
保育時間

生年月日 1 号園児(幼稚園籍) 2 号園児(保育園籍)

最年少(満 3歳児) 2019年 4月 2日～2020年 4月 1日生
4名程度

(3 歳の誕生日の前日より入園可)
2名程度

(3 歳の誕生日の翌月より入園可)

年少(3歳児) 2018年 4月 2日～2019年 4月 1日生 7名程度 6名程度

年中(4歳児) 2017年 4月 2日～2018年 4月 1日生 若干名 若干名

年長(5歳児) 2016年 4月 2日～2017年 4月 1日生 若干名 若干名

面接料 入園料 初期環境整備費

0円 0円 3500円

1 号園児 2 号園児(短時間認定) 2 号園児(標準時間認定)

平日(月、火、水、木、金曜日)
開園時間：午前 7 時 30 分～午後 6 時 30 分

午前 9時～午後 2時
(午前保育日は午前 11：20降園)

午前 8時～

午後 4時 30分

午前 7時 30分～

午後 6時 30分長期休業中の平日

開園時間：午前 7 時 30 分～午後 6 時 30 分
休業日

土曜日

開園時間：午前 8時～午後 6時
午前 8時～午後 6時

本園の教育について

先生と園児、先生と保護者が、一人の人間と人間として、しっかり向かい合える教育。

いま目の前にいる子どもに、自分は何ができるのか、何をして、どう語りかけるべきなのか、

誠実に考え実行できる教育機関としての幼稚園。そして、楽しく希望ある毎日の

園生活のなかで、子どもたちがすこやかに伸びゆき、幸せな未来をつくる基礎を、

性格的にも能力的にも形成してくれることが本園の願いです。

みんながみんなを大切にできる環境で支え合い、子どもも先生もお互いに成長し合う。

本当の幸せにつながる教育が、この幼稚園でおこなわれることを願ってやみません。 石手幼稚園理事長

2022 年度 募集人数
★少人数限定募集です★ ★ロッカールームは縦割り編成です★

園の最新情報はブログにて毎日更新中です！ぜひご覧ください。
『石手幼稚園日記３』http://ameblo.jp/ishiteyouchiendiary3/(保護者 Tさんの感想)

石手幼稚園のブログは、大きな園のブログと違って、毎日我が子の写真が載っています。
園での活動内容や様子がよくわかるので、子どもとの会話に広がりが生まれて、毎日楽しみにしています。

幼稚園でどんなふうに過ごしているのか心配でしたが、ブログのおかげでとても安心しています。

☆入園受付：(1号園児さん) 2021 年 4 月 1 日より随時

※1号園児さんで、最年少（満 3歳児)さんを除く年度途中での入園、および年中・年長さんからの入園(2 年保育・ 1年保

育)を希望される場合は、入園希望月の 2か月前からの受付となります。

(2号園児さん) 松山市が定めた期間(2021年 11月 22日(月)～12月 10日(金))
※2号園児さんとしての入園を希望する場合は、松山市で保育の必要性の認定を受ける必要があります。
※2号園児さんで年度途中での入園を希望する場合は、入園希望月の 2か月前の 25 日までに松山市への申し込みが

必要となります。（土曜日、日曜日、祝日の場合はその前日となります。）

☆入園時にかかる費用

◆学期：(１学期) 4月 1日～8月 31日 (２学期) 9月 1日～12月 31日 (３学期) 1月 1日～3月 31日
◆長期休業：(夏休み) 7月 20日～8月 31日 (冬休み) 12月 20日～1月 7日 (春休み) 3月 20日～4月 9日

※曜日等の都合上、日程は年度変更があります。※長期休業中もお預かり保育を実施します。(送迎バスは本園～東野バス停間のみの運行となります。))
◆完全休園日：日曜、祝日、地方祭当日、毎月１回土曜休園日、お盆休み(8 月 12 日～8 月 17 日)、お正月休み(12 月 29 日～1 月 5 日)、

年度末休み(3 月 28 日～3月 31 日)、石手寺行事・七夕会・参観日・わくわく発表会・運動会等行事の繰替休日(土曜日)、

お泊り保育明けの土曜日、5 月ゴールデンウィーク休暇(年度によって 1日間)

