
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県 見附市 今町 2-15-21 

Tel 0258-66-2762   Fax 0258-66-6325 

 

園児募集要項 

令和 4 年度 



 

 

教育・保育目標 

神の愛のもとで心身ともに健やかに育つ子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当園は昭和 31 年創立の伝統ある園です。認定こども園「今町天使幼稚園 えんぜる保育園」として幼児

教育と保育の両方を提供してまいりました。令和 3 年 4 月より「ホップこども園」として名称を改めました。 

「ホップ」は初代園長ウィルヘルム・ホップ神父様からいただき、”ホップ ステップ ジャンプ“と大きく羽ばたいて

いく子ども達の最初の一歩“ホップ”を大切にしたいという思いから名付けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

あかるくげんきなこ 

こころをすなおにひょうげんするこ 

すすんでがんばるこ 

よ く 

た べ 

よ く 

あそび 

よ く 

ねむる 

0,1,2歳児生活目標 

げんきなこ 

頑張る心と生きる力を持つ子 

心に感じて表現できる感性を持つ子 



 

 

＜園の概要＞ 

園地面積 3,218 ㎡ 天使棟園舎 1,089 ㎡ 屋外運動場面積 2,280 ㎡   

森園庭 1,362 ㎡ 森棟園舎 347 ㎡  屋上園庭 104 ㎡  

＜クラス＞ 

0 歳児もも組   1 歳児 めろん組    2 歳児 さくらんぼ組  ぱいん組   

3 歳児 いちご組 みかん組   4 歳児 ぶどう組 ばなな組   5 歳児 れもん組  りんご組  

＜職員＞ 

園長 1 副園長 1 主任 2 保育教諭 27 看護師 2 教育保育補助 2 管理栄養士 2 調理師 2  

その他 非常勤講師 (茶道講師 英会話講師 体育講師 リトミック講師) 園医 歯科医師 薬剤師 

＜募集園児数＞ 

1,2号認定 （定員 140名） 募集人数 3号認定  (定員 62名) 募集人数 

1年保育  (5歳児) 若干名 2歳児 11名 

2年保育  (4歳児) 若干名 1歳児 12名 

3年保育  (3歳児) 15名 0歳児 8名 

満 3歳児  6名 定員内で年齢別募集人数に変更有 

 

＜入園願書・募集要項配布＞ 

◇配布期間 

10 月 1 日（金）～10 月 23 日（土）その後希望により個別に配布 

◇予約制園内見学会 

10 月 9 日（土）10 月 23 日（土）※この日以外に直接園に取りに来られる場合は事前に電話にて

ご連絡をください。その際は見学や説明ができない場合があります。 

◇入園願書受付 

 10月 1日～11月 1日 の 平日 10：０0～11：０0  園に直接ご提出ください。 

第一期募集締め切り ☆11月 1日（月）11：00 まで   

※11 月上旬に入園の可否がお知りになりたい場合は特に締め切り厳守でお願いいたします。 



 

 

◇入園の内定 

11月 10日頃 入園の可否の内定通知を郵送もしくはお渡しいたします。 

＜入園までのスケジュール（予定）＞ 

◇用品注文・保育認定申請（見附市） 

12月 1日（水） 事務手続き費 3,000 円をお持ちください。 

◇園生活説明会 2/26（土）用品・教材お渡し 

◇個別面談 3 月下旬 

◇入園式（年少のみ） 4 月 9 日（土） 

※上記の日程は変更されることがありますので、入園内定の方は配布されるお手紙でお確かめください。 

メ モ 



 

 

 

 

年長児・年中児・年少児   0歳児・1歳児・2歳児 

みなさん おはよう                                                            

早朝保育(7:30～8:30)   
  みなさん おはよう                                   

早朝保育(7:30～8:30)  

開園 7:30 
登園(8:30～9:15)                                              

フッ素洗口 ぐんぐん運動 読み聞かせタイム                            

好きなお遊び   

  
登園(8:30～9:15)                                          

保育室・ホールで好きな遊び                                  

2歳児はプレぐんぐんタイムで                            

無理なくお勉強  

9:15 
クラスのお時間  ぐんぐんタイム                                          

(プリント・ピアニー・お絵かき・音読・英語・リトミック)                                                                                                                               

