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ごあいさつ

コロナ禍で、なかなか保護者の方々とお話しする機会がなくなりとても残念に思っており
ます。
「我が子の幸せ」は親御さんの「絶え間ない愛情と、絶え間ないお世話」の結実。しかし、

どんなに愛しい我が子であっても、悩みはつきものであり、「我が子が悪いことをした時」
などは、どのように注意すべきと、困ったことは、どなたにもあることでしょう。
こども園では、園児が、いけない事をした時などの対応として、きつい言葉で叱るのでは

なく、真摯に、子供たちに分かるように話し、言い聞かせるようにしています。それは、子
供たちが心を開かなければ、大人がいくら、きつく、強く言っても、私たちの言いたいこと
を受け入れようとはしないからです。
保育や育児では、子供たちに「どうすべきかを分かるように伝えてあげること」が常に求

められます。
当園では、日々の活動の中で、次の「大切な役割」を子ども達に、読んだり、話したりし

ています。
各ご家庭でも活用頂き、多忙な育児の緩和にお役に立て頂ければ幸いです。育児のお悩み

や、疑問などについては、一人で悩んだり内に溜めたりせず、遠慮なく気軽に私たちにお声
掛け頂きたいと思います。

「大切な役割」

１）手の役割 自分を助け、他のお友達を助け、みんなの為に働く為に「手」はあります。

お友達を叩いたり、つねったり、ひっかいたり、痛くしたりするためではありません。

２）足の役割 足は、自分の体を支え、歩いたり、走ったり、跳んだり、行きたいところへ

連れて行ってくれます。足は、自分自身や、お友達、家族、みんなを支えてくれます。

お友達を蹴ったり物を壊したりするためではありません。

３）口の役割 物を食べたり、人とお話ししたり、自分の意見を言ったり、悲しんでいる人

を言葉で慰めたりするために「口」はあります。噛みついたり、悪口を言ったり、意地

悪な言葉、汚い言葉を言う為ではありません。

４）君の役割 お父さんお母さんにとって、あなたは宝物です。君は「かけがえのない大切

な人、かけがえのない命」です。この大切な命はお友達も、お父さんもお母さんも、

他の人も皆同じです。ですから、全ての人の命を大切にする事は、全ての人の役割であ

り、あなたの役割でもあります。

５）家庭の役割 家庭は家族がくつろぎ、明日のエネルギーを蓄えるための大切な場所です。

子供たちも大人も、お互いを慈しみ、理解し合う事は「家庭」の大切な役割です。一人

一人が家族の一員として良い家庭を築く為、お互いが感謝の気持ちをもって接しましょう。

６）子どもの役割 子どもにも、周りの人を幸せな気持ちにすることは出来ます。挨拶、笑顔、

優しい言葉がけなどがそれです。挨拶の機会があれば、自分から挨拶しましょう。あなた

が笑顔で話しかけることや「ありがとう」「だいじょうぶ」などの言葉がけをすることで、

相手の人の心は嬉しくなります。自分に備わっている「素晴らしい力」を信じて、「子ど

もの役割」をはたしましょう。

保護者の方々の応援団長

社会福祉法人共育福祉会 理事長 横田綾子



施設概要

設立 平成29年4月1日

代表者名 理事長 横田 綾子

園長名 菊地 千晶

スタッフ 34名（2022.4月現在）

施設 園舎 木造604.52㎡ 園庭 2,219.42㎡

駐車場 あり 約50台（約1179㎡）

利用定員 110名（保育所部101名・幼稚園部9名）

対象児童 ０歳児（産休明け）～５歳児（就学前まで）

保育時間
（※認定区分に
より異なります）

◇ 平 日
幼稚園部 8時50分～16時15分
保育短時間認定 8時15分～16時15分
保育標準時間認定 7時15分～18時15分
（給食あり：月～金曜日）
＊年に数回お弁当の日があります

