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      令和2（２０20）年度《満３歳児》入園募集要項         

学校教育法におきまして幼稚園は満３歳以上の子どもに対し、｢教育｣を体系的かつ組織的に行う学校である

旨規定されています。 

四條畷学園では満３歳児クラスは独立した単独のクラスとして運営いたします。また、預かり保育、送迎等の

種々の付加的メニューも、原則、年少児と同等水準でご提供いたします。 

（お子様の発達状況により対応ができない場合があります） 

《ご参考》学校教育法第２６条  

幼稚園に入園することのできる者は、満３歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。 

１．募集人数 

  （１）対象年齢 

      満３歳児（2017年 4月 2日～2017 年 10 月 31 日生まれ） 

 （２）募集人数 

１クラス２５名（１号認定のみ） 

（３）面談・抽選 

    入園可否の確認のため、保護者の方とお子様の面談を全員行います。また面談結果により再度、面

談を行う場合があります。なお、お子様の発達状況によっては、ご希望に添えない場合があります。 

《補足》面談の結果、合格人数が募集人数を超過する場合は、面談終了後に抽選を行います。 

なお、在園児・卒園児の弟妹は優先入園の適用となり、抽選は実施しません。 

２．配置教員 

    担任１名、副担任１名 

３．入園日 

    満 3 歳児になった月の翌月 1日。［休園日の場合は翌開園日］ 

    但し、7 月生まれの子どもは 9月 1日入園となります。 

４．休園日 

    土曜日、日曜日、国民の祝日・休日、創立記念日 

    夏休み・冬休み・春休み 
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５．保育時間 

    月～金曜日  9：00～14：00 

    《補足》入園月の慣らし保育は実施しません。 

６．給食 

    月～金曜日 

    《補足》５大アレルゲン食材の除去・代替を行います。 

        (対応には医師の指導による質問票提出が必要です) 

７．預かり保育 

通常保育 4日目から利用できます。ただし、お子様の発達状況に応じて、個別に受入れ可否・時期を 

判断させていただく場合があります。 

（１）早朝預かり保育 

①曜日・時間 月～金曜日   7：30～9:00 

②料金  30 分毎に 100 円 

（２）預かり保育 

①曜日・時間 月～金曜日  14：00～18：30 

②料金  30 分毎に 100 円 

（３）夏・冬・春休み期間等［家庭での保育が出来ない場合］ 

①曜日・時間 月～金曜日  7：30～18：30 

②料金   

・終日の預かり保育の日 9：00～14：00     1,000 円 

   ・午前保育の日     保育終了後～14：00   800 円  

《補足》上記時間帯以外は（1）早朝預かり保育、（2）預かり保育の料金が別途必要です。 

             何れも給食を無償で提供します。 

（４）お迎え時刻が１８：３０を超過した場合 

   違約金として３０分毎に５００円を申し受けます。 

       《補足》違約金の位置づけです。原則利用はできません。 

- 2 -



８．送迎 

  （１）集団登降園 

      公共交通機関を利用して集団登降園を実施しています。満3歳児の集団登降園は、お子様の発達 

状況に応じて、個別に受入れ可否、時期を判断させていただきます。 

《利用する公共交通機関》 

JR 学研都市線：京橋駅～松井山手駅の各駅 

  近鉄バス：東花園駅前～四条畷駅前の各バス停 

  京阪バス：大和田駅前～四条畷駅前の各バス停 

［注］定期券は各自で購入願います。 

  （２）マイカーによる登降園 

      四條畷学園小学校のロータリー内でお子様を幼稚園の職員が乗降の補助をします。 

なお、駐車場はありませんので、駐車をされる場合は、公共の駐車場をご利用ください。 

  （３）徒歩・自転車による登降園 

      自転車の場合は当幼稚園内の駐輪場をご利用ください。 

９．課外教室 

    体操教室、水泳教室、音楽教室。詳細は別途お知らせします。 

    開始時期などは各教室により異なります。 
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１０．令和 2（２０20）年度 保育料・諸費用等［予定］ 

種 類 金 額 備 考 

検定料 6,000 円 入園予定者のみ支払いが必要です。 

以下の入園関係費用と合算で支払いをお願いします。 

保育料［利用者負担額］ お住まいの市町村で規定された金額［無償化の対象］ 

入園関係費

用 

・入園受入準備金 

40,000 円 

・施設設備費 

      60,000 円 

支払期間：3/26（木）00：00～3/31（火）15：00 

（支払い方法により所定の手数料がかかります） 

教育充実費 

(月額) 

