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大久保わかくさ子ども園概要＜幼稚園機能＞ 

 

《施設・運営》社会福祉法人 若草福祉会（法人所在地：埼玉県本庄市仁手６６９－４） 

《施設種別》 認定こども園（保育所型） 

《所在地》  〒169-0072 新宿区大久保１－４－１ 

《定員》園児数 119名 

定員 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

保育園機能

（長時間） 
15名 18名 18名 18名 18名 18名 105名 

幼稚園機能 

（短時間） 
― ― ― 2名 6名 6名 14名 

＊今回の受付は、上記太枠・太線の幼稚園機能のみです。 

＊保育園機能での入園希望の方は、新宿区保育課の入園申込み窓口へお申込みください。 

＊令和５年度については、３歳児、４歳児、５歳児について若干名募集します。 

 

《幼稚園機能利用児・保育時間》 

●月曜日～金曜日 

     8:30  9:00                                        13:30            17:00 

 

                                   

●預り保育期間（土曜日・夏・冬・春休み）※要事前申請 

    8:30                                                    17:00 

 

                    ＊預かり保育は、別途料金が発生いたします。 

《利用料》 

内容 金額 支払時期 

基本保育料 無償 ― 

預かり保育料 

（平 日） 

後延長 13：30～17：00 １回あたり 600円（おやつ代は含む） 

前延長 8：30～ 9：00 １回あたり 100円  

翌月払い 【預かり保育期間】 

土曜日・長期休み 

（春・夏・冬期） 

8：30～17：00（8時間以内） 

1回あたり 2,000円（昼食代 250円、おやつ代 50円 別途） 

給食費 
月額 6,000円  

（預かり保育期間は別途昼食 250円/日、15時以降利用時おやつ 50円／日）  
翌月払い 

   ※教材費・行事の際の実費は別途ご負担いただきます。 

   ※新宿区の預かり保育利用料の補助制度があります。詳しくは新宿区にお問合せください。 

補助を受けるためには新宿区より「保育の必要性」認定を受ける必要があります。 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/hoiku01_002096.html 
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《入園申込みのスケジュール 令和５年４月 入園》 

●幼稚園機能利用 

募集人数 

３歳児クラス ２名（2019
平成 31

年４月２日～2020
令和 2

年４月１日生まれ） 

４歳児クラス ４名（2018
平成 30

年４月２日～2019
平成 31

年４月１日生まれ） 

５歳児クラス ２名（2017
平成 29

年４月２日～2018
平成 30

年４月１日生まれ） 

申込み受付期間 
令和４年 １０月３日（月）～1０月２８日（金） 

受付時間１０時００分～１６時３０分 

入園面接 入園申込み後～１１月１１日（金）の期間に実施 

健康診断 
入園申込書の提出後、入園面接までに、園の指定する医院（岡田小児科クリニ

ック）での受診をお願いします。詳しくは申込書の提出時にお伝えします。 

入園結果 入園面接・健康診断終了後から一週間程度でお伝えします 

入園前説明会・面談 
令和５年２月下旬 

入園に際し、必要な持ち物や書類等の説明を行います。 

 

※上記日程以降の受付は５月以降入園となる場合があります。 

※園児枠に空きがある場合は、１２月以降に二次募集を実施します。 

詳細はホームページをご覧いただくか、園に直接お問合せください。 

 

《入園結果について》 

入園面接、健康診断の終了後から一週間以内を目途に、お電話等にてお伝え致します。 

 

《保育・教育について》 

  乳幼児期は、人間形成を培う大切な時期です。だからこそ、すべての子どもが望ましい未来を 

創造していく力を育むことができるよう、環境を通じて保育・教育を行っていきます。 

 

【生活する力を育む】 

 ・毎日の当番活動（片づけや食事の準備など）や常設のキッズキッチンを使った子どもクッキングといった

活動を通じて、協力し合いながら生活する力を育みます。 

 ・遊（プレイルーム）・食（ランチルーム）・寝（お昼寝の部屋）を分けることで、子どものペースに合わせて

生活し、たのしく遊べる環境をつくります。 

  

【人とかかわる力を育む】 

 ・0歳、1歳は赤ちゃんの頃から、スペースを分けて、兄弟姉妹のように仲良く生活します。 

 ・どの年齢でも室内のプレイルーム（遊びが展開できるゾーン）や屋外の環境（身体を使う遊具やビオトー

プ等）を活用したりする中で、人とかかわる力を育みます。 

 

【学びの芽を育む】 

 ・子どもの「あれがしたい！」「どうなるんだろう？」といった欲求や興味を十分に引き出し、 

  「あそび込める」環境を大切にします。子どもの探究心や冒険心を深め、学びの芽を育みます。 

  