◇ 延長保育 ＊認定区分により開始時間が異なります

◇ 土曜日及び
希望保育日（年末年始、年度末、夏季等）

7時15分～18時15分
（給食なし・弁当、おやつ持参）
（休日保育についてはお問合せください。）

園見学・
園庭開放

◇指定日（主に火・木曜日）

①9:15～ ②10:15～

・予約制です。お電話でお申込みください
・持ち物：マスク、水筒、帽子など
・当日、風邪症状がある方、検温にて37.5℃以上の方
は見学できません。

・園行事、その他諸事情によりお受けできない
場合があります。ご了承ください。

入園
申込み

◇保育園部は、成田市役所にお申込みください。

◇幼稚園部は、当園に直接お申込みください。

◇元気で健やかな探求心に満ちたこどもたちの育成

◇幼児教育、道徳教育、言語教育の充実と実践

◇自立心と自己肯定感を育む保育

◇国際都市成田にふさわしいグローバル教育の実践

教育方針



施設案内図



一日の流れ

☆おもな活動の流れです。天候や行事により時間が異なる場合があります。

☆1号認定：幼稚園部3.4.5歳児 2号.3号認定：保育園部0～5歳児）

時間
0・1・2歳児 3・4・5歳児

ひかり・かぜ・そら（3号認定） つき・ほし・にじ組（2号・1号認定）

7:15【開園・早朝保育】

7:30 ・順次登園

＊かぜ組にて保育 ＊ホールにて保育

8:30【英語レッスン】 【英語レッスン】

・排泄、オムツ交換 ・排泄

9:00【朝の集まり】※9:00までに登園をお願いします。

・身の回りの準備など

9:10【（月・木）英語ﾚｯｽﾝ：サンバレーインターナショナルスクールの講師による】

【（火） 体操指導：体操専任の講師によるクラス別指導】

9:45＊クラス活動 ＊クラス活動

・おやつ

10:10【体操】

園庭またはホールにて、全園児で体操を行います。

＊クラス活動 ＊クラス活動

・自由あそび・製作など ・製作、音楽、文字、数、運動、集団遊び等

11:30【昼食】 ・給食準備

【給食】

・オムツ交換

12:30【午睡】 【午睡】

14:30【起床】 【起床】

・視診、検温、オムツ交換 ・排泄、午後の体操

・手洗い、おやつ準備

15:00【おやつ】

【英語レッスン】

16:00【降園準備】・お帰りの集り

16:15 ・短時間、1号認定：降園時間、（16：15～延長保育（有料））

・外遊び

18:15【保育時間終了】

・標準認定：延長保育（有料）

19:15【延長保育終了・閉園】 ※土曜日、希望保育期間は18：15まで。



年間行事

・入園進級式

・野菜の栽培（3歳以上児）

・内科健診

・七夕会
・プール、水遊び

・歯科健診
・夏祭り

＊誕生会、避難訓練は毎月行います。



年間行事

・運動会
・ハロウィン

・内科健診
・卒園遠足
・カレークッキング
（5歳児）

・発表会
・クリスマス会

・節分会

・おひな祭り会
・卒園式（5歳児）

・チーバくんと遊ぼう
・マラソン大会



＊サンバレーインターナショナルスクールより講師（週2回）
及び、幼児英語指導に精通したベテランの先生方が、英語指導に当たります。
0歳児から英語に親しみながら、楽しく国際交流の第一歩をスタートします。

