
認定こども園しょうえい幼稚園 
キリスト教保育・自由保育 認定こども園しょうえい幼稚園へようこそ！

http://99shouei.com/


ごあいさつ

　この度は、しょうえい幼稚園の入園案内をお受けとりいただき、

ありがとうございます。

　2022年度の入園説明会については、新型コロナウイルスの感染対策

のため、動画配信といたしました。どうぞご覧いただき、しょうえい

幼稚園の普段の姿に触れてください。

入園説明会の動画はこちらのQRコードからご覧いただけます。

2021年9月10日

学校法人　沼津頌栄学園

認定こども園　しょうえい幼稚園

園長　石川　望

https://youtu.be/z3OXNNHAqho



しょうえい幼稚園の保育・教育理念 

キリスト教保育 

子どもたちのまわりは、物にあふれています。 

おもちゃにしても食べ物にしても……。 

だから私たちは、親と子が物を通してつながれているような錯覚に陥

ってしまいがちです。 

 しかし、生まれたばかりの赤ちゃんは、おかあさんとミルクでつな

がっているのではなく（これも大切なものですが）信頼と愛情で結ば

れているのです。 

 私たちが生きていく上で目に見えない大切なものを幼児期に育てた

い。これがキリスト教保育の第一のねらいです。 

少人数保育 

0 才児クラスは定員いっぱいまでとらず、3～4 人で始めます。1.2

才児クラスは園児 12 人に対し 3 人の教師であたります。３才児クラ

スは､園児約 10 人～15 人に対し 1 人の教師。4・5 才児クラスでも､15

人～17 人でのクラス編成です。 

 一人一人の心にとどく保育を目指しています。 

インクルージョン保育 

神様は、私たちをひとりひとり違う個性や良さを与えてお造りにな

りました。 

だから、クラスに 20 人いればみんな違う個性を持ったお友達です。 

｢みんな違ってみんないい｣その中で、時にはケンカもしながら、一緒

に遊んで協力しあい、他のお友達の気持ちを理解してゆくのです。 

時に｢障害｣があるために、幼稚園に入園できなかったケースを聞きま

す。 

 しかし、しょうえい幼稚園ではインクルージョン保育を行っていま

す。みんな同じクラスでたくさん遊び、必要な援助をその子に合わせ

ながら、個々に対応します。ひとりひとりを大切にする。これもキリ

スト教保育の大切な視点です。 



子育て応援 

仕事をしている保護者も増えてきました。 

また、母親のストレスが子育ての楽しさを奪っている場合も少なくあ

りません。 

「延長保育」「夏・冬・春休みの預かり保育」を行い保護者も安心し

て働き、子どもたちもゆっくりいつもの園で遊べるように支援しま

す。 

絵本との出会い 

クラスにある本とは別に､厳選した１０，０００冊以上の本がみんな

を待っています。 

子ども達に､教師や親が絵本を読み聞かせることによって想像力や､心

のやさしさが芽生えます。（3 才児からは毎週貸し出しています）ま

た、毎週土曜日 9：00～12：00 こひつじ文庫で開放しています。 

自由（創造）保育 

親や教師に言われたからする（指示待ち症候群）ではなく自分から進

んで考えたり､行動したりするためには､自由保育が最適です。 

「教師主導の保育」が多い中､子どもたち主体の保育を目指していま

す 

幼児期は知識よりも（生きる）知恵を 

知識の詰め込みの多い中､幼児期に本当に大切なことは心(感性)を育て

ることなのです。 

乳児・幼児期の（小学校の準備のための）知識の教え込みはかえって

心をゆがめてしまいます。 

思春期に事件が多発している理由の一つであると考えられます。 

 