朝の会 元気よくお返事、季節の歌                                        

主活動  今日のメインのカリキュラム                                                      

好きな遊び お天気の良い日には園庭やグラウンドや森で

いろいろな遊具で体を動かして遊びます。                                         

  おやつ                                   

朝の会  おなまえを呼んで元気よくお返事              

読み聞かせ                         

主活動                               

好きな遊び  

10:00 

完全給食(12:00～13:00)                                 

1学期の年少児は(11:30～12:30)                                      

暖かいできたてのおいしい給食です。                                                                                        

歯磨きタイム                                           

 

完全給食(11:30～12:30)                               

ごはんもおかずもできたて  お子さんの成長段階にあわ

せ、おかゆやきざみ食を用意します。ミルクもご希望に応

じて調乳します。                                             

12:00 
10月までの年少児はお昼寝あり                     

ぐんぐん本読み   たくさんの絵本の中から好きな本を選ん

で読みます                               

午後の主活動 午前の続きや行事に向けてのお稽古もしま

す。  

好きな遊び 

 
 

 

お昼寝                                      

お子さんの「ねむり」の要求に添い、2回寝(午前、午後)に

も対応します。 

 

 

 

 

 

 

おやつ 

お帰りの会  

お歌を歌ったり絵本や紙芝居を見ます。  

13:00 
おやつ                                    

お帰りの会 紙芝居や絵本、楽しい歌。 

 一日を振り返り明日を楽しみに待ちます。                

  

 

  

14:45 
元気よくさようなら！                                                            

降園                                                                  

延長保育(ショートエンゼル) (15:30～16:30)                                                                    

お友達と遊びながら過ごします。                                          

 
 

 

元気よくさようなら！    

降園                                                                 

延長保育(ショートエンゼル) (15:30～16:30)                                                                    

お友達と遊びながら過ごします。   

15:30 
延長保育(16:30～18:00) 最長 18：30                          

 

 