10,000 円 8 月は不要です。 

毎月 12 日に口座振替［再振替日：26 日］ 

金融機関：りそな銀行、関西みらい銀行本支店 

学年費     15,000 円 諸経費は預り金（概算額）とし、年度末に精算します。（通常、

追加の集金はありません） 

保険料       200 円 年額。 

送迎協力費 

（月額） 

往復  1,000 円 

片道   500 円 

8 月は不要です。 

公共交通機関による集団登降園、ロータリー使用によるマイ

カー送迎を利用する場合の費用です。 

公共交通機関利用の際の定期券は各自で購入願います。 

用品代 約 60,000 円 制服・体操服・用品・防災頭巾など。 

給食代 月額定額料金 8 月は不要です。 

金額は別途お知らせします。 

PTA 会費 4,800 円 兄姉が四條畷学園に在籍している場合は不要です。 

災害対策 

協力費 

600 円 災害時の食料等の備蓄品購入費用。 

システム利

用料（月額） 

右記の通り。 Brain［園児管理システム］ 

利用料        月額 200円 

IC カード兼 ID カード 1 枚 440 円 

ミマモルメ［緊急連絡用］ 

年額 440 円 

預かり保育 早朝預かり保育 7：30～9：00   100 円/30 分 

預かり保育 14：00～18：30 100 円/30 分 

夏・冬・春休み等 

［家庭での保育がで

きない場合］ 

終日預かり保育の日：9：00～14：00  1,000 円/日 

午前保育の日：保育終了後～14：00   800 円/日 

上記以外の時間帯：100 円/30 分 

給食は無償提供します。 

閉園後超過料金 18:30～ 500 円/30 分 

《補足》違約金の位置付けです。原則利用できません。 
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１1．その他 

   （１）入園式 

       年少進級時、2021 年４月に令和３（2021）年度入園の年少児等と一緒に実施します。 

   （2）行事 

       行事の種類によっては見学のみの参加となる場合があります。 

（3）年少進級 

        2 号認定で進級を希望される方は、お住まいの市町村宛て各自で申込みが必要となります。 

保育認定は大東市の利用調整により決定されます。 

なお、満 3歳児クラスの在籍により認定が優先されることは通常ありません。 
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満３歳児 入園募集 《出願～入園手続き完了までの流れ》 

【全体の流れ】

  手続きはスマートフォンまたは PC からインターネットにて行います。ご自宅等にインターネット環境がない、 

プリントできない場合は当幼稚園までお越しください。 

  受付期間：2020 年 1月 18 日（土）0:00～1月 31 日（金）15:00 

                 ↓ 

受付期間：2020年 1月 18 日（土）0:00～1月 31 日（金）15:00 

《ご希望の面談日時を予約いただけます。》 

     ↓ 

  実施日時：2020 年 3月 23 日（月）の午前中

    ↓ 

  発表日時：2020 年 3月 24 日（火）10:00～ 

  《注》面談の結果、合格者が募集人数を超過した場合は抽選を実施します。 

抽選実施の有無は面談結果発表と同時にネットにてお知らせします。 

     ↓ 

抽選日時：2020 年 3月 25 日（水）10:00～ 

  《注》事前連絡の上欠席の場合は、当幼稚園が代理で行います。 

 ↓

受付期間：2020 年 3月 26 日（木）00:00～3月 31日（火）15:00 

1．出  願（ネット）

2．面談日時予約（ネット）

3．面 談（当幼稚園）

4．面談結果発表（ネット）

5．抽 選（当幼稚園）

6．入園手続（ネット）《入園関係費用納付》
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【詳細】 

１．出願（ネット） 

  （１）概要 

      出願はインターネット（PC、スマートフォン）にて行っていただきます。 

      QR コードまたは四條畷学園大学附属幼稚園のWEB サイトからアクセスください。 

      ①スマートフォンの場合（以下の QR コードをスキャンください） 

②PC の場合（スマートフォンでもアクセスできます） 

       四條畷学園大学附属幼稚園のWEB サイトまたは以下の URL よりアクセスください。 

       トップページ⇒入園希望の方⇒入園募集要項⇒出願ページはこちら 

https://kg.shijonawate-gakuen.ac.jp/
  （２）受付期間 

      ２０20 年 1月 18 日（土）０：００～1月３1日（金）15：00 

  （３）検定料 

      6,000 円（入園予定者のみ必要です。入園関係費用と合算してお支払いください。） 

３．面談日時予約（ネット） 

 （１）概要 

     面談日時の予約インターネット（PC、スマートフォン）にて行っていただきます。 

     QR コードまたは四條畷学園大学附属幼稚園のWEB サイトからアクセスください。また、前記の 

     出願のページから遷移することもできます。 

     ①スマートフォンの場合（以下の QR コードをスキャンください） 

     ②PC の場合（スマートフォンでもアクセスできます） 

       四條畷学園大学附属幼稚園のWEB サイトまたは以下の URL よりアクセスください。 

       トップページ⇒入園希望の方⇒入園募集要項⇒事前登録ページ 

https://kg.shijonawate-gakuen.ac.jp/
  （２）受付期間 

      ２０20 年 1月 18 日（土）0：00～1 月３1日（金）15：00
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  （３）面談日時 