◆半日完全休園日：七夕会・運動会・わくわく発表会・参観日・卒園式等・石手寺行事参加日等の主要行事当日

『石手幼稚園日記３』

石手幼稚園の 365日が
一目でわかります！

※入園時に、用品・体操服等を購入していただきます。



一
学
期

入園式、石手寺お花まつり、おやこ遠足、

芋の苗植え、飛行場・観光港等の見学、

参観日、七夕まつり、

プール水遊び、お歩き保育、個別懇談会、

お泊りキャンプ

二
学
期

運動会、いもほり、やきいもパーティー、

石手寺おねり祭り、和太鼓発表、参観日、

もちつき、クリスマス会、消防署・警察

署等の見学、動物園への遠足

三
学
期

花咲け発表会、石手寺節分豆まき、

浄水場・ミュージアム見学等、マラソン

大会、お別れ遠足、お別れ会、卒園式

毎
月

＊お誕生会

保育の方針

幅広く誠実な人間関係のもと、人生の基礎となる人格形成に主力をおきます。

本園の特色

日常生活の中で、本物の自然にふれ、国宝建造物を目の当たりにする。また、各種の専門講師指導の授業が少人

数で受けられる。これらは行事として特別に設定されたり、無理な学習態度を要したりするものではなく、３年間

の通園によって各能力として自然に子どもたちに浸透していくものであり、ほかには代えられないものです。また、

担任だけに任せきりの保育形式ではなく、柔軟性をもって、園長、教職員、講師、全員で教育にあたります。

石手幼稚園の１日

7:30～ お預かり保育

(7:30～9:00 石手寺前バスステーション)

9:00～9:15 登園

9:30～ 朝礼(朝の体操・般若心経)

～11:40 各種教室専門指導および自由遊び

12:00 昼食

昼食後 園庭・遊戯ホールで元気に遊ぶ

14:00 降園

～18:30 延長保育と放課後各種教室

(16:30～18:30 石手寺前バスステーション)

平常保育日のカリキュラム時間割 (曜日時間割りは、年度・学年により、変更があります。)

おもな行事



Ｙ先生(多摩美術大学卒・仏教教師)

造形・絵画の指導を行って３０年以上。
絵を描くことを通して、子どもたちの理解
力・把握力・構築力・言語力等を総合的に

伸ばす指導を行っています。
子どもたちが大切な幼少期を過ごす幼

稚園を、“夢のある場所に”と、園の環境

整備にも心を配っています。

U 先生
(愛媛大学卒)

明るく優しい U先生。

子どもたちに寄り添
いながら、一人一人の
成長を、温かく、しっ

かりと見守ってくれ
る先生です。

F 先生
(東雲短期大学卒)

体を動かすことが

大好きなＦ先生。
いつも元気に、ま
っすぐ子どもたち

と向き合ってくれ
ています。

園長先生(愛媛大学卒)

たまにしか顔を合わさない“園長先生”ではな
く、毎日子どもたちといっしょに、遊んだり、
ご飯を食べたり、笑ったり、泣いたりと、子ど

もたちと同じ時間を過ごしている園長先生。そ
んな身近な園長先生を、子どもたちもとても頼
りにしています。書道の楽しさを伝えたいと、

墨デッサンの時間を担当しています。

Ｊ先生(愛媛大学卒・仏教教師)

知育教室で、かずや量といった数学的
な内容を、子どもたちに楽しく指導。

数学の得意な理系の先生です。男の先
生ならではのダイナミックな体力遊
びは、子どもたちに大人気。保育士資

格も持っています。

Ｍ先生(愛媛大学卒)

知育ペンギンクラスを担当。小
学校教諭免許をいかし、小学校へ
と続く学習の基礎となる力を、子

どもたちに楽しく培ってもらおう
と、ユニークな授業を展開してい
ます。ダンスも大好きな先生です。

M 先生
(パールズ体操スクール講師)