延長保育(16:30～18:00) 最長 18：30                     

閉園 18:30 

たのしい園のいちにち 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodomomirai/kikaku/image/sougei.gif&imgrefurl=http://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodomomirai/kikaku/mes_240524_taikijidou.html&h=500&w=500&tbnid=AjXY6vQIjEajkM:&zoom=1&docid=qXaLJFlY44CZiM&hl=ja&ei=xt7yU76tNIyD8gXMjYLgDQ&tbm=isch&ved=0CHMQMyhIMEg&iact=rc&uact=3&dur=350&page=3&start=50&ndsp=29
http://www.misaki.rdy.jp/illust/child/hoiku/sotoasobi/sozaitext/1103.htm
http://www.misaki.rdy.jp/illust/jinbutu/baby/baby2/sozaitext/203.htm
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http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://t.pimg.jp/005/710/222/1/5710222.jpg&imgrefurl=http://pixta.jp/illustration/5710222&h=468&w=450&tbnid=-xHLRhbkClIt4M:&zoom=1&docid=dl0f7mGfPgA3LM&hl=ja&ei=aRPzU761Ds-D8gXZ44KIBw&tbm=isch&ved=0CGMQMyhbMFs4ZA&iact=rc&uact=3&dur=543&page=9&start=191&ndsp=26
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uV0nLmAXnRJidM&tbnid=4cCes3PQg92OfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.volavola.org/kaminarimura/kaminari/index.htm&ei=utnyU9CyOMrf8AXyuILgBw&bvm=bv.73231344,d.dGc&psig=AFQjCNEj3QkXTabqF7GZZWr3sM49hWLh2A&ust=1408510677576495
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uV0nLmAXnRJidM&tbnid=4cCes3PQg92OfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kids.wanpug.com/illust220.html&ei=1dryU43dHsHd8AXe74C4Bw&bvm=bv.73231344,d.dGc&psig=AFQjCNEj3QkXTabqF7GZZWr3sM49hWLh2A&ust=1408510677576495
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://ohisamayouchien.com/yahoo_site_admin/assets/images/teasobi.119224117_std.jpg&imgrefurl=http://ohisamayouchien.com/%E4%B8%80%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C&h=500&w=500&tbnid=tYY764o-HtgbiM:&zoom=1&docid=G9yucNb18bGT6M&hl=ja&ei=x9ryU6eENtGC8gXf-IG4CQ&tbm=isch&ved=0CB8QMygXMBc4ZA&iact=rc&uact=3&dur=1004&page=5&start=109&ndsp=30
http://www.misaki.rdy.jp/illust/child/hoiku/syokuji/sozaitext/103.htm
http://www.misaki.rdy.jp/illust/jinbutu/baby/baby5/sozaitext/403.htm
http://www.misaki.rdy.jp/illust/child/hoiku/tuen/sozaitext/303.htm
http://www.misaki.rdy.jp/illust/child/hoiku/syokuji/sozaitext/703.htm
http://www.misaki.rdy.jp/illust/child/hoiku/syokuji/sozaitext/803.htm
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://up.gc-img.net/post_img_web/2013/09/v7ueREyHY179Qbj_4342.gif&imgrefurl=http://girlschannel.net/topics/50526/&h=400&w=500&tbnid=k4gTINXNfnwqGM:&zoom=1&docid=hWjbWHJui_-moM&hl=ja&ei=bQHzU--dGYbc8AW2-oLACQ&tbm=isch&ved=0CF0QMyhVMFU4vAU&iact=rc&uact=3&dur=1212&page=31&start=770&ndsp=23
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://hongu.ed.jp/images/ugai.gif&imgrefurl=http://hongu.ed.jp/&h=500&w=500&tbnid=uXZq289RZGd5mM:&zoom=1&docid=8V5D5RZ3VWPwrM&hl=ja&ei=bQHzU--dGYbc8AW2-oLACQ&tbm=isch&ved=0CAgQMygAMAA4vAU&iact=rc&uact=3&dur=237&page=28&start=693&ndsp=26
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://gankaimakoto.com/image0/ningyo.gif&imgrefurl=http://gankaimakoto.com/&h=550&w=500&tbnid=AtHC0WYm0Ol3zM:&zoom=1&docid=0EERnhx7l8pLbM&hl=ja&ei=XwHzU8ONE4Tg8AX16oC4Ag&tbm=isch&ved=0CBsQMygTMBM42AQ&iact=rc&uact=3&dur=565&page=25&start=614&ndsp=25
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.nobatake.ed.jp/index.php?plugin%3Dref%26page%3DFrontPage%26src%3Dasobukodomo.gif&imgrefurl=http://www.nobatake.ed.jp/&h=242&w=305&tbnid=4rE4rsF2F6UNzM:&zoom=1&docid=5wPurng_V_knaM&hl=ja&ei=DgHzU5mJN8rs8AWN6ICAAw&tbm=isch&ved=0CEAQMyg4MDg4rAI&iact=rc&uact=3&dur=1125&page=15&start=354&ndsp=28


 

 

＜教育・保育時間＞ 

教育・保育時間 9：00 ～ 15：00 

登園時間 8：30 ～ 9：15 

降園時間 15：30 ～ 16：00 

朝は 9：15 分までに登園してください。お迎えの呼び出しは 15：30 からです。 

＜早朝・延長保育＞ 

必要なご家庭は毎月の申し込み用紙にご記入ください。※保育認定によっては別途料金がかかります。 

早朝保育（朝エンゼル） 7：30～8：30 

延長保育（ショートエンゼル） 16：30 まで 

延長保育（ロングエンゼル） 18：00 まで 

延長保育（スーパーロングエンゼル） 最長 18：30 まで 

 

