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本日はご来園頂き感謝申し上げます。感染症対策を行い、見学を実施している事情でこの

度は短縮した見学となりました。園の事で、気になること、知りたいことがあれば本日伺い

ます。ひがし子ども園を知って頂けるツールをインスタグラムのプロフィール欄に

「LITLINK」にしてまとめております。どうぞご覧ください。 

 

【入園の前に必ず知っておいてほしいこと】 

子ども園や保育園、幼稚園に入園することは、お子様にとってはもちろん、保護者の方に

とっても初めて体験が増えます。特に集団生活では、「お友だち、ひがし子ども園の先生、

地域の方など」色んな「他者との出会い」があります。家族以外の人と交流し、影響され、

成長していくことは、就学前の経験においてなにより大事なものと考えています。園での生

活の中で、「楽しかったこと」「頑張ったこと」「びっくりしたこと」「困ったこと」「悲しく

なったこと」色んな感情が生まれます。私たちひがし子ども園の職員は、子どもたち、保護

者の方に寄り添い、双方に「協力しながら」子どもたちの保育を行っていきます。 

4月、5月は「行きたくない」「おうちにいたい」という気持ちになることもあります。も

しかしたらその裏に、園での集団生活の中で家庭とのギャップを感じていることが原因か

もしれません。だって知らない大人や知らないお友達がたくさんいることって、大人でもス

トレスを感じてしまうことありますよね？ 

 しかし、何事も経験です。初めてお子様を、預けるときの不安な気持ちもきっと、時間が

たてば親子ともに良い経験になったと懐かしい気持ちになることと思います。  

私たちは大切なお子様の成長をしっかりとサポートし、一緒に笑い、一緒に泣き、就学前

までサポートしていきます。どうぞよろしくお願い致します。 

 

【ひがし子ども園の保育方針】 

ひがし子ども園は「礼儀、おもいやり、学ぶ力」が育つように、保育・教育を行い、小学

校就学前に育ってほしい姿とします。 

☆礼儀 

・「元気良く挨拶をする」 ・「お返事ができる」 ・「丁寧な言葉で話す」 

☆おもいやり 

・「ありがとうが言える」 ・「周りの状況に気付ける」 

☆学ぶ力 

・「お友達との関わりで、影響しあい成長する」 

・「生活習慣（食事、排せつ、衣服の着脱）の自立」 

・「お話が聞ける態度をつくる」 

・「見て聞いて、考えて行動できる」 

・「最後まで諦めずやり通す」 

 



【子ども園とは？】 

 ひがし子ども園は、幼保連携型認定子ども園で、保育園の機能と、幼稚園の機能を備えた

施設として運営しています。保育園は、お仕事や介護、求職活動など「保育を必要とする理

由」が預けることの条件となりますが、子ども園ではお子様が満 3歳になった翌月より「1

号認定（幼稚園時間）」を利用することができます。これにより、妊娠出産や急な離職をし

た場合でも、お子様が満 3歳になっていれば継続して利用することができます。また、1号

認定、2号認定の利用者はすべて保育料が無償化されます。なお、保育料が無償化されたこ

とにより、毎月給食費が 5,000円かかります。 

 

【幼稚園時間と保育園時間】 

 1号認定とは、幼稚園時間を利用する園児のことを言います。上記に記載した通り、お子

様が満 3歳になった翌月から利用することができます。土曜日はお休みで、平日の利用時間

は 8時 30分～15時 30分（条件により延長保育 19時まで可能）がベースとなります。幼稚

園時間から保育園時間に変更することは、月毎で可能です。（※変更希望月の前月 20日まで

に変更届等が必須）入園の可否は園で決定します。 

 2、3 号認定とは保育園時間を利用する園児のことを言います。2 号認定は 3 歳以上の園

児（保育料なし）、3号認定は 3歳未満の園児（保育料あり）を言います。0歳 4ヶ月から卒

園まで利用することができますが、「保育を必要とする理由（就労等）」が必須となります。

また、保護者の方の就労時間毎に保育園時間には 2つの区分があります。保育園標準時間は

7 時～18 時まで預けることができ、両親ともに 1 ヶ月 120 時間以上の勤務が必須となりま

す。保育短時間は、8時～16 時 30分まで預けることができ、両親ともに 1 ヶ月 52 時間以

上の勤務が必須となります。土曜日はお仕事されている方のみ利用できる希望保育となり

ます。就労以外を理由に保育園時間を利用する場合（介護や保護者の方の治療等を理由にす

る場合）は、下関市役所幼児保育課へお問い合わせください。入園の可否は下関市役所が決

定します。 

 

