
孔雀こども園へ　ようこそ
～園長より～

当園は創立 5 ０年以上、数多くの子どもを送り出してまいりました。

遊ぶときは思いっきり笑い走り回り、学ぶときは一生懸命に取り組む。子どもたちには、

『子どもらしくのびのびと』をモットーに、子どもらしく、けじめある生活習慣を身につけて欲しい

と願っております。まず見て聞いて、経験することを大切に、楽しみながらたくさんのことを

吸収し、けじめある生活が身につくよう日々保育・教育させていただいております。

子どもたちはそれぞれ違って当たり前。保育教諭も保護者の皆さまからの相談に親身に

お答えし、共に悩み、考えながら、一人ひとりの成長を大切に見守っていきたいと思っており

ます。

当園は、平成 27 年度より【認可保育所　認定こども園】に、平成 29 年度より、本園の

施設教育カリキュラムが認められ、【幼保連携型認定こども園】に移行し、園名も《孔雀こども

園》へと変わりました。

今後も、より充実した保育と教育を目指してまいりたいと思っております。

皆様のご入園を心よりお待ちしております。

～ 1 日の流れ ～
３歳以上児

７時～１０時　　　　　　順次登園・自由遊び

１０時～１１時半　　　　設定保育　

　　　　　　　　　　　　　　　　保育室に入りお歌を歌ったり、製作、ワークなどをします

１１時半～１２時半　　給食

１２時半～１３時　　　　自由遊び

１３時～１４時半　　　　設定保育　　　

１４時半　　　　　　　　 　幼稚園児降園　　　　　　　　

１４時半以降　　　　　　保育園児おやつ・自由遊び

１６時～１８時　　　　　　順次降園

１８時～１９時　 　　　　保育園児延長保育

３歳未満児
７時～９時　　　　　　 順次登園・自由遊び

９時～１０時　　　　　午前おやつ

１０時～１１時　　　　　 設定保育・外遊び



１１時～１２時　　　　　 給食

１２時～１４時半　　　　お昼寝

１４時半～１５時　　　　おやつ

１５時～　　　　　　　　　　自由遊び

１６時～１８時　　　　　　順次降園

１８時～１９時　　　　　　延長保育

～給食～
自然の食材にこだわり、卵・乳を使わない献立を立てています。

完全給食になっており、園の栄養士と職員で相談しながら、献立を立てています。

毎月献立表をお渡しします。(卵・乳以外のアレルギーにも対応しています)

最初は好き嫌いの多いお子様も、みんなで食べればなんでも食べられるようになり、

保護者の方にとても喜んでいただいています。

孔雀こども園ならこんなことが学べます！
☆年齢に応じたワークを用いて、数や物の認識、ひらがななどが身に付き、５歳児は小学校

入学に向けて、漢字にも親しみがもてる様に保育室等に漢字を取り入れています。

☆子どもは楽譜が読めません。耳から歌を覚えます。現役の声楽家が歌唱指導、鍵盤ハーモニカはも

ちろん音楽全般をご指導いたします。

☆体育指導は、「太陽スポーツクラブ

の先生に講師として来ていただき、年齢に応じて楽しく体を動かし、体操の基礎から学ぶことが出来ま

す。

☆英語指導は「ECCジュニア」を導入し、英語の歌から始まり、歌やゲームを通じて英語と仲良くなる

レッスンです。子どもたちは楽しみながら生の英語が身につきます。

☆4・5 歳児は、iPadを使い、遊びながら学べる学習を取り入れています。

☆課外教室としてスイミングスクール、体育クラブ、サッカークラブ、ＥＣＣも取り入れています。

子どもらしくのびのびと！けじめのあるお子様に育って欲しいとお考えの方なら、きっとご満足いただけ

ると思います。園の行事など、ホームページでもご覧いただけます。　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.kujaku-hoikuen.com

http://www.kujaku-hoikuen.com/


ゆり組5歳児 ひまわり組4歳児 なでしこ組3歳児

こかげのひろば もりのといれうみのといれ

QRコードをスマートフォンで撮っていただきますと
各部屋の様子を動画でご覧いただけます。

たんぽぽ組2歳児
もも ちゅうりっぷ組

0.1歳児

階段 お遊戯室

Instagramで
孔雀こども園の様子を
見ていただく事が出来
ます。是非ご覧くださ
い。
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孔雀こども園 令和 4 年度園運営について 

 

認定こども園とは・・・ 

・保育園児（2・3 号認定）・幼稚園児（1 号認定）に分かれます。 

・本園は幼稚園機能と保育園機能を併せ持った施設です。 

・幼稚園児（1 号認定）は、3～5 歳児が入所できます。（1 号認定：保育を必要としない 3～5 歳児） 

令和元年 10 月より幼児教育・保育の無償化に伴い、新 2 号認定も策定されております。 

・保育園児（2 号・3 号認定）は、保護者の就労時間等により標準時間児と短時間児に分かれることになり、 

0 歳（6 ヶ月）～5 歳児まで入所できます。（2 号認定：保育を必要とする 3～5 歳児、3 号認定：保育を必要 

とする 0～2 歳児） 

・2 号認定→1 号認定への変更、また、1 号認定→2 号認定への変更が可能です。 

（状況により異動できない場合がございます） 

 