＊当園の英語に精通した先生たちによる、月～金の毎日、English Timeを行っています。

＊体操の専門講師による体操教室を、毎週クラス別に行います。



＊毎月の身長・体重測定をデータ化し、子どもたちの成長に合わせた献立で給食を
提供しています。

＊季節や行事にちなんだ献立は、子どもたちにとって給食がおいしく、楽しい時間
となっています。園児のほぼ全員が、毎日完食しています。

＊野菜栽培やクッキングの経験から、食の大切さを楽しく学びます。



園見学でご質問の多い内容をまとめました。

入園前にご心配なこと、ご相談したいことは、

お気軽にお問合せください。

保育料等費用について

Q. 保育料以外にかかる費用は
何ですか

A. 以下の表をご覧ください。
（2022.4月現在）

【2号・3号認定（保育園部）】

毎月の金額

①保育料
◎0歳・1歳・2歳児：市役所からの決定額
◎3歳・4歳・5歳児は無償

②前月分の延長保育料金
及び
教材・ユニフォーム代
（注文時のみ）

◎1歳・2歳児はスモッグ、
3歳以上児よりユニフォームは指定品の購入、着用

にて登園が原則となります。
（ｽﾓｯｸ・ﾕﾆﾌｫｰﾑでの登園を原則とします。）

③副食費
※3.4.5歳児のみ。
※給食材料費となります。
（おかず・おやつ等）

月額4,500円
※但し、次の児童は免除となります。
・市町村民税所得課税額により「副食費免除決定」がされた子ども
・アレルギー等の事由により、給食・おやつを提供できない子ども

4月
10月のみ

④教育活動費

※前期（4月～9月）・後期（10月～3月）の2期
・0歳児 前期 7,500円 後期 7,500円
・1歳児以上 前期 11,400円 後期 11,400円

◎絵本・ﾜｰｸﾌﾞｯｸ代、英語ﾚｯｽﾝ料、体操指導料等を含みます。
体操指導は1歳児以上からとなります。

◎納付より3か月未満の途中の場合は、月割りにて返金等の対応を
いたします。

5歳児のみ ⑤遠足に係る交通費
実費

※公共交通機関（電車、ﾊﾞｽ等）、その他移動手段に要する経費

【1号認定（幼稚園部）】

入園内定時 ①入園料 25,000円

毎月の金額

②保育料 無償

③前月分の延長保育料金
及び
教材・ユニフォーム代
（注文時のみ）

※2号・3号認定に準ずる
④副食費

※3.4.5歳児のみ。
※給食材料費となります。
（おかず・おやつ等）

4月
10月のみ

⑤教育活動費

5歳児のみ ⑥遠足に係る交通費



【購入品・持ち物一覧】
（2022年度入園のしおりより一部抜粋）

持ち物について

Q.

お弁当の日はありますか

A.

YES
土曜日、希望保育（夏季、年末年始、年度末）、遠足
の日はお弁当、おやつ、水筒を持参してください。

園指定品の購入は
ありますか

YES
スモック、ユニフォーム、カラー帽子等になります。ま
た、はさみ等の教材も申込制で購入できます。 すべて
1セットずつ購入で、約17,000円になります。

週の初めに持参するもの、
毎日持っていくものは

・週の初め：午睡用バスタオル、うわばき、着替え（1ｾｯﾄ）
→週末に持ち帰ります。

・毎 日 ：水筒、お箸セット、コップ、手拭きタオル

→毎日清潔なものを持参願います。

昼寝用の布団の準備は必
要ですか

NO
コット（午睡用ベット）で午睡をしますので、大判バス
タオル2枚、冬は毛布をご用意願います。

おむつは持ち帰りますか
NO
使用済みおむつは、園で処分いたします。使用した分は、
翌日必ず補充願います。

【園でお申込みする用品】
（保育料と一緒に口座引落になります）

数量
価格

（税込）

カラー帽子（クラスカラー） 1 ¥880

スモック 1 ¥2,200
ジャージ上 1 ¥2,475
ジャージ下 1 ¥2,310
体操半袖シャツ 1 ¥2,090
短パン 1 ¥1,155
カバン 1 ¥2,915

