開園時間 7:30～18:30
１号認定 8:30～14:30(水のみ 12:30)
短時間認定 8:00～16:00
標準時間認定 7:30～18:30
(認定時間以外は預かり保育を実施しています。)

０歳からひかり幼稚園へ
いらっしゃいませんか︖

★朝７時時点で警報発令時 1 号認定児は臨時休園。
☆暴風警報、避難準備情報発令時は全員休園です。

年間行事
4 月 入園式 個人面談 親子遠足
5 月 春の参観
6 月 内科・歯科検診 水遊び開始 春の参観 345
♪この花のように おひさまをあびて
すくすくそだつ こどもにしてください♪
♪この花のように みんなのこころに
やさしくかおる

こどもにしてください♪

♪この花のように かみさまのあいを

学校法人ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ学園
幼保連携認定こども園
和歌山ひかり幼稚園
♪ひかりのこらしくあるきなさい♪
（せいしょ）
和歌山ひかり幼稚園に関するサイトは、こちら
のＱＲコードをスマホなどで読み取って頂いて
も開けます。

そっとあらわす

こどもにしてください。

保育料など
012 歳児の利用者負担額は施設を利用する児童
と生計を同一にする父母（又は祖父母等）の市民
税額の合計額で決まります。
★追加徴収費は、毎月下記のようになります。
・給食費:
1 号認定 5,000 円(副食費 3,500 円）
2 号認定 6,000 円(副食費 4,000 円)
・教育環境充実費：全員 2,500 円
・絵本代：460 円
・振替手数料：88 円
・バス協力金(バス利用者のみ)1 人 4000 円
・その他 遠足など行事費があります。
★入園時
入園受入れ準備金 30,000 円
入園検定料
2,000 円

7 月 秋葉山プール ひかりまつり お泊り保育
8 月 夏休み 登園日（３日間） 大掃除
9 月 おいも掘り内科・歯科検診
10 月 運動会（雑賀小） バザー 施設訪問
11 月 収穫感謝礼拝

秋の遠足

秋の参観

12 月 クリスマスページェント クリスマス礼拝
1 月 個人面談

お餅つき

2 月 手作りみそ作り 豆まき 冬の参観
3 月 卒園児とのお別れイベント 卒園式
毎月：誕生会・避難訓練％％

学校法人バプテスト学園
幼保連携型認定こども園
和歌山ひかり幼稚園
641-0035
和歌山県和歌山市関戸 1-2-31
園長 久保田みくに
電話 073-444-9014
Fax 073-444-9714
1964 年 4 月 幼稚園開園
2015 年 4 月幼保連携型認定
こども園へ移行
2017 年 12 月 25 日新園舎竣工
2018 年 9 月 30 教会、園庭竣工

自由参観

ひかり幼稚園はこんな幼稚園です。
1964 年 和歌山バプテスト教会付属園として
創設され、この地域に 2000 人以上の園児を
送りだしています。
★キリスト教保育
• 一人ひとりを大切にします。

３・４・５歳児（縦割り） １日の流れ

0・１・２歳児・満３歳児 一日の流れ
7:30 早朝保育

7:30 早朝保育
8:30～9:00 登園

自由遊び

8:30～9:00 登園 自由遊び
9:15 おやつ クラス内活動

9:45 お片付け

こどもたちは神さまから命を与えられ、愛さ

10:00 体操、クラス内活動

11:30 給食

れているかけがえのない存在です。

12:00 給食

13:00 おひるね（午睡）

聖書の教えを基盤に、神と人を愛する豊かな

13:00 クラス内活動

心を育て、感謝することを大切にします。

14:20 いちごちゃん降園

毎日礼拝をします。

14:45 おやつ

• 心豊かな保育
こども自ら考え「ふしぎだな」という気持ち
を大切にして、主体性・創造性を育てます。

14:15 いちごちゃん（満３歳児）降園
15:00 おやつ クラス内活動
18:00 おやつ
18:30 閉園

18:00 おやつ

★満 3 歳児はこひつじの利用はできません。

18:30 閉園
★通園バスは 1 号認定児さんのみです。

★０歳児（めぐみ）
10 ヵ月前後のお子様をお預かりします。

• 五感遊びを大切に

保育時間:

こどもが夢中になって、いきいきと遊ぶこと

開園時間

は、｢生きる力｣に大いにつながります。

幼稚園の部 8:30～14:30(月･火･木･金)

遊びの中に人間として学ぶことの全てが含ま

離乳食もご用意します。
7:30～18:30
8:30～12:30(水)

れていることを、覚え遊びを大切にします。

家庭でのぬくもりを感じられるようゆったり保育
します。
★１歳児（のぞみ）
大好きなお家の方を離れての幼稚園です。

★にんじんさん

さくらんぼさんの登園・降園

担任は一人一人と信頼関係を築き、愛情をいっぱ

• 家庭的な雰囲気のなかで

時間は各ご家庭によって異なります。

家族のような暖かさを大切にします。

い注ぎます。

○土曜日は 8:00～12:00 まで（軽食有）

遊び、食事、排泄、睡眠のリズムをつくっていき

○給食:自園調理の給食です。

ます。

• 2018 年度より縦割り保育を導入
和歌山ひかり幼稚園用語
1 号認定 いちごさん
2 号認定 にんじんさん(3・4・5 歳児)
3 号認定 さくらんぼさん(0・1・2 歳児)
短時間認定（短）
標準時間認定（標）

月に 1～２回お家からのお弁当の日があります。
★クラス編成：

なによりもゆったりとすごします。
★２歳児・満３歳児（つぼみ）

・縦割り保育（異年齢児保育）
ののはな・そらのとり・うみのうお
・同年齢保育

うーんと遊びます。食事、排泄、睡眠、着脱など
自分のできることを日々の遊びや生活の中で増や
していきます。

３歳児クラス

もも

少しずつお友だちと一緒にいること(社会性)をみ

４歳児クラス

たんぽぽ

につけます。

５歳児クラス

ばら

★アレルギーの対応食（卵、乳、ピーナッツ、魚
卵）は 3 歳児からです。

