
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〒５３０－００５６ 

大阪市北区兎我野町３－１０ 

社会福祉法人 旭ヶ丘学園 

保育所型認定こども園 きたの旭ヶ丘学園 

℡０６－６３６１－８３４４ 

 
 

令和５年度 きたの旭ヶ丘学園  

① 号認定こども ⼊園ご案内 



１． 旭ヶ丘学園、教育・保育の基本方針 
「共生・ともいき」の仏教理念を基に、感受性の豊かな時期、いのちを感じて育つ、人格

形成に大切な根っこを育てます。 
● 仏教保育を通じひとり一人を大切にする保育 
「明るく・正しく・仲良く」という仏教理念の保育の下、一人ひとりの大切な命を感じる

ことのできる情操教育に取り組みます。様々な行事やカリキュラム、経験を通して、健や

かな人間性を育て、自らを大切にできる子ども、お互いに認め合える子どもを育てます。 
●養護と教育が一体となった保育  

１．生きる力を育てます。  
自ら考え行動できる力を育てるためには、共に育ち合い、成長する環境がとても

重要です。それぞれの年齢の子ども達が集まり、真似をしたり、あこがれを持ち

ながら、見て学ぶ生活の中から生まれてきます。本物の経験を通して学ぶ、様々

な実体験を大切にしています。 
２．考える力を育てます。  

０歳～５歳までの一貫したカリキュラムに沿って、よく見る、よく聞く、しっか

り話す子どもを育てます。年齢に合わせたルールのある生活の中から、主体的な

様々な遊びを通し、発見や想像力が培われます。 
３．共生（ともいき）の心を育てます。 

なによりも、毎日が楽しい園生活であるように、あそびを中心に、あそびから発

展する保育を大切にします。み仏様に見守られながら、あなたもわたしも、今日

が明日につながるように、ひとり一人が日々を積み重ねて成長していきます。 
 
 

＜教育・保育目標＞ 
仏教保育の理念に基き、仏（明るく）法（正しく）僧（仲よく）の三宝を実践します。 

明るく・・・生命尊重の保育 
正しく・・・正しきを見て絶えず進む保育 
仲よく・・・よき社会人をつくる保育 

（めざす保育のすがた） 
 
・就学前の自立ができる子どもを育てる。 

・ありがとうと あいさつの言える子どもを育てる。 

・よく見る、よく聞く、しっかり話す子どもを育てる。 

・主体性のある子どもを育てる。 

・明るく・正しく・仲良く大きくなる子どもを育てる。 

・本物の体験から得られる、感受性のゆたかな子どもを育てる。   



◇入園できる幼児 
①３．４．５歳児に限り、当園に入園希望で、保護者就労、父子・母子家庭、

疾病・看護・介護等に該当しない場合も、各年齢３名～５名程度、園との契
約の下、「①号認定こども」として申請することが出来ます。 

 ②選考基準：①号認定基準、次に準ずる者を優先とし、家庭状況および就労
状況を踏まえ面接した上で、当園の保育理念・方針を継続して理解し賛同
できる方。  

 
◇入園までのスケジュール 
 
① １０月３日～７日 当園に願書（児童票）提出  10：00～15：00 

面談日を調整してお知らせします。 
② 面接  
③ 郵送により合否通知後、「認定申請書」「同意書」提出 ＜入園内定＞ 
④ 支給認定証交付 
⑤ ２月中頃 健康診断および入園説明会ご案内 
⑥ 入園式 
 
◇ 教育・保育の内容 
（１）教育・保育時間及び日程について 

 
１号認定（3,4,5歳）のお子様について …園との直接契約 
提供する曜日 月曜日～金曜日 

 

