
学校法人東北外語学園 幼保連携型認定こども園 認定もりのおと子供園 

令和４年度 入園案内 

 
１． 認定区分について 
 
認定もりのおと子供園は、幼保連携型認定こども園のため「幼稚園」「保育園」の両方の利用ができます。市町村の認定制度に
より、3つの認定があります。 
認定区分 対象・教育保育内容 
幼稚園利用（1号認定） 満 3歳の誕生日を迎えた以降の子供が対象 

お住いの市町村を問いません 
教育時間（9:30～13:30 または 14:30）の幼稚園教育を受ける。家庭ニーズにより、預かり保育
「アフタースクール」を利用可能 

幼稚園利用（新 2号認定） 3歳以上の子供が対象。就労等により長時間の保育を必要とする 
お住いの市町村を問いません 
教育時間（9:30～13:30または 14:30）の幼稚園教育を受け、預かり保育「アフタースクール」を
利用する。預かり保育料が実質無償（補助金対象となる。） 

保育園利用（2号認定） 3歳以上の子供が対象。就労等により長時間の保育を必要とする 
利府町にお住まいの方のみが対象となります 
保育標準時間（最大 11時間まで 7:30～18:30） 
保育短時間（最大 8時間まで 8:30～16:30） 
教育時間（9:30～13:30 または 14:30）の幼稚園教育を受け、保育ニーズにより預かり保育「ア
フタースクール」を利用する。 

 
 
２． ３つのコースについて 
 
認定もりのおと子供園では、子供達の未来のため、特色ある教育に力を入れていますが、ご家庭のニーズに応じ、教育・保育時
間の異なる３コースを設けています。 

 教育・保育時間 対象 

A コース 
英語教室なし 

教育時間 月～金 9:30～13:30 
希望者は教育時間前後や長期休業日の預かり保育「アフタースクール」を利用
できます。 

1号認定 
 

Bコース 
英語教室あり 
(年中長対象) 

教育時間 月～金 9:30～14:30  
13:30～14:30の間に、グレープシード英語教室を行います 
希望者は教育時間前後や長期休業日の預かり保育「アフタースクール」を利用
できます。 

1号認定 
新 2号認定 

Cコース 

教育時間 月～金 9:30～14:30 
＋必要な保育時間（教育時間前後・長期休業日・土曜保育日（2号認定のみ）） 
年少 A コース、年中長 B コースに「アフタースクール」定期利用がセットとなった
コース 

2 号認定の方は、土曜保育を利用可能です（保育の必要のある日のみ。利府第
二おおぞら保育園での合同保育の予定） 

2号認定 
新 2号認定 

※1号認定で利用を希

望される方はご相談く

ださい 

※教育時間は年 40週程度。午前保育日もあります 
 

  



３（１） 令和 4年度募集人数 
 
幼稚園利用 
（1号認定・新 2号認定） 
定員 45人 

4歳児（年中） 15人 
3歳児（年少） 15人 
満 3歳児＊   6人 

保育園利用（2号認定） 
定員 10人 

4歳児（年中） 3人 
3歳児（年少） 3人 

満 3歳児保育について 
満 3歳児保育とは、年少を迎える前の学年で、満 3歳の誕生日を迎えた翌月から入園可能となり、入園は各月 1 日と
なります。 

・満 3歳児保育は、近年、教育ニーズが高まっており、幼児教育無償化の対象となります。 
・当園では、満 3歳児は年少クラスと混合学級になります。 
・入園式は翌年度の入園式に参加いただくことができます。 
・願書受付は、４～６月生まれの方は令和 4年 11月 1日以降、7月以降生まれの方は、誕生月の前月 1日以降となり
ます。 

・保育園利用での満 3歳児保育はできませんので、幼稚園利用(1号認定)での利用をご検討ください 
（幼児教育無償化の対象となります。預かり保育の無償化は対象外となります） 
5歳児（年長）の保育について 
・5歳児の入園についてはお問い合わせください 
・個別に配慮を要する児童の受入について 

当園では、集団指導のため、個別に職員を配置することはできません。園児の安全のため、教諭の指示に従い、集団行動が可能なことが入

園の前提となります。心配な方は事前にご相談ください。 

 
 
３（２） 令和 4年度 学納金について 
 
●入園経費 
施設設備費  7万円→令和 4年度入園者は 3万円 

 ※ご事情により入園を辞退する場合は、納入額の半額を返金いたします。 
 ※入園経費が必要な他の幼稚園より転園の場合には、免除いたします 

園服、体操服 4万円程度 
教材費 1万円程度 

 
●毎月納入するもの 
保育料 
特定負担金 

A コース 保育料 無償 
教育充実費 月 1000円→R4入園者は卒園まで無料 
体操指導料 月 3000円→R4入園者は卒園まで無料 

Bコース 保育料 無償 
教育充実費 月 1000円→R4入園者は卒園まで無料 
体操指導料 月 3000円→R4入園者は卒園まで無料 
英語指導料 月 10,000円→R4入園者は卒園まで無料 

Cコース 保育料 無償 
教育充実費 月 1000円→R4入園者は卒園まで無料 
体操指導料 月 3000円→R4入園者は卒園まで無料 
英語指導料 月 10,000円→R4入園者は卒園まで無料 
預かり保育「アフタースクール」の利用については、アフタースクールの項
目をご覧ください 

給食費 給食は、週 5回完全給食となります。幼稚園専門給食センターで調理した給食です 
A コース・Bコース 月 6000円（主食費・副食費含む） 
普通保育日の提供分を 11か月均等割り（8月は引き落としなし）。 
午前保育日・長期休業中のアフタースクール利用時は、1食あたり 340円です 
Cコース      月 6500円（主食費・副食費含む）  
午前保育日・長期休業日を含む平日の提供分を 12か月均等割り（8月も引き落としあり）。 
2号認定の方が土曜保育日利用時は、別に 1食あたり 340円です。 