＜保育認定＞ 

● 1号認定…保育の必要な事由がない満 3 歳以上児（教育利用） 

● 2号認定…保育を必要とする 3～5 歳児（保育利用） → 短時間 と 標準時間 があります 

● 3号認定…保育を必要とする 0～2 歳児（保育利用） → 短時間 と 標準時間 があります 

＜保育料＞ 

保育料は認定によって異なります。お子様の年齢、ご家庭の実情に合わせて保育認定を申請してください。 

◇3 歳以上児保育料 

３
歳
以
上
児 

1号 ９：０0～1５：00 無償 （登園 8：30～ 降園 15：30～16：00） 

2号短時間 保育時間 8時間まで無償 

例）①7：30～15：30無償 ②8：00～16：00無償  ③ 8：30～16：30無償 

2号標準時間 7：30～18：30 無償 

別途実費を払うことによって無償の時間以外の早朝・延長保育も利用できます。 

 



 

 

◇0,1,２歳児保育料（給食費含む） 

 

０・１・２

歳 児 

３号短時間 保育時間 8時間まで所得に応じた負担額 

利用の例）①7：30～15：30 ②8：00～16：00 ③ 8：30～16：30 

３号標準時間 7：30～18：30 所得に応じた負担額 

3 号短時間認定の方も別途実費を払うことによって 8 時間を超える早朝・延長保育が利用できます。 

＜エンゼルタイム（早朝・延長保育）料金表＞  

1 号認定の方は下記を実費でいただきます。2,３号短時間認定の方は 8 時間を超えた場合、実費でいた

だきます（月払いあり）。 

7：30～8：30 100 円/1 日 

16：30 まで 100 円/1 日 

17：30 まで 200 円/1 日 

18：30 まで 300 円/1 日 

 

＜月額経費＞ 

全園児 施設設備費 1,000円 + 特別活動費 1,000円 + 父母の会費 500円 

※上記経費については今後変更の場合もありますのでご了承ください。また、この経費は年間を通して毎月同

額の支払いです。 

 

＜給食費＞ 

1号認定の満 3歳児，1号・2号認定の 年少，年中，年長 = 給食費 7,000円  

＊多子世帯（3 人以上で条件あり）の方、また所得により主食代 1,500 円のみの負担になります。 

0,1,2歳児（3号認定）= 給食費は保育料に合算されています 

 

 



 

 

＜給食費の内訳＞ 

※この費用は年間の全園児登園日数にかかる給食おやつ飲料の費用を 12 ヶ月で除した額です。 

 

 

 

＜年齢別 毎月の支払額 例＞ 

0,1,２歳児   

 

  

  

 

1 号の満 3 歳児,年少,年中,年長児 

 

 

 

 

こちらの金額が毎月ご指定の口座から引き落とされます（手数料ご負担ください） 

指定銀行：第四北越銀行 

 

＜希望制保育期間（春・夏・冬期保育）＞ 

1 号 保育料 600 円/1 日 ＋給食費 400 円/1 日 

2 号 保育料  0 円     ＋給食費 400 円/1 日 

3 号 保育料  0 円       ＋給食費 200 円/1 日 

※給食室メンテナンスのため、給食なしの日が数日あります。 

2,500 円

（施設設備費・

特別活動費・父

母の会費） 

所得に応じた

保育料 

2,500 円

（施設設備費・

特別活動費・父

母の会費） 

給食費

7,000 円 



 

 

＜土曜預かり保育＞ 

土曜保育は保護者の就労のためのみ受け付ける申込制です。年度はじめ及び毎月 25 日までに次月分申

し込みが必要です。満 1 歳以上児が対象で離乳が終了し、調乳（ミルク）が必要のないお子さんです。  

保育時間 8:00～17:30  (申出により 7:30～18:30) 

持ち物 お弁当，お昼寝布団 

実費（1号認定） 保育料 1日 600円＋おやつ・飲み物セット代 300円＝900円 

実費（2号 3号認定） おやつ・飲み物セット代 300円 

 

＜休園日＞ 日曜日、祝日、お盆休み、年末年始、その他園が定めた日 

＜その他の経費＞   前年度の金額ですので変更の場合はご了承下さい。  

◆通園に必要な用品  

 

◆新年度用品…名札、出席帳、教材、教具、傷害保険料等（ ）内は継続進級時納入額 

 

◆その他 かかる経費…行事衣装クリーニング代、連絡ノート代 など 

 