      2020 年 3月 23 日（月） 

      ①9：00～9：10 ②9：30～9：40 ③10：00～10：10 ④10：30～10：40 ⑤11：00～11：10 

      《注》面談の状況により 10 分間を超過する場合があります。面談は複数組を並行して実施します。 

４．面談 

    予約された日時に平服にて、保護者の方１名または２名とお子様でお越しください。 

   （1）日時 

       インターネットで予約された日時（５分前目処にお越しください） 

   （2）場所 

       四條畷学園大学附属幼稚園 １階保育室 

   （3）対象者 

     ①保護者の方1名または 2名 

     ②入園を希望されるお子様 

   （4）持参する物   

      ①入園願書Ａ票  

志願者名（署名）・保護者名（署名）・押印・写真添付（裏面にお子様の名前記入） 

        ②受験Ｂ票 

Ａ票とＢ票は切り離して持参ください 

《注》インターネットで出願手続き時、Ａ４サイズの白紙にプリントしてください。自宅などに 

プリント環境がない場合は、面接日より前に当幼稚園にお越しください。プリントします。 

③上履き（お子様）、スリッパ （保護者）、靴袋 

５．面談結果発表（ネット） 

 （１）概要 

    インターネットにて面談の結果を発表します。ID、パスワードでご本人のみにお知らせします。 

    QR コードまたは四條畷学園大学附属幼稚園のWEB サイトからアクセスください。 

     ①スマートフォンの場合（以下の QR コードをスキャンください） 
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   ②PC の場合（スマートフォンでもアクセスできます） 

       四條畷学園大学附属幼稚園のWEB サイトまたは以下の URL よりアクセスください。 

       トップページ⇒入園希望の方⇒入園募集要項⇒合格発表ページ 

https://kg.shijonawate-gakuen.ac.jp/

  （２）発表日時  

      2020 年 3月 24 日（火）１０：００～ 

  （３）その他 

      結果についてはお電話ではお答えできません。 

      インターネット環境がない場合は当幼稚園までお越しください。 

      抽選の実施有無は面談結果発表と同時にネットにてお知らせします。または、お電話にてお問い合 

わせください。 

６．抽選 

     面談結果合格者が募集人数を超過した場合のみ公開にて抽選を行います。抽選の実施有無は、 

2020 年 3月 24 日（火）10：00～の面談結果発表と同時にお知らせします。 

 《留意事項》 

      ①事前に連絡の上、欠席される場合は当幼稚園職員が代理にて抽選を行います。 

      ②連絡無く欠席された場合は、辞退とみなします。 

  （1）日時 

      2020 年 3月 25 日（水）10：00～ 

  （2）場所 

       四條畷学園大学附属幼稚園内 

７．入園手続き（ネット）《入園関係費用納付》 

  （１）概要 

    インターネットにて入園金の支払い手続きを行います。結果発表の画面からも遷移できます。 

    入園関係費用の納付完了により入園手続きが完了します。お支払いいただいた入園関係費用は返金 

できません。（入金には所定の手数料がかかります） 

QR コードまたは四條畷学園大学附属幼稚園のWEB サイトからアクセスください。

     ①スマートフォンの場合（以下の QR コードをスキャンください） 
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     ②PC の場合（スマートフォンでもアクセスできます） 

       四條畷学園大学附属幼稚園のWEB サイトまたは以下の URL よりアクセスください。 

       トップページ⇒入園希望の方⇒入園募集要項⇒入園金決済ページ 

https://kg.shijonawate-gakuen.ac.jp/

（２）入園関係費用 

       合計 106,000 円 

       ［内訳］ 

         検定料        ６，０００円 

         入園受入準備金 ４０，０００円 

         施設設備費    ６０，０００円 

   （３）手続き期間 

      2020 年 3月 26 日（木）00：00～3月 31日（火）15：00 

８．入園手続き完了後の予定 

 （１）制服・体操服等採寸・購入  

①日時 

   登園日までに各自で購入ください。 

サイズにより在庫が無い場合等がありますので、お早めに購入ください。 

②場所 

四條畷学園内給品部［四條畷学園高等学校体育館内］ 

営業日時：月～金曜日 8:30～16:30 

       土曜日    8:30～14:00［第２土曜日は休み］ 

      《注》夏休み等長期休暇中は営業日・時間が変更になります。 

      電話：072-876-1364 

（２）重要事項説明会 

①日時 

2020 年 4月 6 日（月）10:00～11:00 

    ②場所 

      四條畷学園大学附属幼稚園内 

   ③持ち物 

      ボールペン 

《注》「重要事項説明書に関する同意書 兼 入園届・誓約書」に自署いただくために 

必要です。印鑑は必要ありません。 
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《お問合せ・見学の申込み等》 

   名  称：四條畷学園大学附属幼稚園 

   所在地：大阪府大東市学園町６番４５号 

        JR 学研都市線四条畷駅下車徒歩１分 

   電 話：０７２－８７６－２４２０（幼稚園直通） 

        ０７２－８７６－１３２１（法人本部） 

   Ｍａｉｌ ：info@kg.shijonawate-gakuen.ac.jp

    受付 ：月曜日～金曜日 9：00～16：00 

        土曜日       9：00～13：30（第２土曜日は休園） 

《注》2020 年 4月 1日以降は土曜日が休園となります。 
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