
幼稚園

2022年度
入園のしおり

箕面自由学園

●希望者には月～金曜まで8時からの早朝保育、保育終了後、18時までの預かり保育を
行っています。（有料）　●希望者には園内で、体操・サッカー・チアリーディング（ミニ
ベアーズ）・書道・英語・ピアノ・Wonderの課外教室を開いています。（有料）　●本学
園小学校への内部進学者は、小学校の入学金が半額免除になります。

※積立金は遠足その他の行事、月刊絵本などの費用です。卒園時に精算し、
　残金は返金いたします。（年長組は卒園アルバム代を含みます。）

10月5日（火）以降、欠員のある場合は随時受付いたします。
ご相談ください。

出願書類一式（所定用紙）は学園本部事務室で
9月1日（水）から配布
※入園願書に記載された内容は、法令および園則の定めるところにより、
　入園手続および入園後の在園管理と教育指導のためにのみ用います。

1.入園願書　2.調査書　3.申込票
申込書類

若干名

90名
（内部進級を含む）

・ ３学級
・ 平成30年4月2日～
  平成31年4月1日までに
  生まれた人

・ 進級児を含め3学級
・ 平成29年４月2日～
  平成30年４月１日までに
  生まれた人

募集人員

2年保育児
（年中組）

3年保育児
（年少組）

2021年10月1日（金）  
8：00 願書受付　場所：幼稚園
★インターネットでの出願予約をお願いします。
　詳細は、ホームページ・募集説明会でご確認ください。
★募集人員を超えた場合は「予約先着順」での受付と
　なりますのであらかじめご了承ください。
※受付の詳細は募集説明会でご説明します。

願書受付

日　時

2021年10月2日（土）・4日（月）

※お子さまは動きやすい服装でお越しください。

1.申込票　2.お子さまの上靴

面接日

日　時

当日の持ち物

願書受付時に面接時間をお知らせします。

（家で履いている運動靴を洗って）

2021年 9月11日（土）　10：00～11：00 （受付9：45） ※体験入園アリ第3回 説明会
2021年 9月6日（月）・9日（木）・14日（火）・17日（金） 　10：00～11：30保育見学会

2021年 9月 8 日（水）　10：00～11：00 （受付9：45）第2回 説明会
2021年 9月 4 日（土）　10：00～11：00 （受付9：45） ※体験入園アリ第1回 説明会

入園時に要する費用

支払方法

書類提出

入園金

提出期間：2021年
　　　　  10月5日（火）～10月12日（火）
　　　　 （土・日・祝除く）
提出場所：学園本部事務室（郵送可）

※納付済の入園金は理由の如何にかかわらず
　返還できません。

１０月１日（金）の願書受付時に
全額ご納入いただきます。

3年保育児

2年保育児

1 10,000円
1 0 0,000円

（利用者のみ、納入していただきます。）

納入額は上記保育料と諸費の合計額です。
毎月5日に、お届けの金融機関口座からの自動引落し
による納入になります。
新入園児の第1回納入日は、2022年4月5日（火）です。

諸　費
（月額）

保育料

納　期

教育充実費
（月額）

年少組

年中組

給食費

PTA会費

後援会費

積立金

通園バス代

2,300円
1,300円
5,650円

650円
1,000円

〈年少組〉1,300円

〈年長組〉5,000円
〈年中組〉2,300円

4,000円

無償化制度により実質無料となります。

（2021年度実績） 入園後に要する経費

〒 560-0056 豊中市宮山町 4 丁目 21 番 1 号　TEL.06-6852-8110（代）　072-721-2440　https://mino-jiyu.ed.jp/kg/

参加ご希望の方は、事前に電話または
学園ホームページからお申し込みください。
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元気いっぱい遊びます
お友達と仲良くします
先生のお話をしっかり聞きます
元気に挨拶します
自分のことは、自分で頑張ります
ルールを守ります
自分の思いを言葉にして伝えます

