりと心身ともに健康な幼児の育成

に努めています。

お子さまそれぞれの個性や特技を見極め、ポジティブな声掛けをしながら

褒めて伸ばしていく教育がこれからの時代に相応しいと考えています。

21世紀に生きる子どもたちの豊かな個性と限りない可能性を育てたい

との願いを込めて、「育てよう！子どもの未来」を教育理念とし、魅力

ある教育活動を展開しています。

園児数：２８３人（令和４年５月１日現在）

　年 長 組（４クラス）　　年 中 組（３クラス）

　年 少 組（４クラス）　　満３歳児（４クラス）

教職員数：４６人

　理事長・園長（１）副園長（１）主任・担任（20）副担任・補助教員（12）

　事務（２）バス運転手（４）バス添乗員（６）

　スクールバスは４台で運行しています。

○出欠申請や担任への連絡

　ICT（情報通信技術）を活用し欠席・送り・迎えの申請やバス運行状況確認が 

　でき、園や担任へ連絡することもできます。

○園内清掃

　株式会社ダスキンに業務委託し清掃員を派遣、日常清掃を行っています。

○安全対策

　登降園の際には「在園カード」を携行して頂き、お子さまの安全確保に努め

　ます。また正門は常に施錠し、敷地内に不審者が入らないよう見守ります。

　バス送迎は添乗員が乗車します。運行状況はアプリをインストールすること

　で確認できます。

○給食

　日本ケータリング株式会社に業務委託し安心・安全な給食を提供しています。

　幼稚園や学校への提供実績も多く、安心な体制を備えています。
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保育内容
学年ごとに様々な保育活動や年間行事を行っています。

運動・音楽・芸術などお子さまの興味や関心に寄り添い、成長を後押し

することを指導の根幹と考えています。年間行事を行うことで友だちと

協力しながら努力すること、その過程を通して貴重な経験や思い出にも

繋がっています。

通常保育の基本カリキュラム：専門講師による指導内容（令和４年度実績）

【体育】	 幼児に必要な体の使い方や動かし方を提供し、運動技術の向上を図ります 

楽しく体を動かし「できた」と感じた時の笑顔を大切にしています

 年間回数　　　　年少12回　　年中12回　　年長14回 

年　　少　　　　マット・跳び箱・鉄棒 

年　　中　　　　鉄棒・縄跳び・マット・跳び箱 

年　　長　　　　マスゲーム　リレー

【英語】	 英語を使って季節の言葉や歌を楽しみます 

年間回数　　　　年中５回　　年長15回 

ネイティブ英語　年中２回　　年長３回 

年　　中　　　　あいさつ・自己紹介・英語の歌 

年　　長　　　　あいさつ・英語の歌・簡単な会話・ゲーム

【学習指導】ひらがなが形よく正しい書き順で書けるようにします 

年間回数　　　　年長５回 

年　　長　　　　文字の練習・文字カードを使ったゲーム

【絵画】絵を描いたり紙粘土で製作をしたりして創作意欲を伸ばします 

年間回数　　　　年中10回 

年　中　　　　　ひっかき絵・合わせ絵・糸ひき絵・混色・絵画展の作品製作

【音楽】	 音階を覚えて、器楽演奏ではみんなの音を聞いて協力して合わせます 

年間回数　　　　年中17回　　年長19回 

年　　中　　　　リトミック・打楽器 

年　　長　　　　ピアニカ・木琴・器楽演奏

【書道】	 文字への興味を高めます 

年間回数　　　　年長４回 

年　　長　　　　毛筆を使って文字を書く
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満３歳児の基本カリキュラム：専門講師による指導内容（令和４年度実績）