教育・保育時間 
８：３０～１６：３０（8時間） 

・８：３０～１２：３０・・・教育時間 
・１２：３０～１６：３０・・預かり保育（無料） 

預かり保育（新２号認

定の児童） 
朝８：００～８：３０ 夕１６：３０～１８：００・・無料（大阪市

補助による） 
休園日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始 

春期・夏期・冬期休暇期間（新２号認定は２・３号認定と同じ） 
 
※ 土曜日の保育はありません。 
※ 平日は給食になります。 
※ 夏期・冬期・春期休暇期間の保育はありません。やむを得ず保育が必要な 
  場合は申請とともに利用料日額500円が必要です。 
※ 6時以降の保育は行いません 
※ 1号認定こどもおよび新2号認定こども枠で入園した児童は途中で2号 

認定への変更はできません。一旦退園後、2号枠への再申請が必要と 
なります。 

 ※ １号認定こどもで、就労等により保育の必要性があり、預かり保育（18：
00まで）が必要な保護者は「新２号認定こども」の申請が必要です。 

※ 新２号認定子どもの教育・保育時間（8：30～16：30）以外の預かり保育
利用料 ・・・  3.4.5歳児：11,300円／月   
料金は一旦納入し、大阪市より返金精算し無償化されます。    
 



 
① 年間休園協力日について（令和４年度） 

  お盆休み   8/13（土）15（月） 年末年始   12/29（木）～1/4（水） 
  年度末休園 3/2５(土)（新学期準備及び大掃除のため） 
 
  １号認定休園日：夏（7/25～8/31）冬（12/25～1/4）春（3/19～3/31） 
 
➁ 臨時休園について 
  気象警報､気象状況、地震等により、交通が遮断され職員体制が整わない

時、やむを得ず臨時休園をする場合があります。（午前７時現在、暴風警
報が発令されている場合、臨時休園となります） 

 
③ 毎月の予定について 
  月々のお便りおよび、掲示にてお知らせします。 

   
 
（２）給食について 

保育園の厨房で名阪食品㈱により、安全でおいしい給食と、手づくりおや
つを調理しています。  

・アレルギー除去食は医師の意見書により相談の上 
対応します。（場合によりお弁当を持参いただく 
場合があります） 
 

・保育士と連携してテーブルマナーを身につけます。 
 
・食育活動を進めます 
 

 
 

（３）家庭と保育園の連絡について 
 
お子様の園での様子はノートには簡潔に記入しますので補足部分は保育士
とお話しいただき、コミュニケーションを図りましょう。 
その他、全クラス共通して下記により保護者の方に情報を発信します。 
 

① ホワイトボード・・緊急のお知らせや流行性疾病の情報をお知   
        らせします。 

② クラスボード・・写真、今日の活動等を掲示してお知らせします 
③ 園だより、クラスだより・・前月末にクラスのようすや保育情報 

を掲載します。 
    ④ 給食だより、食育だより 

 
★ 集団保育上、困難や迷惑となるとき、または園との信頼関係が保てない時

は入園後でも保育をお断りすることがあります。 
 
 



 
（４）令和４年度・認定こども園の一日  
    ◯ 保育園の一日 

  7:15 ◆ 開園 

  ｜    

  8:30 ◆ 登園 

  ｜    自由あそび 

   9:30 ◆ 登園完了 

  ｜    おつとめ、体操、マラソン(冬季） 

  10:00 ◆ 各クラスへ 

  ｜    ごあいさつ、出席しらべ ０～２歳児 おやつ 

  10:30 ◆ 教育保育活動－カリキュラムに基づいて 

  ｜    絵画、製作、うた、リズム、運動あそび、表現あそびなど 

  11:30 ◆ 給食 

  ｜    

  12:30 ◆ 教育保育活動 又は午睡 

  ｜    （２・３歳児は午睡、４歳児は年度初め GW 明けまで） 

  ｜    （園庭あそび、お絵かき、紙芝居など） 

 ｜   

 ｜   

  15:00 ◆ おやつ 

  ｜ ◆ お帰りの集い 

  16:00 ◆ 降園準備 

  16：30 ◆ 降園 ・ 自由あそび 

    

    