＜エンゼルメール＞ 

保護者に緊急に連絡ができるように園から携帯電話にメール一括送信を行っています。このシステムは、定期

的な行事、日々の保育情報、通常の連絡にも携帯メールを活用していきます。もちろん万一の連絡には、即

座に一斉、同時にお知らせできるようになっております。また、保育がある日には毎日、子どもたちの園での様子

をメール配信しています。 

全園児 2歳児・年少・年中・年長 年少・年中・年長 

通園 

カバン 
赤白帽子 防災ずきん 

うちばき

ズック 
ズック入れ スモック 短トレパン 長トレパン 制帽 夏制帽 

3,700 950 2,100 2,150 1,800 1,750 2,500 3,500 2,900 2,700 

5歳児 4歳児 3歳児 2歳児 1歳児 0歳児 

14,570 (5,580) 13,590 (6,270) 11,560 (7,650) 7,080 (4,360) 5,640 (2,660)   5,640 (2,660) 



 

 

＜ホームページ＞ 

インターネットに園のホームページを開設しております。園のいろいろな情報のほか、保護者のページは週 1 回

ほど更新して子ども達の日々の保育の様子を写真や動画で配信しています。 

＜はいチーズ！ (インターネットによる写真購入)＞ 

「はいチーズ」とは日常・行事の際に職員やプロのカメラマンが写真撮影を行い、後日インターネット上の園専

用ページにて閲覧・購入することができるサービスです。携帯電話でもパソコンと同じようにでき、購入した写真

は注文ごとに各ご家庭まで配送します。なお、写真閲覧のみの利用・登録については一切料金がかかりません。

（日常や行事の写真が自宅から見られる ・閲覧無料 ・24 時間閲覧可能 ・携帯からも見ることができ

る ・専用認証キーで安全に公開 ・写真データ購入ならその場で ・カスタマーサポートで安心 ・支払方法

はカード、コンビニ払い、代引きが可能。） 

＜子育て支援サポート園＞ 

当園は平成 13 年度より子育て支援サポート拠点園に指定されています。 

《子育て支援デー》 0,1,2 歳児の親と子の保育サークル、保護者のボランティアによる読み聞かせ 

《育児相談コーナー》 育児や教育のお悩みについてご相談  

《園庭・グラウンドなど施設設備の開放》 開放日は園だよりにてお知らせします。 

＜教育・保育の特色＞ 

０,１,2,歳児さん 

◎ 「にこにこ保育」  安心して心地よく。笑顔あふれる園生活を大切にします。 

◎ 「のびのび保育」  広い敷地、十分な生活スペース。自分らしく居られることを大切にします。 

◎ 「よりそう 保育」  個々に寄り添い、発達段階に応じた「生活」と「遊び」を大切にします。 

◇プレぐんぐんタイム 

遊びのなかで、「運動」「リトミック」「英語」タイムを取り入れ、基礎となる経験を増やしていきます。2 歳児さん

からは教材を用意し、じっくり考えたり、細かく手先を動かしたりする経験も積みます。 

 



 

 