【体育】 体の動かし方を学びます

 年間回数　６回　リズム体操・マット・鉄棒

【英語】 英語に親しみを持たせます

 年間回数　３回　英語の歌・絵本

年 間 行 事 予 定 　 　 　 　 			（令和４年度予定）

４月 10月
入園式 いもほり遠足（年長）

満３歳児クラス開講式 秋の遠足

誕生会（毎月実施） 引き渡し訓練

５月 11月
園内こどもの日 西城まつり

母の日保育参観 個人懇談会（年長・満３歳児）

避難訓練（地震） 七五三詣り

内科検診 12月
春の親子遠足 生活発表会

６月 クリスマス会（満３歳児）

個人懇談会（年少・年中・満３歳児） もちつき大会

歯科検診 マラソン大会（年長）

父の日保育参観 １月
７月 避難訓練（火災）

七夕生活発表会 絵画展（年少・年中・満３歳児）

園内七夕まつり 園内豆まき

合宿保育（年長） ２月
園内夏祭り（年長） お別れ演奏会（年長）

夏期保育（前期７月下旬） 満３歳児発表会

８月 ３月
サマーキッズ（８月上旬・中旬） お別れ遠足

夏期保育（後期８月下旬） 園内ひなまつり

９月 卒園式

運動会 公開保育（年少・年中）
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預かり保育について
子育て支援事業として、通常保育の終了後も延長してお子さまをお預か

りする「預かり保育」を行っています。

預かり保育名 定員 コース 時　間 費用

夕やけこやけ

なし 通常保育 ～16時 300円/１回

40名 半日保育 ～16時
800円/１回

給食費350円/１回

チャイルドルーム 50名

17時コース
通常保育

～17時
8,000円/月額

半日保育 別途給食費350円/１回

18時コース
通常保育

～18時
10,000円/月額

半日保育 別途給食費350円/１回

　「夕やけこやけ（延長保育）」

　延長保育時間（休園日は除く）は、保育終了後より16時までです。

　「チャイルドルーム（長時間預かり保育）」

　長時間の預かり保育時間（休園日は除く）は、保育終了後より17時、

　18時まで１ヶ月単位が原則です（お仕事の方のみの利用となります）。

　※新２号認定の方は預かり保育も無償化の対象となります。

　※どちらもお子さまのお迎えは、保護者にてお願いします。
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課外教室について
課外教室は保育終了後に園内施設で行います（水泳教室は城西スイミン

グスクールまで送ります）。体験や学びを通してお子さまの知的好奇心

や豊かな心を育むためにご活用ください。

小学校に進学した以降も継続して通学頂ける教室もあります。

課外教室後のお子さまのお迎えは、保護者にてお願いします。

体験教室や入会手続きは各教室の担当か担任にお問い合わせください。

教　室　名 曜　日 学　年 時　間 費　用

体 育 教 室

木曜 年少 14:45～15:45

授業料：5,280円
月曜・火曜

年中 14:30～15:30

年長 15:30～16:30

小学生 16:45～17:45

サッカー教室 金曜
年中・年長 15:30～16:30

小学生 16:45～17:45

水 泳 教 室 火曜・金曜
年少・年中・年長

14:50～15:40
週１回：4,500円

（年少は９月より） 週２回：7,500円

新体操教室 水曜 年少・年中・年長 14:40～15:30 授業料：5,500円

ダンス教室 金曜 年中・年長 14:30～15:20 授業料：6,600円

学研
プレイルーム

金曜

年少 14:30～15:30 授業料：6,600円

年中・年長 14:30～15:30 授業料：7,150円

スタディルーム 小学１～３年生 16:00～17:30 授業料：8,250円

学 研 教 室
算国コース

水曜
小学生

16:30～
授業料：8,800円

金曜 17:40～

花まる学習会
火曜

年中 14:30～15:30 授業料：8,800円

小学生低学年 16:00～17:30 授業料：9,900円

小学生高学年 17:30～19:00 授業料：11,550円

水曜 年長 14:30～15:30 授業料：8,800円

英 語 教 室

月曜 年少 14:30～15:10 授業料：6,600円

木曜
年中・年長 14:30～15:30 授業料：7,700円

小学１～６年生 15:30～ 授業料：6,600円

ピアノ・バイオリン教室 月曜～金曜
年少・年中・年長

応相談 授業料：7,000円～
小学生以上も可

絵画造形教室
火曜 年中

14:30～15:30 授業料：6,000円
木曜 年長

（令和４年度の時間割と授業料）
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　2023（令和5）年度　園児募集要項
１ 募 集 人 数