保育園部

０～２才 3～5 才 3～5 才

幼稚園部

登園
（保護者送り）

礼拝
読み聞かせ
外遊びなど

給食

午睡

おやつ
（手作り）

自由遊び

自由遊び

室内・屋外

おやつ（手作り）

順次降園（保護者迎え）順次降園
（保護者迎え）

おやつ（手作り）

自由遊び

（バスの時間が合えば
　バス利用あり※有料）

（バスの時間が合えば
　バス利用あり※有料）

給食

降園（バス・保護者迎え）

預かり保育（※有料）

預かり保育（※有料）預かり保育（※有料）

礼拝・読み聞かせなど

活動（学年・クラス・グループ単位の活動）

登園
（保護者送り）

登園（バス・保護者送り）

預かり保育（有料）

自由遊び

自由遊び

自由遊び

※保育園部・幼稚園部が
　いっしょにすごします。

※毎日調理室で調理された手作り給食をいただきます。※毎日調理室で調理された手作り給食をいただきます。
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認定こども園しょうえい幼稚園１日の流れ

たくさん

あそぼう





入園までのプログラム（2022 年度） 

 

入園願書受付開始 

●幼稚園部：10 月 1 日(金)9:00～願書提出 

※入園申込書（願書）は、しょうえい幼稚園ホームページの『各種ダウン
ロード』から印刷できます。印刷できない方は、願書を受け取りに幼稚
園へお立ち寄りください。 

※入園準備金は後日納入 

●保育園部：市の定める受付期間に申請書を提出 

 

入園準備会Ⅰ 
（幼稚園部のみ） 
10 月 29 日(金)※時間ははがき等でご案内いたします。 

 

入園準備会Ⅱ 
12 月 1 日(水)※時間ははがき等でご案内いたします。 

 

体験入園 
2022 年 2 月 1 日(火)10:00～ 
・用品・教材受け取り（代金引換）入園準備金納入 

 

入園前オリエンテーション 
（保育園部のみ） 
2 月下旬～ 
・はがき等でご案内します。 
（入園準備金・用品・教材代納入） 

 



2022年度       園児募集のしおり 

認定こども園 しょうえい幼稚園 

対象園児 定員 募集人数 

募集園児 

0 歳児 （2021年 4月 2日～2022年 9月 30日生まれ） 6 名 6 名 

1 歳児 （2020 年 4 月 2 日～2021 年 4 月 1 日生まれ） 12 名 6 名 

2 歳児 

（保育園部） 
（2019 年 4 月 2 日～2020 年 4 月 1 日生まれ） 12 名 若干名 

満 3 歳児 

プレ幼稚園部 

2 歳児 

（2019 年 4 月 2 日～2020 年 4 月 1 日生まれ） 16 名 16 名 

3 歳児 

（年少） 
（2018 年 4 月 2 日～2019 年 4 月 1 日生まれ） 

保育園部 15 名 
10 名 

幼稚園部 19 名 

4 歳児 

（年中） 
（2017 年 4 月 2 日～2018 年 4 月 1 日生まれ） 

保育園部 15 名 
若干名 

幼稚園部 19 名 

5 歳児 

（年長） 
（2016 年 4 月 2 日～2017 年 4 月 1 日生まれ） 

保育園部 15 名 0 名 

今年度は定員

に達しました。 

幼稚園部 19 名 

入園手続 

保育園部 幼稚園部 

※市の定める受付期間に、申請書類を提

出していただきます。 

2021 年 10 月 1 日（金）午前 9:00 より 

「入園申込書（願書）」を提出していただき

ます。 

※入園申込書（願書）は、しょうえい幼稚園

ホームページの『各種ダウンロード』から印

刷できます。印刷できない方は、願書を受け

取りに幼稚園へお立ち寄りください。 

＊入園準備金 10,000 円は後日いただきます。 

保育時間 
標準時間（11 時間）7：00～18：00 

短時間 （8 時間） 8：00～16：00 

8：30～15：00 

＊7:00～8:30、15:00～19:00 は有料 

保育料及び

諸経費 

市の定める利用者負担額により決まります 

その他：絵本代、父母の会費 

実費徴収：《２号認定の方》給食主食代

《利用者のみ》通園バス・預かり 

市の定める利用者負担額により決まります 

その他：絵本代、父母の会費 

実費徴収：給食代 

《利用者のみ》通園バス・預かり 

預かり保育 

標準時間 18:00～19:00：200 円 

短時間  16:00～19:00：30 分 100 円 

 