【保育園時間（2、3号）入園までの流れ】 

１、10月 3日から 11月 4日までが令和 5年度入園のための通常募集期間となります。 

  期間中に申請書と添付書類（勤務証明書等）を第一希望の園へ提出します。先着ではな

く、第一希望の園から市役所へ保護者の方から提出頂いた書類を取りまとめ、市役所が

入園審査をします。申請書や勤務証明書は下関市役所や保育園、子ども園で受け取るこ

とができます。※下関市にある公立、私立の保育園、子ども園の申請書は同じ様式です。 

２、11 月 4 日までに申請書等を提出された保護者の方へ下関市より、年内を予定し入園決

定の連絡があります。市からの連絡以降、ひがし子ども園と入園に関しての面談日を調

整していきます。 

３、入園後１週間（5日間）は 8時 30分〜昼食前（11時頃）までの慣らし保育があります。 



【新園舎計画】 

令和 4年 10月末にお引越しします！！Instagramでどんどん情報更新していきます！ 

 

【LINEオフィシャルアカウント（入園希望者向け情報専用 LINE）】 

下記より未登録の方は QRコードを読み取り、お友達登録ください。 

登録されましたら、「月入園希望の氏名です。」といった文章を送信ください。 

 

 

 

 

 

 

 

【保育料、利用料金、その他費用】 

・保育料は、入園する年度の 4 月 1 日時点で 3 歳未満の方には、下関市より定められた

金額を園に直接支払って頂きます。入園後、保育料決定通知書を配布しますので、月末

に現金か口座振替でご納付ください。保育料は家庭ごとに市県民税の納付額に従い決

定されます。3歳以上児の方は無料ですが、給食費が別途 5,000円かかります。給食費

のうち副食費（4,500円）が下関市より免除される場合もあります。 

 

・鞄、連絡帳、制服、体操服、赤白帽子などの用品は入園前に購入して頂きます。料金の

詳細は別紙１を参照ください。3歳未満児、3歳以上児で購入して頂く物が変わります。 

 

・その他費用に関して、延長料金があります。詳細は別途記載があります。また、ひがし

子ども園ではリトミック教室、英会話教室、音楽教室などの学習教室がありますが、す

べて無料です。また、教材費等もすべて無料です。入園料、行事参加料金も頂いており

ませんが、夏祭りを実施する場合は購入品によりバザー代を頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【保育について 全クラス共通】 