パールズ体操スクールから、講師

として毎週火曜日に来園。楽しく

無理なく子どもたちが伸びるよ

う、一人一人のレベルに合わせて

体操の指導を行ってくれます。明

るく元気な先生です。

Ｉさん
バスの運転をお願いしています。

運転の上手な、とても誠実でやさし

い方で、子どもたちもした

っています。

★いしてようちえん 職員紹介★

★入園に際しての気になる点 リストアップＱ＆Ａ★

Q．少人数保育のメリットって？
A．どの保育場面でも、ひとりひとりの子と先生が、しっかり向き合

える環境です。教育の密度が高く、子どもたちがほったらかされてしまう

心配がありません。また、少人数だからこそ、ひとりひとりが大切な存

在として、自分の役割や価値を感じることができます。そんな環境の中で、

子どもたちは自分に自信と責任をもって、能動的・積極的に生きてい

く態度を身に付けることができます。

Q．幼稚園では集団の中で協調性や社会性を

身につけてほしい。

少人数の幼稚園で大丈夫？
A．少人数であるからこそ、自分の気の合うお友達だけでなく、さま

ざまなお友達とコミュニケーションをとる必要があるため、人とかかわ

る力が培われます。そして、少人数であるからこそ、空間・遊具・教

材等に充分な余裕があります。そのため、子どもたちの心にも余裕が生

まれます。そんな環境の中では、子どもたちがお互いを大切にし合い、

相手を思いやる心、協調性、社会性が育まれます。つまり、本当

の意味での集団教育、心の教育が可能です。 また、本園はたてわり

保育です。同年齢の子との関係だけでなく、異年齢の子とのバリエー

ション豊かな人間関係を築く力が身につきます。

Q．保育内教室に、

一般の習い事教室のような効果はあるの？

A．本園の各種教室は、専門の先生による少人数指導です。さらに、

日常の保育から子どもたちと接している先生が指導や補助にあたりま

す。そのため、それぞれの個性を十分に理解した上で、ひとりひ

とりに応じた指導ができるので、一般の習い事教室以上の成果が

期待できます。

Q．お寺の幼稚園だから、

なにか特別なことをするの？
A．まず、毎朝みんなで仲良く幸せに過ごせるよう、般若心経をあげ

ています。また、週に一度、みんなでよい子になるためのお話をする

キンスカ広場を行っています。そして、情操教育として、石手寺の

行事に参加します。春には、稚児衣装を着てお花まつりに参加し、

おしゃかさまに甘茶をかけます。節分豆まきの日には、石手寺境内の

散餅台(舞台)からお餅まきをします。石手寺の節分は、毎年何万人も

の人が参拝に訪れる大きな行事です。これらのことは、子どもたちに

とって、貴重な体験のひとつとなります。

★石手幼稚園ほとけさまのおやくそく★
自分を大切にします。 お友だちも大切にします。

みんなで守り合います。

C 先生(東雲短期大学卒)

絵本を読むのが上手な C

先生。子どもたち一人一
人のことをよく見て、寄
り添おうとしてくれる、

おだやかな先生です。

O 先生
(関西女子短期大学卒)

3 人の娘さんのお母さん
で、明るく元気いっぱいに

子どもたちを引っぱって
いってくれる先生です。

Ｗ先生(聖カタリナ短期大学卒)

子どもたちに気を配ってくれ

る優しい W先生。いつも一生
懸命、子どもたちのことを真
剣に考えてくれる先生です。

M 先生(英語教室講師)

フランス出身、ケンブリッ

ジ大学卒。体を動かしなが

ら楽しく英語・外国の文化

にふれられるM先生の授業

を、子どもたちも毎回楽し

みにしています。明るく優

しい先生です。

T 先生(東雲短期大学卒)

三人のお子さんのお母さんで、

お母さんの目線も理解しなが
ら、子どもたちをおだやかにサ
ポートしてくれます。

Ｔ先生
(Latte ダンススタジオ講師)

Latteﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ代表・インストラクタ
ー。愛媛大学院卒。HIPHOPの他、様々
なジャンルのチーム歴・バレエ経験もあ

り。子どもたちに音楽にあわせて体を動
かす楽しさを教えてくれる、明るく優し
い先生です。

K 先生(松山大学卒)

知育ペンギンクラスを担当。子
どもたちが意欲的に学べるよう

にと、楽しい授業や教材を考え
てくれています。子どもたちの
ことをしっかりと考えてくれる

先生です。



✿毎月の経費について

保育料：基本保育料は、2019 年 10 月より無償化されています。(2 号最年少は適用外とされています。)

項目 最年少 年少 年中 年長

教育充実費
(各種教室費含む) 1280 円

給食費 1 食 270 円×回数(週 4回)

光熱水費(冷暖房費含む) 420 円

後援費 300 円

絵本代 実費(420 円程度)

通園協力費
(送迎バスご利用の方)

利用者のみ 980 円 (園外保育利用時 0円)

※ごきょうだいで同時にご利用の方は 2人目以降半額

✿任意お預かり保育について

お預かり保育料
平日お預かり保育

(7 時 30分～18 時 30分) 1 時間 100 円～

長期休み平日お預かり保育
(春休み・夏休み・冬休み 7時 30 分～1８時 30 分)

1 時間 150 円～

土曜日お預かり保育
(8 時～18時) 1 時間 320 円～

未就園児さん園庭開放・親子教室 たんぽぽくらぶ のご案内

◇日時：毎週火曜日 10：00～12：00(園行事等の関係でお休みの日もあります。)

◇入会金(手帳・名札代)：500円 ◇参加活動費(1 年間)：1000円
＊途中退会に伴う入会費・参加活動費の返金はできません。

◇対象年齢：未就園のお子さんであれば、年齢は問いません。保護者の方とごいっしょに遊びに来てください。