3 歳以上児さん 

◎生活教育  

園でのリズムある生活のなかで、身の回りのことを少しずつ自分でできるようになっていきます。毎日の保育の中

で沢山の体験を通して基本的生活を学びます。 

◎感覚教育 

園庭、グラウンドや森には四季折々の草花、樹木があり、虫や小鳥も集まってきます。子どもの感覚や感性の

芽生えのために、草木、土、砂、石、水を身近に感じることができる環境を大切にしています。 

◎運動教育 

普段から様々な遊具で遊ぶことで、自然と全身を使い、危険に対処する経験が積めます。かけっこ、サッカー、

ボール遊び、スクーター、縄跳び、などスポーツの基礎に親しむ遊びもします。外遊びができない冬期間や雨天

時は二階の広いホールで体を動かせます。年長さんは森園舎も使います。 

◎創造教育 

子どもたちは何かを作ったり、色や形そのものを楽しむのが大好き。一人一人の感性を大切にしてお絵描きや

造形遊びができるよう環境を整えています。家にもって帰る作品，クラスでの展示、絵画展への出品や秋の作

品展での展示が発表の場となります。 

◎音楽教育 

毎日の保育の中で色々な歌を歌い、音楽に合わせて体で表現したり、踊ったりしています。季節感を大切に、

わらべ歌や定番の童謡を始め、英語歌や最近のポップスなど幅広く楽しんでいます。リトミック活動を取り入れ、

全園児を対象として専任講師による指導を行っています。 

◎知的教育 

子どもたち知的なものへの大きな興味・関心を持っています。吸収力が高い幼児期に、遊びながら基本的な

数量の概念、文字の読み書き、科学的な視点などを培い、学習の基礎をつくっていきます。絵本・図鑑も手に

取りやすい環境です。日々の読み聞かせの時間も大切にしています。 

◎道徳教育 

助け合う心、許し合う心、いたわる心、感謝の心をキリストの教えに基づいて、日々の保育の中やお祈りや歌、

クリスマス会など色々な行事の中で感じとっていきます。 



 

 

◎ ぐんぐんタイムについて(3歳児以上) 

ぐんぐんタイムには六つの柱、ぐんぐん運動、ぐんぐんプリント、ぐんぐんピアニー、ぐんぐん本読み・ぐんぐん英

語・ぐんぐんお絵かきがあります。継続することが子どもたちの力になります。教職員はお子さんひとりひとりのや

る気のスイッチを入れて、子どもたちが進んで、体の力、考える力、心の力をつけていけるよう熱心に指導して

います。 

◆ ぐんぐん運動 グラウンドのゴムチップ舗装のドーナツトラックを使ったかけっこをはじめ、雨天や冬期は室

内でのかけっこやバランスボード、鉄棒、平均台、ジャンピングマット、縄跳び、ボールなど豊富な器具や用具を

使い運動に挑戦しています。午前中の決まった時間や活動の間のすきま時間に毎日体を動かしています。 

◆ ぐんぐんプリント ほぼ毎日（行事やおでかけなど特別の日は除く。）園特製プリントをやります。量や内

容は各年齢に応じて様子を見ながら進めています。プリントは「じっくり、丁寧」を心がけています。年少さん、年

中さんはそれぞれ太軸三角鉛筆、6B、4B を、年長さんは 2Ｂ三角鉛筆を使っています。プリントは小冊子に

なっており、時々絵本袋に入れて持ち帰り、お家の方から見てもらいます。プリントは各クラスその日の活動に

よって取り組む時が変わりますが、おおむね準備、片付で 15 分から 20 分位です。 

◆ ぐんぐんピアニー 年少一学期後半から鍵盤ハーモニカを使い始めます。音遊びをしながら、音感を高め

指先の訓練をして機能を高めていきます。コツコツと基礎を積み重ねることで、音楽の楽しさを味わうことにつな

げます。年長になるとピアニーを中心として、他の楽器と共に合奏を作り上げます。 

◆ ぐんぐん本読み（お話） 年少さんは昔話や、童話を聞きながらおやすみの時間をします。年中、年長さ

んは絵本を読みます。文字がまだ読めないお子さんもいるのは当然のことです。でも自分で絵本の世界に入り

こむと、読むお稽古になり本好きな子どもになります。年長さんには、個人持ちの「ぐんぐん本読みノート」を用意

し音読をしています。100 冊、200 冊と自分で目標を決めて読んでいます。 

◆ ぐんぐん英語 年中、年長さんは毎月一回、ネイティブスピーカーの外部講師の先生から英会話のレッ

スンを受けています。そのほかに、週一回クラス毎に専任教諭による英語活動『ぐんぐん英語』があります。この

時間はお子さんたちへの声掛けをほぼ英語で行い、歌や踊り、ゲーム等で英語に親しみます。年長さんの後半

にはアルファベットを書くことや英語の歌を歌うことにも挑戦します。 

◆ ぐんぐんお絵かき 物の形をとらえて、表現できるようになると想像力が高まり絵がより楽しく描けるようにな

ります。『ぐんぐんお絵かき』では、プリントにあるお手本を見ながら描き方を一つ一つ確認し、好きな色を付けま

す。〇や△、□の形からはじめ、消防車やショベルカーなども描けるようになり、いつのまにかお絵かきが上手に

なります。 