《子ども園での１日》 

 保育園利用 幼稚園利用  

  ０・１・２歳児 ３・４・５歳児 ３・４・５歳児   

7:30 早朝保育   7:30 

8:30 登園 8:30 

9:00 自由あそび 自由あそび 9:00 

  

お気に入りのおもちゃ

や、安心できる場所で遊

び、スムーズに保育に入り

ます 

パズルや製作、ままごと、絵本など、誰と何をして遊

ぶのかを自ら選んで楽しむ時間です 
  

9:30 おはじまり おはじまり 9:30 

  
午前のおやつ 

絵本、散歩など 

子どもたちが遊びの中から様々なことを学ぶ時間で

す。お絵かきや製作、運動遊び、集団・個人遊びなど、

保育者が子どもたちの「今」の興味・関心に合った遊び

を提案します 

  

11:00 ランチタイム 11:00 

11:30 ０・１歳児、２歳児がラ

ンチコーナーで手作りを基

本とした食事をとります 

ランチタイム 11:30 

  各自ランチルームに集まり、自分の食べられる量を先

生やお当番さんに伝えてよそってもらいます。出来立て

の温かいランチを食べます 

  

12:30 おひるね 12:30 

13:30 すてきなお話を聞きなが

ら、ねむりの時間 

おひるね お迎えが来るまで、楽しく

過ごします。13：30降園 

13:30 

      

15:00 
おやつ 

手作りおやつを食べます 

預かり保育 15:00 

     

     

16:30 帰りの会 
 

16:30 

  
歌をうたったり、一日を振り返って、 

明日へつなげます 
   

  順次降園 順次降園   

17:00 夕方の保育   17:00 

  先生や友達と一緒に過ごし、お迎えを待ちます     

18:30 延長保育     18:30 

20:30 
延長保育としてお預かりします   

20:30 

 

 

 

 

 



《園行事予定について》 

4月 進級入園お祝い会 10月 運動会・内科検診 

5月 保育参加・内科検診 11月 遠足・歯科検診 

6月 
歯科検診・クラス懇談会・プール前検診 

親子ウォークラリー 
12月 大きくなった会・クリスマス会 

7月 プール開き・夕涼み会 1月 餅つき・観劇・公開保育 

8月  2月 節分・成長展 

9月 引き渡し訓練・プール終い 3月 ひな祭り・卒園式・遠足 

  ＊毎月実施…誕生会・避難訓練 ＊予定変更の可能性があります。 

《食事について》 

・当園は栄養士を配置して自園で調理し、手作りの温かい昼食を提供します。おやつも季節の果物や手作りおやつ

を取り入れていきます。 

 ・ランチルームにて、自分の食べたい量、食べられそうな量を自分で決め配膳者に伝えよそってもらう形式をとっ

ています。 

 

《食物アレルギーについて》 

 ・医学上、摂取することを禁止または制限されている食品がある場合で、除去を希望するお子様は医師による指示

書を提出して頂き、除去食の対応を致します。できる限り個別に対応しますが、場合によりお弁当の持参をお願

いすることもあります。 

 

《持ち物について》 

・着替えや手拭タオルなどの持ち物をご用意いただく予定です。持ち物のサイズなど詳しくは、入園時の説明会等

で説明いたします。 

 

《体調不良の対応について》 

 子ども園は子どもたちが集団生活を行う場です。感染症などの対応は、お子様だけでなく、全園児の安全と健康を

考慮し以下のようなルールとなっておりますので、ご理解をよろしくお願いいたします。 

 ・学校保健安全法により、学校感染症に指定されている感染症にかかった場合は、登園が停止となります。その後、

園に登園許可証（医師の許可）を提出して頂き、登園可能となります。 

 ・保育中の発熱は、基本的に 38．0℃以上ある場合、お迎えをお願いします。また、個人の症状や状態にもよるた

め、熱が出ていなくてもお迎えをお願いする場合があります。 

 

《午睡について》 

 ・通常期に午後の預かり保育を利用するお子様は、午睡をとります。 

 ・休業期の預かり保育を利用するお子様は、午睡をとります。 

 ・バスタオルや上掛けなどはお持ちください。 

 

《送迎について》 

 ・駐車場はありません。自転車または徒歩にてお願いします。 

 

《災害時の対応について》 

 ・園の敷地内で避難が可能な時は、お迎えの方が来られるまでお預かりしています。 

 ・災害時の連絡体制は、一斉配信メールを活用します。 

 ・避難の詳しい様子については、「災害時伝言ダイヤル」「ウェブサイトへの掲示」で随時お知らせします。詳しく

は入園時の説明会等で説明いたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《お問い合わせ先》 

 〒169-0072 東京都新宿区大久保１－４－１ 

大久保わかくさ子ども園   【電話】０３－６２６５－９９９０ 

https://wakakusa-kodomoen.com/ 