① 開所時間について 

月 ～ 金  7：00～19：00 

    土  7：00～18：00 

 日・祝   休園 

 

② 【休園日について】 

・保育園児 ⇒ 日・祝日・年末・年始（12/29～1/3） 

        ※土曜日の保育は希望者のみになります。（要予約） 

・幼稚園児 ⇒ 土・日・祝日 

        春休み・夏休み・冬休み 

 

③ 【保育時間について】 

・幼稚園児 

 

 

 

   

   ・保育園児 短時間児 

 

 

 

   

   ・保育園児 標準時間児 

 

  

 

 



④【保育料等について①】 

 ・保育園短時間児  ⇒ 0～2 歳児 所得に応じた保育料  

◎給食費・おやつ代含む  

◎絵本代（440 円）は別途要 

             3～5 歳児 保育料無償化  

◎給食費、おやつ代（6000 円）と絵本代（440 円）は別途要 

             早朝保育   7：00 ～ 7：30  1 回 200 円 

                   7：30 ～ 8：30  1 回 300 円 

             延長保育  16：30 ～18：00  1 回 300 円 

                   18：00 ～19：00  1 回 100 円 

 

 ・保育園標準時間児 ⇒ 0～2 歳児 所得に応じた保育料  

◎給食費・おやつ代含む  

◎絵本代（440 円）は別途要 

             3～5 歳児 保育料無償化  

◎給食費、おやつ代（6000 円）と絵本代（440 円）は別途要 

             延長保育  18：00 ～19：00  1 回 100 円 

 

 ・幼稚園児      ⇒ 3～5 歳児 保育料無償化  

◎給食費（5700 円）と絵本代（440 円）別途要 

                14 時半以降は幼稚園型一時預かりになります。 

               一時預かり利用料 14：30～19：00 30 分毎 150 円 

 

【保育料等について②】 

 ・お住まいの市が保護者の市町村民税額をもとに決定します。 

 ・未納が続けば退園になる可能性があります。 

 ・徴収方法は、園指定の銀行口座より毎月振替させていただきます。 

 ・保育園児の土曜希望保育時の給食費は別途徴収させていただきます。（3 歳以上児） 

 

⑤  【その他費用について】 

   登降園システム（IC タグ）利用料 50 円/月    

   リーバー利用料 10 円/月 

 KitS（キッツ）iPad 学習教材費 1000 円/月（4 歳児・5 歳児のみ） 

 

⑥ 【定員について】 

  定員 135 名 ⇒ 幼稚園児（1 号認定）45 名、保育園児（2・3 号認定）90 名 

           クラス編成  0 歳児 1 クラス 6 名(保育園児のみ) 

                  1 歳児 1 クラス 12 名(保育園児のみ) 

                  2 歳児 1 クラス 12 名(保育園児のみ) 

                  3 歳児 1 クラス 35 名(保育園児 20 名・幼稚園児 15 名) 

                  4 歳児 1 クラス 35 名(保育園児 20 名・幼稚園児 15 名) 

                  5 歳児 1 クラス 35 名(保育園児 20 名・幼稚園児 15 名) 



⑦【申込みについて】 

  保育園児 ⇒ 市へ申込みになります。 

  幼稚園児 ⇒ 園へ申込みになります。 

 

⑧【利用児童の選考について】 

 ・保育園児は各市町により選考を行います。 

 ・幼稚園児は園により選考を行います。 

 

⑨【申込みについて】 

 ・保育園児の申込み受付は、お住まいの市町へお問い合わせください。 

  保育園児に関しましては、毎年継続申請（選考）が必要となります。 

 ・幼稚園児の申込み受付は、令和 3 年 10 月 1 日（金）10 時～12 時とさせていただきます。 

  所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、当園へ上記受付時間に直接ご持参ください。 

 

⑩【入園料について】 

 ・保育園児・幼稚園児ともに、入園料はございません。 

 

⑪【制服・教材費について】 

 ・令和 3 年度の教材費参考価格  2500 円～12000 円程度 

  

制服等についての参考価格 ※令和 3 年 4 月 1 日現在 

制服等  価格 0、1 歳児 2 歳児 3、4、5 歳児 

カラーキャップリトル 1,141 〇     

カラー帽子 1,250  ○ ○ 

体操服 2,920  ○ ○ 

体操ズボン 2,370  ○ ○ 

ジャケット 10,100   ○ 

ズボン 7,430   ○ 

スカート 7,430   ○ 

ブラウス 4,080   ○ 

スモック 1,800  ○ ○ 

リボン 850    ○ 

冬帽子 2,900    ○ 

カバン 1,800    ○ 

上靴 1,330  ○ ○ 
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