
本日はご来園頂き、ありがとうございます。
簡単ではありますが、幼稚園の概要の資料となります。
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学校法人 清瀬学園
１９７９年４月設立 きよせ幼稚園

２０１７年８月設立 ちゃいるど保育園

２つの園を持つ学園です。



きよせ幼稚園 概要

• 認可を受けた私学助成の幼稚園

• 認可定員 ３２０名

• 募集定員 満３歳児２４名

年少 ８４名

年中 ８４名

年長 ８４名

合計 ２７６名

※上記の他、未就園児教室

１歳児 ２５名程度 ・ ２歳児 ４８名

• 保育体制 全体で３8名程度（派遣・パート含む）

園長１名・副園長１名

主任１名

リーダー３名

満３歳児：２クラス ２４名程度 担任４名

年少：４クラス ２０名程度 担任４名 補助４名

年中：３クラス ２８名程度 担任３名 フリー１名

年長：３クラス ２８名程度 担任３名 フリー１名

教務・預かり担当 ３名（＋預かり保育補助2～３名）

プレスクール担当 ２名

バス担当 ４名（１人女性）

用務 ２名 兼務職員 会計１名 事務統括１名 他



子どもたちへの
おもい
緑の芝の園庭、小川の流れる竹山、四
季折々の野菜を育てる教育菜園、空に
手が届きそうなウッドデッキテラス、仕掛
けを施したツリーハウス…身体だけでなく、
五感を最大限に使って遊び、学び、子ど
もらしく過ごす中で、未来を幸せに生きる
力の基礎を身に付けて欲しい。失敗から
学ぶことが上手、人と協力できる、自分
で考える、違う価値観を柔軟に受け止
める、新しい発想ができる…そんな子ど
もたちの姿を一つでも多く増やしていくこ
とを大事にしていきたい…



その時代にあった保育を…

きよせ幼稚園には、建学の精神に基づいた教育理念があります。
教職員・保育者は、その理念に基づき、卒園までにこのような姿になってもらいた
いと願い、教育・保育を行っております
言わば、「目指す方向」「目的」であります。
その方向・目的に向かっていれば、そのプロセスはその時代にあったものに変えても、
見ているゴールは一緒です。
教職員・保育者の一人一人が、子どもを主体に同じ方向・目的意識を持ち、学
園全体で連携していくことを大事にしていきたいと考えます。

教育理念に基づき、これからの教育で更に重要性が認められた非認知的能力の
中心となる３つの力「忍耐力」「社会性」「感情コントロール」の基礎を育てながら、
より良い成長に向けて、教育・保育を実践していきたいと考えます。



きよせ幼稚園 教育理念

健康でたくましい心と身体の子

＝忍耐力

正しく話し、正しく行動できる子

＝コミュニケーション能力

おもいやりのある美しい心の子

＝感情コントロール

強
く

正
し
く

美
し
く



きよせ幼稚園の教育の特徴
子どもたちにとっては、幼稚園は初めての「社会」です。幼稚園に入園する一番大切なことは、文字が書けるようになったり、歌が上手に歌えるように
なったりすることではありません。同年齢くらいの子どもたちと過ごす中で、自分で考えたり、自分の気持ちを伝えたり、周りから刺激を受けて挑戦して
みたり、友達と協力したり、友達の意見を柔軟に聞いたり、けんかの仲直り方法を知ったり等、「社会」の中でしか出来ないことを経験する事です。

担任の先生は、子どもたちの良きリーダーであり、子どもたちが自分を表現したり、挑戦する意欲を上手に引き出す存在です。

子どもたちの主体性・自己肯定感を大切に非認知的能力の育成を意識しながら、相乗した認知的能力の育成に取り組むと同時に、子ども一人
一人の人格を尊重し、個性を大事に捉え、子どもたちの無限にある可能性を見守りたいと考えます。