開園日・時間 

月～土 7時 00分～19時 00分まで 

※日曜日・祝日、園指定の休日はお休みとなります。 

※土曜日は希望保育となります。 

※行事前や希望保育の場合は短縮等もあります。 

長期休暇 

（令和 4年度） 

夏休み  7月 30日～8月 15日まで 

冬休み 12月 26日～1月 9日まで 

春休み  3月 25日～3月 31日まで 

保育・教育時間 

保育短時間   8時 00分～16時 00分                           

保育標準時間  7時 00分～18時 00分                       

教育標準時間  9時 00分～15時 00分（8時 30分から登園可能）      

延長保育 

保育短時間    7時 00分～ 8時 00分まで 100円         

        16時 31分～18時 00分まで  50円         

保育標準時間  18時 01分～19時 00分まで 200円（上限 2000円） 

幼稚園時間    7時 00分～ 8時 20分まで 200円（上限なし）    

        15時 31分～17時 00分まで 200円（上限なし）   

        17時 01分～19時 00分まで 200円（上限なし）  

給 食 

給食は園で調理したものを提供します。献立は月毎に配布します。毎月

1回程度土曜日にお弁当を持参して頂く日があります。 

食物アレルギー等がある場合は、必ずアレルギー除去の診断書の提出

をお願いします。 

保護者参加行事 

4月入園式・進級式 

10月運動会 12月保育発表会 

2月音楽会  3月卒園式  

※秋に保護者参観等の行事もあります。 

最終ページに年間行事の様子がありますので、ご覧ください♪ 

体調管理 
毎朝家庭で検温し登園ください。登園後 37.5℃以上ある場合はお迎え

を要請します。37.5℃以上の方はお休みのご協力を頂きます。 

お知らせ、配布物 

園便りやお知らせは紙面、データで都度配布します。 

緊急時や〆切があるものは、オフィシャル LINEでお知らせすることが

あります。連絡帳に園から個別のお知らせがある場合、確認印をお願い

します。 

現金での料金の支払いがある場合は、所定の封筒に入れ、登園時に職員

に手渡しでお支払いください。 

また、封筒は領収書の代わりになります。紛失、破損等あった場合は早

めにお知らせください。 



【ひよこ組（0歳）・うさぎ組（1歳）・こあら組（2歳）】 

保育方針 

0 歳～2 歳までは発達の上で様々な大きな変化が生まれる時期です。発達は

個人差があり、子ども園では一人ひとりの心身の成長を見守り保育を行って

いきます。子どもたちが無理なく生活できるように、園と保護者の方が情報

共有しながら保育を進めていきます。 

体調面 
登園時に、その日の食事･排泄･健康状態等をお聞きしますので、毎朝口頭で

知らせて下さい。（特に体調の悪い時は家庭での様子を必ず知らせて下さい。） 

 

食事面 

一人で食べ、飲めるように指導します。お箸の指導は 2歳ごろから始めます。 

毎日持ってくるもの：下記の物を給食袋に入れて持参ください。 

スプーン・フォーク（ケースに入れて持参下さい）・コップ･エプロン･ナフキ

ン（ハンカチ大）※乳児で哺乳瓶がある方は、個別にお知らせします。 

 

 

排泄面 

紙パンツ等は発達やお子様の状況を見て、徐々に取れるようにします。０才

児以外は紙パンツを取れるよう発達に応じ指導をして行きます。排泄面は、

家庭での協力も必要となります。様子の紙を通して園での様子をご確認くだ

さい。 

紙パンツを使っている方は、毎日５～６枚と汚れ物入れ用のビニール袋を。 

布パンツに移行している方は、汚れ物を入れるビニール袋を 2 枚程度。使用

済の紙パンツは毎日返却しますので、ご家庭で処理してください。 

 

睡眠 

（午睡） 

午睡時の事故が起きないように、常に複数人で睡眠中の見守りを行います。

呼吸チェックや、うつ伏せ防止などの対策をしています。午睡は昼食後、順

次行います。（月齢や食事の時間に応じて 12時 30分頃から） 

春季・冬季は午睡用にベビー毛布のみ持参して下さい。基本的に園で管理し

ますが、長期休み前にお返ししています。 

夏期はバスタオルを持参ください。毎週末に返却します。敷布団は園で用意

しております。 

その他 

必要な物 

・連絡帳・出席ノート・様子の紙・お便りばさみ（書類配布後） 

→満 2歳までは、園でのお子様の様子を記載した「様子の紙」を毎日記載し、

降園時にお渡しします。様子の紙の綴りは毎日確認しご持参ください。 

・口拭き用タオル、お手拭き用タオル 

＜衣服について＞ 

衣服の着脱は一人で出来るよう目指します。また、シャツはボタンの無い着

やすい物、ズボンは自分で脱ぎ履きし易い物をご持参ください。 

肌着･パンツ･上着（Tシャツなど）・ズボン ※各２組 

靴（一人で履きやすいもの）  

 

 



【ぱんだ組（3歳）】 

 

 

保育方針 

1学期（4月～7月）、2学期（8月～12月）、3学期（1月～3月）の

3期に分けて保育・教育を実施します。衣服（制服や着替え）の着脱や、

排泄、食事など生活習慣の定着を目指し保育を行います。保育教諭や友

達と遊ぶ中で自分のしたいこと、言いたいことを言葉や行動で表現で

きるようになることを目標にします。また、ひがし子ども園では歌うこ

とや、楽器に触れる機会を徐々に増やし、豊かな感性を育むことを目指

します。日々の子どもたちの成長の変化がとても楽しみな時期です。ご

家庭と情報共有しながら保育を行いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

登園について 

ぱんだ組は、登園後、朝の準備を行います。朝 9時から体操し、その後

活動が始まります。お子様の生活リズムを作るためにも 9 時前の登園

のご協力をお願いします。 

毎日の持ち物 

（鞄に入れて持

参ください） 

給食袋の中に下記の物を入れて持参ください。 

スプーン、フォーク・お箸（ケースに入れて持参下さい）・コップ･ナフ

キン（ハンカチ大）・手拭きタオル・スタイ（エプロン） 

ハンカチ 2枚（衛生面を考慮し、給食後ハンカチを交換しています。） 

連絡帳、出席ノート、お便りばさみ（配布後） 

 