〈 7 つの力〉１～３を中心に

お友だちといっしょに元気に遊ぶ！
体づくりを大切に集団生活を
楽しむことからスタートします

１～３に加えて １～5に加えて
〈 7 つの力〉4・5を中心に

自立のための基礎を身につける時期
元気の良いあいさつは
自己表現の第一歩です

〈 7 つの力〉6・7を中心に

他者との関わりを深める中で、
ルールとコミュニケーションの

大切さを理解します

1
2
3
4
5
6
7

年少での目標 での目標 での目標年中 年長

体験×感動

箕面自由学園幼稚園では、

学園の建学の精神である

「教養高い社会人の育成」をめざし、

豊かな体験をとおして新しい学びを

得ることができる環境を整えています。

「見て、さわって、感じる」

わくわく・ドキドキの毎日が

待っています。

7つの力を
身につけます
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ひろーい園庭でいっぱいあそぼう

農園・果樹園

園庭砂場

飼育小屋

桂門ホール

イメージランド

園舎

園舎
中庭

幼稚園ホール

夏にはプールや
水遊びを行います。

うさぎ、かめ、あひる、
なんと、くじゃくも

生活している飼育小屋。
いのちとの触れ合いも

大切にしています。

園庭の奥に広がっている、
なかよし広場。ここでは

アスレチックで元気いっぱい
あそびます！

イチゴやとうもろこし、
さつまいもにキュウリ。

1 年中いろいろな野菜を育てて
収穫して、みんなで食べて

いのちのめぐみに感謝します。

広い園庭では、
おもいっきり遊べます。

ボールあそびや運動あそび。
毎日の遊びの中で、

体づくりを行います。

体験×
感動

なかよし広場

大きな遊具やブランコ、鉄棒。
園庭には楽しみがいっぱい。

砂場では泥んこあそびが
大人気。山や川を

みんなといっしょに
つくっていきます。

雨の日でも大丈夫。
大きな桂門ホールをつかって、

室内運動を行います。
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お泊まり保育・
プール開き
年中組が幼稚園で

お泊まりして、プールや
花火を楽しみます。 生活発表会

劇や合奏・合唱の
舞台発表。大きな拍手に、

自信がわきます。

制作展
各クラスで取り組ん
できた制作の発表

の場です。

キャンプ
川あそび、泥あそび、滝あそび、

そして夜のキャンプファイヤーと蛍。
天の川と夏の大三角を見上げて

年長組が夏を満喫します。

七夕まつり
短冊にこめた「ねがいごと」を

笹にむすんで、みんなで
歌をうたいます。

  秋の運動会
各学年の演技・競技に
子どもたちが大奮闘。

紅白対抗戦です。

絵画展
子どもたちの想像の
世界がホール一面に

広がります。

観劇会

ようちえんの1年

春の運動会
みんなで作った園庭の空に

泳ぐこいのぼりと一緒に
エイ・エイ・オーッ！！

クリスマス会
クラスごとに歌を

うたいます。

夕涼み会
園庭のやぐらの太鼓の音に
あわせてみんなで踊ります。

中庭の夜店で舌鼓。

春の遠足
年少組は親子で五月山公園。
年中組は伊丹スカイパーク。

年長組は伊丹市昆虫館と
昆陽池公園。

ひなまつり
園内に飾られた
おひなさまと、
楽しいひと時を
過ごします。

5月

5月

7月

6月

7月

9/10月

8月

マラソン大会
走ることを楽しむ

マラソン週間の最終日です。
みんな一生懸命に

ゴールをめざします。

1月

12月

12月

11月

3月

1月

2月

3月

おもちつき
石うすと杵で

ついたおもちを
いただきます。
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子どもたちの「見たい」「知りたい」という旺盛な知的好奇心を大切にして、身近な生活のなかの
科学や日本文化・異文化を、驚きとともに体験できる年長組対象の教室です。

※土曜日は、8:00～9:00および
　保育終了時～13:30
※長期休業期間中も実施する期間を設けています。

製作・絵画・リズム遊び
想像力やコニュニケーション力を培う
心豊かな保育を行います。

給食
4月中旬から週5回完全給
食を実施します。（原則と
して始園式から終園式前
日まで給食を実施。）

18:00まで

14：00〜
預かり保育

登園

プール
（夏期）

製作・絵画

リズムあそび
体育あそび

給食

降園

9：00

9：10

9：55

10：30

11：00

12：00

14：00

お忙しい保護者の方や遊ぶ場の少ない
お子様のために実施しています。

身じたく
手あらい
うがい

平日 保育時間預かり 預かり

8：00 9：00 14：00 18：00

土曜日 保育時間預かり 預かり

8：00 9：00 11：30 13：30

サッカー 体操 ピアノ

チアリーディング書道
英語

8:00～9:00および
保育終了時～18:00

月～土曜日実施日

時間

English
Time

ネイティブの先生と
一緒に英語に親しみ、

異文化理解への
はじめの一歩となる

時間です。

のびのびタイム
小学校就学を意識して、

言葉や文字、数字に触れ、
「書く」力をじっくり
育てる時間です。

身じたく・
手あらい・うがい
園内での生活をとおして基
本的な生活習慣や態度を身
につけます。

幼稚園の
1日

課外教室

年長 年中・年長

年中・年長年中・年長

年少〜年長

年少〜年長

Wonder（英語・化学・書道）    
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子どもたちの安心・安全