正課活動
体育・水泳・英会話・音楽・書道

外部講師による幅広い活動

ICT教材「KitS」のフル導入

ASOBIOのある園庭環境

こども姿ベースの保育の実践

食育
自園教育菜園にて収穫体験

特徴

4年保育
2歳児クラス

毎日受け入れは担任の先生

行事
運動会・発表会・作品展etc

プロセスを最重視



入園時にかかる費用と毎月の費用

入園時にかかる費用

入園準備金…10,000円（プレ会員は０円、入会金を充当）

制服代…冬服一式（カバン・上履き袋・上履き含む）

・男子 29,100円

・女子 30,200円 ※ズボンとスカートの価格の違い

夏服一式

・男女共通 10,450円

教材費…年少6,640円（年中7,970円、年長8,020円）

※その他、鍵盤ハーモニカ、氏名印、IDカードは必要な方のみ

※令和４年度実績参考

毎月の費用

〇保育料・その他納付金 無償化の対象となる費用

・保育料…29,000円

・施設維持費…2,000円

・教育費…1,300円（満3歳児 5,100円）

・施設費…3,700円

合計36,000円（満3歳児 39,800円）

〇実費負担金

・給食費…1食305円×食数（一定のご家庭に補助制度有）

・バス代…両道4,200円（兄弟姉妹同時利用3,150円）片道2,100円

・Ｍｙおうちえん利用料 650円（毎月）個人記録・クラスだより、写真動画配信

※その他、預かり保育利用料や預かり保育おやつ代、購入した個人持ち教材や制
服代が一緒に引き落としとなります。



預かり保育について
7：30～18：30（満3歳未満 8：30～16：00）

（保育のある日は教育時間を除く・土日、祝日、年末年始以外開園）

〇月利用について

・月極料金

満3歳以上 9,000円

満3歳未満 20,000円

・給食 1食305円

※午前保育や幼稚園の保育が無い日の給
食は、月極利用は原則給食発注となります。

※新2号認定のご家庭は、預かり保育の無
償化の対象となります。1回の利用につき、
450円の補助があります。（上限有り）

〇単日利用について

・保育料30分毎

満3歳以上 150円

満3歳未満 250円

・給食 1食305円

※午前保育や幼稚園の保育が無い日
の給食は、単日利用は給食かお弁当
持参か選ぶことが出来ます。

・おやつ代 1食６０円

※15：30以降のご利用のお子様に準
備致します。



月額保育料等その他納付金と各市無償化の関係（令和4年入園児対象）
ポイント 代理受領＝園が無償化の補助金を代理で受け取り毎月の保育料等に反映し引き落とし 償還払い＝市役所より直接無償化の補助金交付

在住市 学年 保育料
その他納付金合計
（無償化対象）

国補助 東京都
補助（加算有）

各市補助 差し引き反映金額
※無償化・自治体補助金を反映
した金額

清瀬市
満3歳児 39,800円

25,700円
代理受領

1,800円
代理受領

3,500円
代理受領

8,800円
年少～年長 36,000円 5,000円

東久留米市
東村山市

満3歳児 39,800円 1,800円
償還払い

3,300円
償還払い

9,000円
年少～年長 36,000円 5,200円

新座市
所沢市

満3歳児 39,800円 無し 無し 14,100円
年少～年長 36,000円 10,300円

※差し引き引落金額に預かり保育利用料や、バス代等の実費負担金、給食費等の預かり金等を加えて、引き落としをさせて頂きます。（利用者のみ）
※代理受領の東京都補助分加算については、自治体による額の決定通知があり次第、年度末に園より各ご家庭へ償還払いを致します。
償還払いの市は、直接、市より償還払いがあります。

●預かり保育の無償化について（詳細はお住いの地域の市役所へお問い合わせください）
預かり保育につきましても、対象の方（新2号認定、事前に市へ認定申請が必要）は無償化が実施されます。
無償化の内容としましては、「納入した金額」と比べて、「日額４５０円×利用実績日数」のどちらか低い方が無償化（償還払い）となります。
※例 月利用9,000円を幼稚園に納入し、月に21日利用した場合
月利用9,000円＜9,450円（＝450円×21日）となるので、後日、市より9,000円が償還払いで指定口座に振り込まれます。

●食材料費の補助（詳細はお住いの地域の市役所へお問い合わせください）
食材料費の補助の内容
副食費相当分×免除日数（月額上限4,500円）（国事業） 償還払いです。

（※主食費の補助の有無については市町村により異なります）



きよせ幼稚園 園マップ

令和元年・2年度の園舎改修工事により、広
大なウッドデッキテラスが出来上がり、子ど
もたちのお気に入りの場所となりました。
同時に園庭環境整備にも力を入れて、子ども
たちが好奇心や挑戦心を持って、走り回れる
園庭を目指しました。
仕掛けを施したツリーハウスや、メダカやニ
シキゴイ等が生息するビオトープ、アスレ
チック要素のある大型遊具の設置…まだまだ、
やりたいことはきりがありません。子どもた
ちとも「こうしたら面白いよね」と話しなが
ら進めていけたらいいなと思います。
園周辺は、教育菜園やミカン畑・シイタケ畑、
たけのこが採れる竹山、びわの木、あんずの
木…食への関心も育つ環境があります。
自然に囲まれながらも駅にも近く、恵まれた
環境にある幼稚園です。



お問合せ
受付

当学園に

聞きたいこと

なんでもいいです。

お電話でも

受け付けます。

遠慮なく

お問合せ下さいませ。

042-492-5213

公式インスタグラム
更新中



最後までご覧頂き、ありがとうございました。