衣類 

（衣替えのお知

らせは園便り等

で行います。） 

制服（春季、秋季、冬季）※左記の時期は着用して登園ください。 

体操服（夏季）  

【夏季】体操袋の中に下記を入れて持参ください。 

着替え一式（肌着、半袖上着、パンツ、半ズボン） 

ビニール袋 2枚程度（汚れた衣類を入れるため） 

【春季、秋季、冬季】体操袋の中に下記を入れて持参ください。 

着替え一式（肌着、長袖上着、パンツ、長ズボン） 

【夏季】水遊びをする場合は都度持参するものをお知らせします。 

その他持ち物 
歯ブラシ・うがい用コップは 5 月頃の園医歯科検診後持参（別途お知

らせします。）※歯ブラシは新品と交換するため学期末に返却します。 

 

 

◆体操服袋（参考例）                ◆給食袋（参考例） 

（縦 30ｃｍ以上 横 40ｃｍ以上）          （縦 23ｃｍ 横 20ｃｍ程度） 

 

 

 

 



【きりん組（4歳）、ぞう組（5歳）】 

 

 

保育方針 

（きりん組） 

1学期（4月～7月）、2学期（8月～12月）、3学期（1月～3月）の 3

期に分けて保育・教育を実施します。ひがし子ども園では、きりん組か

ら 2階での生活が始まるため、1学期は生活習慣の向上に努めます。基

本的な生活習慣を身につけることで、自分で考えながら行動すること

ができるよう指導していきます。また、保育教諭や友達とのかかわりを

深め、友達の気持ちに気付いたり、集団で行動する楽しさを感じること

ができるようになることが目標です。春からは秋の運動会に向けて本

格的なフラッグの練習を体験し、発表会や音楽活動を通し自信をもっ

て進級できるよう活動していきます。 

 

保育方針 

（ぞう組） 

1学期（4月～7月）、2学期（8月～12月）、3学期（1月～3月）の 3

期に分けて保育・教育を実施します。就学前となることから、文字の読

み書きの指導、英会話教室への参加が始まります。行事では和太鼓演奏

や鼓隊、合奏などを通して、友達と協力する楽しさを体験し、自己肯定

感を高め、様々な事に挑戦し自信を獲得していくことを目標にします。

就学前の大切な一年となります。小学校への環境に無理なく入れるよ

うに、保護者の方との意見交換を大切にしていきます。 

登園について 

登園後 8時 30分頃から二階に移動し、朝の準備を行います。朝 9時か

ら体操し、その後活動が始まります。お子様の生活リズムを作るために

も 9時前の登園のご協力をお願いします。 

毎日の持ち物 

（鞄に入れて持

参ください） 

給食袋の中に下記の物を入れて持参ください。 

お箸（ケースに入れて持参下さい）・コップ･ナフキン（ハンカチ大）・

手拭きタオル 

ハンカチ 2枚（衛生面を考慮し、給食後ハンカチを交換しています。） 

連絡帳、出席ノート、お便りばさみ（配布後） 

衣類 

（衣替えのお知

らせは園便り等

で行います。） 

制服（春季、秋季、冬季）※左記の時期は着用して登園ください。 

体操服（夏季）  

【夏季】体操袋の中に下記を入れて持参ください。 

着替え一式（肌着、半袖上着、パンツ、半ズボン） 

ビニール袋 1枚程度（汚れた衣類を入れるため） 

【春季、秋季、冬季】体操袋の中に下記を入れて持参ください。 

着替え一式（肌着、長袖上着、パンツ、長ズボン） 

【夏季】水遊びをする場合は都度持参のものをお知らせします。 

その他持ち物 
歯ブラシ、うがい用コップ ※歯ブラシは新品と交換するため学期末

に返却します。 

 



年間行事の様子 

 

 

 

4月入園式         5月鯉のぼり行事       6月遠足（R4未実施） 

7月七夕行事      夏祭り（R4未実施）     水遊び（8月末まで） 

8月お店屋さんごっこ   10月運動会（向山小）     11月芋ほり 

12月保育発表会（向山小）    2月音楽会（向山小）こあら組以上参加 

2月節分行事       3月ひな祭り行事      3月卒園式 