　３年保育（３歳児）　 2019年４月２日～2020年４月１日生　 100名

　２年保育（４歳児）　 2018年４月２日～2019年４月１日生　若干名

　１年保育（５歳児）　 2017年４月２日～2018年４月１日生　若干名

　満３歳児保育　　　　2020年４月２日～2021年４月１日生　　60名

２ 願書受付日　令和４年10月１日（土）午前９時～12時　１号館１F／職員室（受付）

３ 入園手続き　「入園願書」（１通）および「入園納付金」（４０,０００円）

４ 入園納付金　入園料 ３５,０００円　検定料 ３,０００円　施設設備費 ２,０００円

５ 授業料等（月額）

項目 授業料 給食費 通園協力費（バス登園の方） 施設維持管理費 PTA会費

月額
２６,０００円
保護者負担３００円

３５０円×給食日数
３,０００円

兄弟姉妹２人目以降２,０００円
１,０００円 ７００円

６ その他の諸費（令和４年度実績）
　「制服・体操服・帽子・あそび着・通園リュック・カバン」など（45,000円程度）

　「保育教材用品（道具箱・名札・粘土・ハサミ等）」（14,000円程度）

　「給食費」は１食350円。月～金曜日までの完全給食です（アレルギー食も一部対応）。

　「誕生会費」（年額1,000円）。お子さまの誕生月に開催します（記念写真・プレゼント含む）。

　「遠足費」（年１回）「合宿保育費」（年長対象）は、別途徴収します。

　保育教材用の「絵本（月刊）」は、毎月無料で配布させていただきます。

７ 用品販売日
　令和４年11月９日（水）午後１時～午後３時（予定）まで

　スクールバスの乗降場所の確認をいたします。

　保育用品の販売、制服などの注文も行います。

８ 新入園児保護者会
　令和５年２月10日（金）午後１時～午後２時30分（予定）まで

　お子さまのご入園に当たっての保護者を対象としたガイダンスです。

　お子さまのクラス発表、園生活全般についての説明をいたします。
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満３歳児保育について
保育者は担任＋補助教員が複数名います。保育室は５号館１階と１号館

１階です。誕生日から正式の入園となります。

在園児と同様、毎日登園するクラスです。

保育内容も在園児と同じカリキュラムです。

　※　基本的には昼寝はしません。

 （チャイルドルーム利用者や月齢によっては昼寝をします）。

　※　オムツでの登園でも構いませんが、パンツを履けるようご家庭でも

　　　トイレトレーニングをお願いします。

　※　預かり保育（夕やけこやけ・チャイルドルーム）もご利用いただけます。

　※　保育後の課外教室は年少組から利用可能となります。

１　募 集 人 数

　　2020年４月２日～2021年４月１日生……60名（４クラス）

２　願書受付日　

　　令和４年10月１日（土）午前９時～12時　１号館１F／職員室（受付）

３　出 願 手 続

　　「入園願書」（１通）「志願書」

　　「返信用封筒」（切手不要　住所・保護者氏名・お子様の氏名を記入ください）

　　※　定員を超える応募があった場合は志願書を参考に選考します

４　入園手続き

　　入園結果は入園決定通知を郵送にてお知らせします。

　　10月７日（金）に入園手続きを行います。

　　詳細は入園決定通知に同封してお知らせします。

５　無償化について

　　授業料は誕生日から無償化対象となります。

　　誕生日前までは無償化対象外ですが毎日登園頂けます。

　　※　誕生月の授業料は日割り計算いたします。

　　　　預かり保育を利用した場合は、無償化対象外の為、保護者負担となります。
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エンゼルルームについて
エンゼルルームは就園前のお子さまを対象に、あそびを通して自立心を