ゼッケン(胸用￥45、ポケット用￥55）
2 ¥45
2 ¥55

（参考：ユニフォーム代各1枚ずつ注文の場合） ¥14,125

あぶら粘土 1 ¥253
粘土板 1 ¥418
粘土ケース 1 ¥220
クレヨン16色 1 ¥599
はさみ 1 ¥302
のり 1 ¥155

自由画帳 1 ¥260

道具箱 1 ¥444
（参考：教材各1つずつ注文の場合） ¥2,651

【保護者にご用意して頂く持ち物】 数量

【夏】大判バスタオル（上掛用、敷く用） 2

【冬】毛布、大判バスタオル 各1

着替え（私服：上着から下着まで一式） 2

着替え袋（大きめのきんちゃく） 1

お手提げ袋（汚れもの、その他荷物を入れます） 1

エプロン 3

おむつ・おしりふき 適量

子ども用プラスチックコップ・コップ用袋 各1

水筒 1

はし・スプーン・フォーク・はし箱のセッ
ト

1

手拭きタオル 1

上履き（白色バレーシューズ）・上履き入
れ

各1

避難用くつ 1

色鉛筆12色 1

【土曜日及び希望保育期間（希望者のみ・全年齢）】

お弁当・おやつ・水筒持参 1



保育時間について

Q.

慣らし保育は
ありますか

A.

YES
新入園児は14日間程度の慣らし保育期間をお願いして
おります。 お仕事等のスケジュールはご相談ください。
お子さんが園生活に慣れるためにも、ご協力をお願い
いたします。

延長保育はありますか

YES
認定時間によって対象時間が異なりますので、図をご
参照ください。1時間あたり200円になります。
保育園部の方は月極料金もあります。

土曜日保育は
ありますか

YES
事前申請により利用可。給食はなし。
保育時間は18：15までとなります。
※幼稚園部は、認定により利用可。終日料金（1時間
200円）がかかります。
※週６日連続した登園はお子さんの体調を考慮し、原
則禁止です。

行事の日の保育に
ついて
（運動会、発表会）

NO
お子さんの頑張りをみて楽しんだ後、お子さん一緒に
降園となります。我が子の努力をほめてあげてくださ
い。ご理解とご協力をお願いいたします。

勤務のない日に預けら
れますか

NO
勤務等のない日は、家庭での保育をお願いいたします。
やむを得ず勤務をしない日に登園するときは、緊急時
に勤務先へ連絡する場合があるため、「勤務しない
日」であると職員に伝えてください。



連絡・安全・その他について

Q.

連絡帳はありますか

A.

NO 紙の連絡帳はありません。

保育支援システム「コドモン」アプリでの連絡方法に
なります。園のお知らせ、行事予定、献立、成長記録、
保育料請求情報、土曜日、希望保育申込等、お手元で
いつでもお使いただけます。

発熱など、お迎え要請の
基準は

37.5℃以上が複数回計測されたとき、下痢、おう吐、
通院を要するケガなど、園での生活が難しい体調の場
合は、緊急連絡先に電話連絡をいたします。

ケガについて

＊園児の災害については、日本スポーツ振興センター
の災害共済給付制度に加入しています。

＊当園では、幼児のやる気を大切にしています。その
ため多少のケガはあります。ヨーロッパでは「ケガは
こどもの権利」と考えているそうです。ケガも学びと
考えています。詳しくは「入園のしおり」でご案内し
ます。

うつぶせ寝の対応について

YES
午睡時は保育士が交代で常に見守ります。
また0歳児は保育士とAIカメラシステム（ベビモニ）
にて午睡チェックを行っています。

保護者会(役員等)は
ありますか NO ありません。

保育や行事の写真は
ありますか

YES
「ルクミーフォト」というシステムで閲覧、購入がで
きます。

ご不明な点はお気軽にお問合せください：0476-85-6593

（平日9:30～17:00）



育児・教育相談

育児に関する不安、

何をどうしたらいいのかわからない、

などの大変さを一人で抱えないでください。

一緒に解決しましょう。

困っていることについてお聞かせください。

アドバイスによって案外簡単に解決できたと好評です。

お気軽にお尋ねください。（要電話予約）

アクセス

〈お車の場合〉
東関東自動車道 富里ICより 約１０分

〈電車の場合〉
京成電鉄公津の杜駅より 徒歩約１５分





ホームページもぜひご覧ください。
園ＨＰホ－ムページ naritakokusai-k.com 

QR
↪

ご来園いただき、ありがとうございました。