スクールバス費 
（利用者のみ） 

スクールバスには添乗員が必ず乗務し、安全確認、乗車前・乗車後の点検清掃を行います。
満 3歳児の乗車は、個別にご相談となります。 

●一般区域スクールバス費 
運行エリアは利府町内全域、岩切（岩切大橋手前まで） 
往復利用者 月 2500円 片道利用者 月 1500円  
●特定区域スクールバス費 
特定区域（利府小学区、花園・皆の丘団地、青山団地、森郷・加瀬地区） 
往復利用者 月 1250円 片道利用者 月 1000円  

  



３（３） 入園までの流れ 
 

幼稚園利用 
（1号認定、新 2号認定） 

保育園利用 
（2号認定） 

当園へお問合せ、見学、説明会参加 
願書交付（10月は毎週月・水・金 9:30～12:00の間で交付） 

※当園の教育内容を理解いただくために 
見学又は説明会にぜひ、ご参加ください。 

▼ ▼ 

当園に願書提出 
11月 1日から毎週月・水・金 9:30～12:00 

*当日、入園選考料 2000円をご持参ください。 

 

▼ 利府町に入所申込 

▼ 利府町へ必要書類提出 

入園面接 11月 8日（月） 
入園許可 

*面接日時は願書受付時にお知らせします。 
*面接後、速やかに入園許可書を送付します。 

*定員を超える申込がある場合の選考は、面接により
ます。 

入園面接 
*幼稚園利用での入園許可済みの方は不要 

（個別に調整） 

▼ ▼ 

入園手続 
*1号認定、新 2号認定の手続きは、 
入園手続きの際にご案内します 

入園手続 

※当園に願書提出をしなくても、利府町に入所申込の上、入所することは可能ですが、利府町の利用調整の結果、当園
に入園できない場合があります。その場合に備え、事前に幼稚園利用（1 号認定・新 2 号認定）での入園手続きをしておく
ことをお勧めいたします。 
認定こども園では、入園後、保育園利用（2号認定）に切り替えすることもできます。 

 
 

  

幼稚園利用での願書提出をお勧めします 

詳細は※をご覧ください。 



４．各コースの 1日の流れ 
 

 A コース Bコース Cコース 

7:30～ アフタースクール（モーニング）（申し込みの方のみ） 

8:30～9:30 
登園時間 ～～おはようございます！バスのお友達も到着します 
登園後は好天時は園庭で、雨天時は園舎内で、自由遊びを行い、興味のある遊びをたっぷり行います 

9:30～13:30 

朝の会 ～挨拶をして気持ちを整え、歌唱指導などを行います。うがい手洗いなどの生活教育も行います。 
主活動 ～絵画や製作など造形活動、音楽リズム活動、農業体験、自由活動、園外保育などを行います 
体操教室 ～週 2日コスモスポーツクラブの体操専任講師による特別正課指導を行います 
英会話遊び（年少） ～年少は週 1日英会話遊びを行い、英語に親しみます 
給食 ～給食センターから配送されるおいしい給食をいただきます。みんなで食べると苦手なものも食べら
れるかな！？給食後は歯磨き指導も行います 

帰りの会 ～一日の振り返り、みんなでさようなら！ 

13:30～14:30 
自由遊び 
14:00 降園時間 

英語教室 ～GrapeSEED英語教室(年中長のみ) 

14:30 
送迎バス出発（申し込みの方の
み） 

送迎バス出発（申し込みの方の
み） 

14:30 降園時間 

送迎バス出発（申し込みの方の
み） 

 

14:30～18:30 
アフタースクール（申し込みの方のみ） 
順次降園 
※コスモスポーツクラブ課外体操教室を開講する予定です 

 
 
５．預かり保育「アフタースクール」について 
 

 
アフタースクール 
（モーニング） 

アフタースクール 
（普通保育日） 

アフタースクール 
（午前保育日） 

アフタースクール 
（土曜保育日） 

アフタースクール 
（長期休業日） 

利用時間 7:30～8:30 14:30～18:30 11:30～18:30 8:30～18:30 8:30～18:30 

A コース 
30分 150円 

1 時間 150 円。16:30 以降 1 時間 250
円 

1時間 150円。16:30まで最大 1000円 
16:30以降 1時間 250円 Bコース 

Cコース 
※2 号認定、新 2 号認定共に、就労等保育の必要がある時間の利用料金になります。家庭事情による利用時間

については、Bコースの利用料金となります 

2号認定 
保育標準時間 

無償 無償 無償 無償 無償 

2号認定 
保育短時間 

30分 150円 
16:30まで無償 
16:30以降 1時間 250円 

新 2号認定 
月額 9000 円  （幼児教育・保育無償化により、補助金が利用日数×日額単価 450 円給付。補助金
上限月額 11,300円） 

※昼食について 
アフタースクール利用の際、午前保育日、長期休業日の昼食は、給食をご準備します。 
A コース・Bコースの方は、1食 340円となります。 
Cコースの方は月額給食費に含まれます。ただし、土曜保育利用時は別に 1食 340円となります 
ただし、緊急で当日に利用が必要な場合には、給食の準備ができませんので、お弁当をご準備いただきます。 
※アフタースクールの定員について 
アフタースクールの利用は、Ｃコース及びＢコース・新 2号認定の方が優先となります。 
アフタースクールが定員に達した場合、A コース・Bコースの 1号認定の方の利用ができない場合があります。 

 


