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三ツ池幼稚園のめざすもの 
 

 本園は昭和 49 年の開園以来、地域の皆様の温かいご理解・ご協力のもとに私立幼稚園として大切なお子

様をお預かり致しております。教育理念の健康安全・自主・共同は創立当初から変わらぬ伝統であり、今も

受け継がれております。横浜鶴見の緑に恵まれた環境の中でよき教え・伝統を守りながら、変わりゆく時代

の中で子ども達の未来のためにより良い教育内容・教育環境を充実させ、進化し続けていきたいと思ってお

ります。 

 

「子どもが安心して過ごせる幼稚園」を目指します 

こどものたちの命を守るとともに、一人ひとりの個性や発達に合わせて環境の中で、自分を「かけがえのない

存在」だと感じて日々を過ごすことができるように、子どもが安心できる場や信頼できる関係を築くことを保

育指針としています。 

 

「小学校の準備として教育力の高い幼稚園」を目指します 

園生活やカリキュラムを通して、人と協力することの楽しさや他者への思いやり、粘り強く取り組むことや挑

戦することなどを経験し、「人間関係を維持する力」「学びに向かう力」をつけることを教育目標としています。 

「人の話が終わるまで静かに聞ける」「人に自分の気持ちを伝えたり、相手の意見を聞いたりすることができ

る」などは小学校での生活において大切な力になります。学びに向かう力を育てるための園独自のアプロー

チカリキュラムを組んでおります。 

 

「親が子育てを楽しめる子育て支援ができる幼稚園」を目指します 

三ツ池幼稚園ではすべてのご家庭が、子育ての楽しさを実感し、幸せな暮らしができるような支援をしていき

たいと思っております。多様化する地域の保護者の子育てニーズに対応できるように「三ツ池キッズ広場」

「子育て相談」「横浜市型預かり保育」「課外教室」などを充実させていきますので是非ご利用ください。 

  



1. 対象児 保育の必要(※)がある教育・保育給付 3 号認定を受けた横浜市在住の幼児。 

※『保育の必要』とは「保護者が会社や自宅を問わず月 64 時間以上働いているとき」

等を指し、横浜市にお住いの区の区役所こども家庭支援課で給付認定を受けて当園に

届け出ていただきます。２０２３年度の募集は２０２０年４月２日～２０２１年 4 月１日生まれの

お子さまが対象になります。 

2. 募集人数 12 名 

3. 保育時間 平日 8 時 00 分～ 16 時 00 分 

※ 園に慣れてくれば、7 時 30 分～18 時 30 分の間で延長保育可能です。 

（30 分あたり 150 円が掛かります） 

4. 休園日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）、夏期休業 5 日 

5. 利用料 次頁参照（保育料、昼食代、おやつ代、冷暖房費、教材費、衛生管理費などを含む） 

6．利用受付 利用を希望されている方はまず幼稚園に電話をください。 

少人数での園見学と説明会の日時を調整いたします。その後利用を希望される場合

は、別日に園長との面接日を予約します。面接の上、結果をお知らせいたします。 

定員を上回った場合は、①、②の順で優先し受け入れます。 

① 当園に兄姉が在園、または入園予定の方 

② 近隣の方 

7．利用手続き 面接後に、利用開始にあたり次の手続きを必要とします。 

① 区役所に給付認定を申請する 

窓口申請の際に三ツ池幼稚園の 2 歳児受入推進事業利用申込みの旨をお伝

えのうえ、いつ給付認定決定通知書を受け取れるのかを確認してください。 

② 区役所から給付認定決定通知書を受け取る 

③ 通知書を事務所にてお持ちいただき、本園と保育の提供に関する手続きを行う 

7．誕生日を迎

えた場合 

お誕生日を迎えて満 3 歳になっても、お子さまのクラスや担任等は変わりません。 

『きりん組』で 8：00-16：00 の保育になります。横浜市型預かり保育が利用になります

ので 7：30-18：30 の延長保育もご利用いただけます。 

満 3 歳になった翌月より正式な入園となりますので、入園前に審査を致します。 

4 月～9 月生まれのお子さまは、お誕生日月に入園審査を行います。 

10 月～3 月生まれのお子さまは、10 月に入園審査を行います。 

満 3 歳になると保育認定が変わり、諸費用が変わります。詳しくは次のページをご参照

ください。 

 

 