至池田
バイパス

市民プール
セブン
イレブン

フレンドリー

“虹バス”ルート
 （3台 5コース）

（2021年9月1日現在）通園バス“虹バス”運行ルート

週5日の手づくり完全給食

未就園児のためのサポート

ごあいさつ

保護者による送迎

バス通園

集団徒歩通園

幼児期の食事は成長に欠かすことの
できない重要なものです。私たちは、
加熱調理を基本に、和食・洋食・中華
など、味覚形成時期の子どもたちのた
めに、四季折々の食材を取り入れ、で
きるだけ素材そのものの味を生かした
給食づくりを心がけています。また、徹
底した衛生管理のもと、子どもたちが
喜ぶ給食づくりはもちろん、マナーやコ
ミュニケーション力を養う「食育」とい
う面からもアプロー
チできる給食づくり
をめざしています。

　「子供の目線にたって、子供の心を考え、子供を一杯、一杯愛する」そんな保育がで
きる幼稚園でありたいと考えています。幼稚園にとって、最も大切なことは「子供たち
が、楽しくー日を過ごせること」だと思います。このことを前提に、新しい知識を身につけ
て頂き、いろんな体験をして頂きます。新しいことを学び、体験することと併せて、大切な
ことは「丈夫な体をつくること」即ち、広い園庭を思う存分走り回り、学園内でつくる給
食を、好き嫌いなく食べることです。次には「周りの人と仲良くすること」即ち、他人を思
いやる心を育てることです。このようにして、本学園の建学の精神であります「教養高い
社会人の育成」につなげたいと思っています。

命とふれあう、文化とふれあう。 育つ、こころ・からだ・つながり。

磯部 恭美　栄養士

竹繁 正幸
事務部総務課 
課長（保安担当）

理事長兼幼稚園長　平井 宏

自園炊飯による週 5日の完全給食を行っています。幼稚園の
畑でとれた野菜を食べたり、季節の行事にあわせたメニューを
取り入れたり、給食を楽しみながら「心とからだ」を育てます。

24 時間体制の守衛室
人を守るのは、何よりも人であるという考えで、
24時間体制で子どもたちを見守る守衛室です。

学園を見守る防犯カメラ
学園内には出入り口を中心に現在20台の防犯
カメラを設置し、安全性を高めています。

心と体を守る保健室
子どもたちの健康と発育を見守る保健室は、
いつも子どもたちが安心できる場所です。

園児の登降園時の安全確保のため、
学園内外を巡回し見守っています。

幼稚園まで、保護者が
直接送迎します。

幼稚園の虹バスで送迎します。
※2022年度のコースは、乗車希
望により、制限時間内で現ルート
を手直しして決定します。

幼稚園の職員が送迎します。
●宮山町4丁目15の角 → 幼稚園　
※ただし、各グループの人数が若干名
　になった場合は職員による送迎は
　できません。

（2021年度希望者なし）

2 〜 3 歳児のプレイルーム 就園前のお子様のために、専門のベテラン教員の
指導によるプレイルームを開設しています。

■週2回　9：15～13：45　
　パンダちゃんコース（月・木）　
　くまちゃんコース（火・金）

■週1回　9：15～11：30　
　うさぎちゃんコース（水）　
　2学期後半以降午後保育が
　あります。

■月1回（水曜日または土曜日）9：15～11：30
　※人数により時間調整あり

通園方法

通園は、
安全第一に

ふれあいサロン〈対象〉 未就園児の親子

パパとママをサポート

プレイルーム（楓台館）保育室等で季節に応
じた遊びや、家庭では体験できない遊びを
親子で楽しみます。子育て仲間の交流が深め
られる楽しいプログラムを用意しています。

幼稚園の安全確保

心とからだを育てる
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