7:00～8:30 早朝    30 分 100 円 

15:00～19:00 延長  （15：30 以降おやつ代 50 円） 

春・夏・冬休み 1 日(8:30～15:00) 600 円 

給食 
昼食・おやつ共に園内調理室で毎日調理致します。 

（離乳食・アレルギー食にも対応します。） 

※1 2022 年 4 月以降生後 6 か月になり次第随時入園できます。 

 

※１ 



満３才児クラス（あひる組）のご案内 

 

2019 年より、国の方針により満３才児のお子様が幼稚園に入

園した場合、保育料が無償化になりました。 

これに該当する条件は、保護者が仕事をしていなかったり、就

労時間が月６４時間に満たず、保育園に入園できないお子様がお

られるご家庭です。 

そのため、2021 年 4 月に教室を新築し、満 3 才児クラスを新

しく開設いたしました。 

 満 3才児入園をお考えの保護者の方は、お気軽にご相談くださ

い。 

 また、3 才になる前からお子様の入園を希望されるご家庭は、

毎月の保育料を収めて頂いてのプレ幼稚園入園も可能です。3 才

の誕生日を迎えた翌月からは、保育料は無料となります。詳しく

は、園にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定こども園しょうえい幼稚園 

〒410-0306 沼津市大塚 812-2                      

         ℡055-967-4521 



２才児（年度内に３才になるお子様）が対象です。 

保育料 月額１２，０００円（８月は３，０００円 12 月・3 月は６，０００円） 

バス代 月額２，０００円（往復）※ご自宅が遠方ですと、月額３，０００円です。 

絵本代 月額４４０円 

父母の会費 年額７，２００円 

★その他イベント等により、別途費用が発生する場合があります。

★保育料は、満３才のお誕生日の前日から無償化となります。

よって、誕生月の保育料は、日額 600 円をいただきます。

★名札・氏名印・連絡帳の購入が必要です。（合計６６０円）



認定こども園しょうえい幼稚園保育料等資料〈№１〉 

 

□1  通常保育及び長期休み、早朝・延長、預かり料金について 

１号－幼稚園部（満３才～５才児） ２号－保育園部（３才～５才） ３号－保育園部（０才～２才） 

 

※保育園部の方が短時間か標準時間になるかは、沼津市の認定となります。 

※幼稚園部の方は１５：３０以降おやつ代５０円を含みます。 

 

 

 

時間 
１号 ２・３号（短時

間） 
２・３号（標準） 

午前保育 通常保育 長期休み 

7:00 

7:30 

8:00 

8:30 

 

 

 

 

 

12:30 

13:00 

13:30 

14:00 

14:30 

15:00 

15:30 

16:00 

16:30 

17:00 

17:30 

18:00 

18:30 

19:00 

300 300 300 200 

保育料 

 

200 200 200 100 

100 100 100 

保育料 

保育料 

保育料 

保育料 

＋ 

６００円／１日 

 

給食１食 

300円 

100 

200 

300 

400 

500 

650 150 150 

750 250 250 

850 350 350 100 

950 450 450 200 

1050 550 550 300 

1150 650 650 400 

1250 750 750 

600 200 

1350 850 850 



認定こども園しょうえい幼稚園保育料等資料〈№２〉 

２ バス代、給食代、その他 

 

① 入園準備金について 

0才児～5才児、全園児入園時に入園準備金として 10,000円を現金にて納入していただきます。 

 

 

② バス代について（利用者のみ 基本幼稚園部） 

 

 

                      ☆左図のように幼稚園を囲んでバス停が 

                         内側の方は￥2,000（片道￥1,500） 

外側の方は￥3,000（片道￥2,000）とさせて頂きます。 

                     

￥3,000（片道￥2,000） 

 

 

※年間利用料を 12ヶ月で割っているため、8月もいただくことになります。 

 

③ 給食代  

 

１号 ２号 ３号 

5,500円／月額 

１食 300円×20日 

×11ヶ月÷12ヶ月 

※8月もいただきます 

※おやつは延長代に含みます。 

7,000円／月額 

給食代 

１食 300円×20日＝6,000円 

 

おやつ代 

1食 50円×20日＝1,000円 

 

保育料に含まれるため 

0円 

※1号の方で長期休み、午前保育等で給食を利用される方は１食 300円となります。 

※昼食時は麦茶を飲みます。 

 

