


年長組 （5歳児） 1号認定 　 9名

年中組 （4歳児） 1号認定 　 19名

年少組 （3歳児） 1号認定   45名

そら組 （2歳児） 1号認定   10名

にじ組 （2歳児） 3号認定  3名

ほし組 （1歳児） 3号認定  9名

ほし組 （満1歳児） 3号認定 　3名

◎ ・・・

◎ ・・・

◎ PTA会費 （全園児） ・・・

◎ ・・・

◎ 入園料 ・・・

◎ 考査料 ・・・

◎ ・・・

☆ 子育て支援教室

当園では、毎月１回水曜日と月に数回の火曜日に、幼稚園に入る前のお子さま達を対象に

『ポッポちゃん教室』を行っておりますので是非参加してみてください

幼稚園体験事業『大きくな～れ』

全体登園日の早朝保育を除く全ての預かり保育が有料1号認定児

◆預かり保育対象◆

園服等　約35,000円　/　保育道具一式　約6,000円入園に際し必要となる物品費用

2号・3号認定児

保育標準時間
土曜日の預かり保育以外は全て無料

但し、仕事をしている等証明できれば無料

保育短時間

平日、午後5時まで無料

土曜日の預かり保育以外は有料
但し、仕事をしている等証明できれば無料

（施設維持費） ３０．０００円（但し、兄弟が在園児、若しくは卒園児である場合は減免あり）

２．０００円

給食費（1号認定児のみ） 4.000円/月

バス代（利用者のみ） 2.500円/月

500円/月
園の行事に際する費用 遠足、夕涼み会、観劇会、お泊り会等は、その都度徴収となります

2号・3号認定
保育標準時間　 【教育時間+預かり保育に要する保育料】

保育短時間 【教育時間+預かり保育の一部に要する保育料】

【上記以外の料金】

平成29年4月2日生まれ～

◆保育料◆

保育料は各家庭の収入、お住まいの場所、家庭状況、また認定の種類によってことなります

【各家庭の保育料に含まれるもの】

1号認定 教育時間に要する保育料（但し、別途給食費が必要となります）

平成25年4月2日生まれ～

平成26年4月2日生まれ～

平成27年4月2日生まれ～

※誕生月までは子育て支援事業「大きくなーれ」対象児、翌月より1号認定が取得できます

平成27年4月2日生まれ～

平成28年4月2日生まれ～

（保育園の時間帯で預けたい方の満3歳児～5歳児）

3号認定
満3歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前の子ども

（保育園の時間帯で預けたい方の0歳児～2歳児）

※8月現在の募集人数

平成24年4月2日生まれ～

募集要項

◆認定区分・募集人数◆

1号認定
満3歳以上の学校教育のみの就学前の子ども

（今まで通りの幼稚園の時間帯で預けたい方の3歳児～5歳児）

2号認定
満3歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前の子ども

昭和57年

平成29年

～

～

◎ ・・・全学年

◎ ・・・

◎ ・・・

◎ ・・・全学年

◎ 実施日

◎ 実施時間

◎ 料　金

☆ 受　付
☆ 面接日

（注）

（注）

かすみがうら市：配布開始【11月上旬～】　申込受付【12月上旬】

2号・3号認定につきましても別紙にてご確認ください

◆今後の予定◆

 9月  2日（土） 午前10時～ 認定こども園入園説明会（要予約）

会場：新学幼稚園ホール

10月  3日 (月)～ 1号認定者のみ願書受付期間（平日のみ）
 9月 20日（水） 午前10時～ 公開保育（要予約）

上記受付期間中の平日（月～金）は午前９時～午後４時までです

土曜日は受付していません

受付時に必ず面接日の時間表をお受け取り下さい

2・3号認定者
単願・併願を問わず、全て市 保育担当課で入園受付を行います
土浦市：配布開始【11月上旬～】　申込受付【12月上旬】

11月 18日 (土) 新入園児面接（要確認）

 2月  3日（土） 一日入園（要確認）

 2月 28日（水） 園服渡し（要確認）

※日程が変わる場合がありますので、その際はお知らせ致します

◆願書受付・面接日◆

1号認定者
先着順により募集人数になり次第受付を終了させて頂きます
その後は定員になるまで順次受付致します
平成29年10月2日(月)～　　土曜日、日曜日、祝日除く
平成29年11月18日(土)

午前保育の日 保育終了後

幼稚園が休園の土曜日

詳しい時間や料金につきましては別紙にてご確認ください

◆預かり保育◆
月曜日～土曜日　【　春休み・夏休み・冬休みも実施　】

但し、日曜日、祝日、祭日、お盆、正月はお休みとなります

平日 保育終了後

英語指導 年長・年中組 毎週月・火曜日専門講師による指導

音楽指導 全学年正課指導及び鼓笛（年長組のみ）

スイミング指導 毎週火・金曜日スイミングスクールコーチによる指導

午前10時00分 午前11時30分 (第1・第3・第5土曜日）

◆保育内容◆

体育指導 毎週木曜日専門講師による指導

当幼稚園は、五領域（健康、人間関係、環境、言葉、表現）に基づき教育を行ってます

こころのやさしさ、がまんのできるつよいこころ、じょうぶなからだを育てる事を目標にしています

◆教育時間◆
午前10時00分 午後 3時00分 （月曜日～金曜日）

認定こども園 新学幼稚園 概要

◆創立・教職員◆
創立 新学幼稚園開園

認定こども園新学幼稚園へ変更予定

◆教育方針◆

Memo
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