  18:00 ◆ 延長保育 

  ｜    

 19:00 ◆ 閉園 

 
これは、基本的な保育の流れです。天候・季節・行事・子供たちの様子にあわせて時間や内容が

変わります。保育内容は教育・保育要領に基き、毎月目標をもったカリキュラムを組んでいます。 

 

 

 

 



 
（５）年間行事予定表 

４月 入園・進級式、はなまつり ５月 保育参観と懇談会、健康診断、遠足（５歳児） 

６月 ふれあい動物園（母の会）、音楽会 ７月 ５歳児キャンプ、４歳児おとまり保育  

８月 たままつり、おせがき ９月保育参観と懇談会、敬老会、 １０月運動会、おいも

ほり、遠足（４・５歳児）、 １１月 健康診断 １２月生活発表会、 成道会、おもち

つき １月 お年玉観劇会（母の会） ２月作品展とバザー、涅槃会 ３月５歳児お別れ

遠足、卒園式 
その他、毎月のお誕生日会 
 

 ＜年間保健計画＞ 
・ 内科検診 ２回       ・歯科検査  
・ 身体測定（毎月）      ・視力検査（3歳児以上） 
・ 尿検査（２歳児クラス以上） ・４，５歳児歯みがき指導（６月） 
 

※ コロナウィルスの影響により上記予定が中止・変更になる場合があります。 
 
 

◇ 必要経費（令和４年度） 
 
（１）必要経費とその納入について 
● 令和元年１０月～より３歳児クラス以上の保育料は無償化されています。 

      
 ●その他毎月の経費 口座引き落としにより園より徴収させていただきます 
           （引落し日 前期4/27 後期9/27） 
            ＜給食費＞ 

 保育料 主食費 副食費 布団リー

ス 

保育等協

力金 

布おむつ

リース 

合計 

３歳児  0 2000 4500 1300 1000  8800 
４歳児 0 2200 4500  1000  7700 
５歳児 0 2200 4500  1000  7700 

※ 市民税非課税世帯に保育料は無償 
※ 年収360万円未満相当世帯は給食材料費は無償 

 
 ●年度当初の納入経費 

① 教材費１年     3,500円 (３～５歳児クラス) 
   卒園アルバム代  3,000円 （５歳児クラス） 

② 園外保育交通費   1,000円  (5歳児クラス) 500円（4歳児クラス） 
 

 ●宿泊保育積み立て金（年長児のみ） 
 
 ●母の会 会費 
  
 



 
（２）園児服（スモック）及び帽子   服装を整えて通園しましょう   

 ○スモック（冬用）  S・Ｍ・Ｌ・ＬＬ        3,000円 
           ３Ｌ           3,300円 

        夏用は、５月末に改めて販売します。 
 ○ベレー帽  （フリーサイズ） 1,900円 

夏・麦わら帽         1,900円 
 ○体操服 上・下、ポロシャツ （年長・年中児のみ購入） 
 ○カラー帽  600円 
 
 

（３）絵本 
 毎月、各年齢に合わせた絵本を購入いただけます。 

希望者は申込書にてお申込ください。なお、 
年長組はクラスで使いますので必ず購入ください。 

 
 
令和５年度の必要経費については諸事情により変更する場合があります  

 
 

◇ 安全管理 
 ① 保育園内の安全確保の為、ＩＣカードロックの門扉を設置しています。 
                             
② 保育園内でのケガ、事故等に対しては日本スポーツ振興センター・園児傷害

保険・私立保育園共済に加入し対応しています。個人負担金は徴収しており
ません。 
 

③ 防災・防犯訓練を行っています。 
 

④ 緊急通報システムを設置しています。 
   
◇ その他 
 
  ※ 当園には駐車場はありません。駐輪についても近隣のご迷惑にならな

いようご注意ください。 
 
 
 
上記ご案内 および HP公開上の料金、規定等は修正変更する場合
があります。あらかじめご了承ください。  
詳細は確定後公開、もしくは入園決定後、要綱に記載します。 
              
 
 

きたの旭ヶ丘学園 園長 上田達志 