 

④ 上乗せ徴収 （えいごであそぼう！、リトミック、おえかきタイム、文庫購入など） 

☆500円／月 3才児～5才児（満３才児を除く） 

 

 

⑤ 絵本代 全園児 実費 

 

 

⑥ 父母の会費 0才児～5才児 

   ☆600円／月  年長時は卒園積立金として＋250円 

                          

 

幼稚園 

 ￥2,000 

（片道￥1,500） 

旧 道 

興
国
寺
城
通 

根 方 

西
椎
路
交
差
点 



病児保育室「ケロくんピョンちゃん」のご利用方法 

定員 

３名 

開園時間 

月曜日～金曜日 ８時～１７時 

ご利用対象 

沼津市内に住む、生後６か月～概ね１０歳児（市外については応相談） 

ご利用料金 

認定こども園しょうえい幼稚園在園児 ５００円 

認定こども園しょうえい幼稚園在園児以外  １０００円 

利用の流れ 

① 事前に利用登録（当日もできます） ※無料

② 子どもの発症

③ 問い合わせ（空き状況確認）

④ かかりつけ医受診 ※連絡票（医師）持参し、記入してもらう

⑤ 予約

⑥ 入室・保育開始（家庭連絡票持参）

〇キャンセル待ちの場合 

繰り上がりのご連絡は前日もしくは当日８時～９時の間にご連絡を差し上げます。この間にご連絡

がない場合、繰り上がらなかったとご判断ください。１度目の連絡で不在の場合 10 分待って再度ご

連絡いたしますが、それでも繋がらない場合はキャンセル扱いとなり、次の方を繰り上げますのでご

了承ください。 

〇予約をキャンセルする場合 

当日の朝７時３０分までにキャンセルの旨お伝え下さい。 

〇その他の注意事項 

 前日受診を済ませている方でも当日の朝に症状が大きく変化している場合（発疹がでてきた、嘔

吐が始まった等）は再度受診が必要となります。 

※以下の場合はご利用できません

・麻疹（はしか）

・症状が重く、診察の結果、点滴等の医療処置が必要となった場合や、他医院へ紹介となった場合

・1歳を過ぎてＭＲ（麻疹風疹混合ワクチン）が未接種の場合

・インフルエンザで抗インフルエンザ治療が開始されて二日目まで

・新型インフルエンザと判明した場合



持ち物 

〇必要書類 

・利用者登録（申請）書 （提出していない方）

・同意書（提出していない方）

・連絡票（医師）

・家庭連絡票

〇その他の持ち物 

・印鑑、母子手帳（登録時、初回のみ）

・食事（昼食・おやつ・ミルク（消毒した哺乳瓶））

※給食を注文もできます。（350 円／1日）

・水筒（お茶・水）

・はし、スプーン

・食事用エプロン

・コップ

・おしぼりタオル２枚

・タオル

・着替え（上下 2着以上。病状に合わせてお願いします）

・オムツ（多めにお持ちください）

・ビニール袋

・バスタオル 1枚以上

・おねしょシート（必要な方のみ）

・薬（記名し、1回分のみ）、解熱薬、おくすり手帳またはお薬の説明書

・おもちゃ（お気に入りのおもちゃがあればお持ち頂けます）

※持ち物すべてにお名前を記入してください

〇食事 

・病状に合わせて、子どもが食べられる内容のものをご家庭で用意して持ってきてください。

※1 日 350 円で当園の給食を利用することもできます。

・水分は多めにご用意ください。（スポーツドリンク等イオン水、麦茶など）

お問い合わせ先 

認定こども園しょうえい幼稚園 病児保育室「ケロくんピョンちゃん」 

TEL:０５５－９６７－４５２１ 





 

いつ来ても いつ帰られても OK！ 
 

★お楽しみ活動日があります！ 
 

リトミックや季節の制作・あそびなどわくわくする活動を 

行っています。10：30スタート！！ 

 

是非ご参加ください。初めての方も大歓迎！！ 

 

※活動内容はホームページまたはともだちカレンダーを 

ご覧ください。 

●駐車場無料 

●駐車場無料 

 

ぶどうの木 
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