伸ばしていく教室です。週１回コース、または週２回コースのプレスクー

ルです。４～５月は保護者の方にもご一緒に参加いただき、６月からは

お子さま一人での参加となります。

親離れの練習になり、幼稚園での基本的生活を知り、集団生活の楽しさ

を体験します。

１　募 集 対 象：2020年４月２日～2021年４月１日生

２　定　　　員：30名程度（３クラス）

３　指 導 時 間：週１回コースは月曜または火曜または水曜、週２回コースはプラス木曜

　　　４月～　　親子で参加（10時～11時30分）

　　　６月～　　お子さまのみで参加（10時～12時）

　　　10月～　　給食実施（10時～13時）

４　指　導　者：西城幼稚園教諭・スポーツクラブトライル講師・英会話講師

５　入会手続き：令和４年10月27日（木）午前10時30分以降随時募集

６　授　業　料：週１回コース　月額5,000円

　　　　　　　　週２回コース　月額7,000円

　　　　　　　　（おやつ代を含みます。10月以降は給食費を別途いただきます。）

７　体　験　会：１回目　令和４年10月12日（水）10時～11時30分

　　　　　　　　２回目　令和４年10月20日（木）10時～11時30分

８　入会者保護者会：令和４年12月５日（月）10時30分～11時
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Ｑ．1 　１日の流れを教えて下さい。

Ａ．８:00　○バスや徒歩で順次登園します。

　 　 　 ～　　・朝の支度、園庭遊び

　　９:40　　　　

　　10:00　○主活動（学年・クラスにより、それぞれの活動をします）

　 　 　 ～　　・製作、リズム遊び、文字の練習、保育内活動、園庭遊びなどクラス活動

　　12:00　○給食

　　　 ～　　・室内遊び、園庭遊び

　　14:30　○バスや徒歩で順次降園

　バスコースは、どのように決めていますか？

Ａ．入園願書の受付後、次年度の在園児を対象とした新しいバスコースを作成します。

　　新入園児用品販売日（11月）に保護者の方に乗降場所をご提案します。

　　尚、基本的には乗降場所・乗降時間は、１年間を通じて変更しません。

　給食はありますか？

Ａ．月～金曜日まで完全給食制です。

　　尚、アレルギーのお子さまには、ご相談の上で可能な限り対応いたします。

　　手作りのお弁当をご持参いただく日は、遠足など年２回程度です。

　夏休み中の保育日はどれくらいですか？

Ａ．夏期保育は、前期（７月末）１週間、後期（８月末）１週間あります。

　　また、夏期特別預かり日のサマーキッズ（朝の預かり時間は遅くなります）も

　　あります。 「夕やけこやけ」「チャイルドルーム」は８月上旬～中旬を除いて

　　お預かりしています。

Ｑ．2

Ｑ．3

Ｑ．4

Ｑ＆Ａ

　満３歳児とエンゼルルームの違いは？

Ａ．満３歳児は、毎日通園して在園児と同じ園生活を送ります。次年度は年少組に進

　　級します。誕生日から正式入園となりますが、どなたも４月から登園できます。

　　エンゼルルームは、子育て支援事業として未就園児を対象に、週１～２日

　　（約１時間半～３時間）行う教室です。10 月からは給食も食べます。次年度の

　　入園に向けて、集団生活に慣れるためのプレスクールです。

Ｑ．5

＊個々のご質問は、質問コーナーにてお尋ね下さい。
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学校法人 西岡学園

西城幼稚園

NAME

〒451-0031　名古屋市西区城西三丁目４番５号
TEL ▼ 052-531-5034（代）　
URL ▼ https://www.seijo.ed.jp