費用について 

（ゆうちょ銀行口座から毎月 5 日に引き落としになります） 

 

 2 歳 

（誕生月まで） 

満 3 歳 

（誕生月の翌月より） 

年少 

保育料 

46,000 円 

4,300 円/月 4,300 円/月 

絵本代 なし 390 円/月 ※1 

給食費 5,000 円/月 ※4 5,000 円/月 

冷暖房費 800 円/月 800 円/月 

レクリエーション費 200 円/月 2,500 円/年（4 月のみ） 

教材維持費 1,000 円/月 14,000 円/年（4 月のみ） 

スポーツ保険料 なし なし 200 円/年（4 月のみ） 

預かり保育料 ※5 8 時前と 16 時以降の利用

分のみ実費負担になりま

す。（30 分 150 円） 

9,000 円/月 ※2 

 

0 円 ※3 

園バス利用料金 利用できません 応相談。 

バスの座席に空きがあり、

安全に乗車可能と園長が

判断した場合、朝のバス利

用が可能。 

（片道 1,850 円） 

利用者のみ 

（往復 3,700 円/月） 

（片道 1,850 円/月） 

月の金額の目安 46,000 円/月 

（兄姉が在園の場合は、

36,000 円になります。） 

20,300 円/月 10,490 円/月 

 

※1 絵本代は学年や年度によって多少前後します。 

※2 きりん組の基本の降園時間は 16：00 となりますので預かり保育料は毎月納めていただきます。 

※3 2 号認定もしくは横浜市型認定で保育の必要性があると認定されている場合は利用料が無償です。 

保育認定が 1 号の場合は 30 分 150 円で利用料金がかかります。 

※4 年間給食数を 12 か月で割っていますので、給食の提供が行われない月もお支払いいただきます。  

※5 預かり保育は担任の先生ではなく、預かり保育専任の先生が縦割り保育で行います。 

 



※ 本園を兄姉が 2 人以上在園または卒園し、3 人目以降のお子さまが入園する場合に 3 人目以降にかか

る入園料は半額となります。 

 

【発達が気になるお子さまについて】 

お子さまの発達が気になる場合や集団生活において心配な面があった場合は、入園前や入園後にかかわら

ず、適切な専門家と連携していただくよう提案いたします。当園ではすべてのお子さまに安全に健やかな保

育を受けていただくにあたり、このような保育の提案や方針にご理解ご協力いただけることを前提に入園を

許可しています。お子さまの成長に最も理解のあるご家庭と幼稚園と適切な専門家が連携していくことで、お

子さま自身が感じている生活の困りごとを理解し、改善していけると思っております。園の考えをご理解くだ

さい。 

 

【保護者の方へ】 

最初の 1 週間は 11 時降園で慣らし保育を行います。次の 1 週間は 14 時降園になります。お子さまの様子

に応じて慣らし保育を延長していただく場合もございますのでその際はご協力お願いします。 

当園の給食の提供は教育日数の中で年間 140 食になります。行事の時や長期休みの期間はお弁当を持って

いただきます。 

 

 

 

 

• 通園リュック（4,900円）黄色のカバン（520円）カラー帽子（990円）

• スモック（長袖1990円・半袖1980円）・名札（150円）

• 防災頭巾（2,150円）

• 防災3点［ビスケット・水・アルミシート］セット（950円）

• 白い上履き（各家庭でご用意ください）

利用開始時に実費で購入いただくもの

• 検定料3,000円・入園料140,000円（※）

• 制服30,000円程度（採寸は2023年11月になります）

入園に関する費用について



きりん組の正課について 

  体操 （毎週月曜日） 

  体操の先生と楽しく体操を行います。 

 

 

 

リトミック （月 2 回程度 不定期） 

リトミックでは主に、音楽を聞いて身体を動かしたり、表現を  

楽しんだりする活動が取り入れられています。  

 

通園バス運行範囲 

下末吉 1～6 丁目・上末吉 1～5 丁目・梶山 1～2 丁目・駒岡 1～5 丁目・獅子ヶ谷 1～3 丁目・師岡町 

大豆戸町・樽町 1～4 丁目・北寺尾 1～4、7 丁目・東寺尾 6 丁目・馬場 4 丁目・諏訪坂・佃野町・江ヶ崎 

※毎年、園児の住居分布に変化がありますので多少変更があります。詳細は園まで直接お問合せください。 

 

 

 


