
岩国川下幼稚園は錦川の下流、今津川と門前川の間に位置する三角州の中にあります。
岩国米軍基地が近いこともあり、多くのアメリカの子ども達が通っている
インターナショナルな幼稚園です

ホームページ



認定こども園ついて

新制度における認定区分について

認定こども園とは・・・

幼稚園と保育園の機能や特徴を合わせ持つ施設です。

10ヶ月～5歳児までの子どもを保育・教育することができます。

年少以上の幼児は、保護者の就労状況によって1号認定（幼稚園）利用または2号認定（保
育園）利用を選ぶことができます。0～2歳までは、3号認定（保育園）となります。

3つの支給認定区分について

〇 1号認定（3歳以上）教育標準認定

お子さんが3歳以上で、教育を希望される場合

〇 2号認定（3歳以上） /  標準認定・短時間認定

お子さんが3歳以上で「保育に必要な事由」に該当し、教育、保育を希望される場合

〇 3号認定（0歳～2歳児）保育認定 /  標準時間認定・短時間認定

お子さんが3歳未満で「保育に必要な事由」に該当し、保育を希望される場合

※ 2号認定及び3号認定については「保育に必要な事由」に応じて、

2つの利用時間の区分で認定されます。

保育標準時間（1日11時間以内）…1ヶ月あたり120時間以上の就労等

保育短時間（1日8時間以内）…1ヶ月あたり48時間以上119時間の就労等

（3号認定）
乳児チーム

（1号認定・2号認定）
幼児チーム

0歳・1歳 2歳 満3歳児 3歳児 4歳児 5歳児

たまご
ひよこ

ばなな めろん
うさぎ
りす

チューリップ ほし

教職について

理事長 ・ 園長 ・ 主任 ・ 主幹教諭 ・ アメリカ人スタッフ事務 ・ 給食員 ・ バス運転手

保育教諭（チーム保育・非常勤を含む） ・ 講師（リトミック・体育）

チームの考え方

幼稚園（1号認定）、保育園（2号認定）の子どもたちは同じ部屋で同じ教育を受けます。

園内の行事は一緒に行います。



本園の目的および教育の基本

3歳児

学年別教育目標

4歳児

5歳児

保育教諭や友だちと遊ぶ中で、自分のしたいこと、言い
たいことを言葉や行動で表現する

友だちと積極的に関わりのびのびと遊び、信頼感を深め、
仲間と共に感情豊かな表現をする

クラスの中で、一人ひとりが生かされ、役割や責任を
自覚し、自主的に活動に取り組めるようになる

本園の教育目標

あかるく

ただしく

なかよく

I （International)F （Friendship)C
（Communication）

子ども達の「想像力」を育む
幼児期における子ども達の発達を担う教育機関である私たち幼稚園は

I（International) F（Friendship) C（Communication）を教育のモットーにし、

子ども達の「想像力」を育む教育機関づくりを大切にしています。日本も国際化

が進み、生きる力のひとつとして、グローバルな視点を持つ人間であることが

望まれています。 川下幼稚園では言葉や肌の色が違っても、共に遊び、学び、

時には喧嘩もし過ごしています。長い人生を楽しく充実したものにするための

基礎作りを、川下幼稚園で育みたいと考えています。

国籍・肌の色・言語に関係なく仲良く遊べる子

情緒豊かで明るい子

社会的に満ちた正しい子

2歳児

1歳児

0歳児

安心して園生活を送り、のびのびとしたいことが出来る
ようになる

安心できる保育教諭との関係のもとで、自分でやってみ
ようとする気持ちが芽生える

保育教諭との親密な関わりを通して人との信頼関係が芽
生える



保育日程

1号
認定

登園可能時間 8：30～

保育時間 9：30～14：30

預かり
保育

早朝 8：00～8：29（1時間100円）
預かり保育 15：31～17：00（30分100円）

休園日 土曜日・日曜日・祝日・園長が必要と認めた日・行事の振替

2号
・

3号
認定

保育時間
（保育短時間）

保育短時間 8：30～16：30の間で勤務時間に合わせて保育
早朝 7:30～8：29（1時間100円）
預かり保育 16：31～18：00（30分100円）

（保育標準時間） 保育標準時間 7：30～18：00

土曜日
(標準）7：30～12：00
(短時時間）8：30～12：00

休園日 日曜・祝日・年末年始・園長が必要と認めた日

＊早朝・預かり保育は事前に申し込みをしてください。

夏休みなど長いお休みについて <1号認定子ども>

・ 春休み、夏休み、冬休み中も日程を決めて預かり保育を実施します。（事前申込制・有料）

・ 園児の送迎は保護者にしていただきます。園バス、保育者送迎はありません。

【預かり保育代】

早朝 8:30～15：30（1時間150円）

15：31～16：30（1時間200円・おやつ代含）

延長 16:31～17：00（30分100円）

半日預かり 13：01～13：30（70円）13：31～15：30（1時間150円）

15:31～16：30（1時間200円・おやつ代含）

16:31～17：00（30分100円）

※ 半日保育後の預かり保育は
実施しないこともあります。

別途
おやつ代
￥５０必要

※土曜日は基本お休みです。
必要な方は一時保育を実施
します。（事前申込・有料）
8：30～11：30（1時間100円）



園バス・教員送迎について

4月 入園・進級式
親子遠足(満3以上）

5月 花祭り 参観日
6月 交通安全教室

諸検診
7月 プール 夏祭り

終業式

お泊り保育(5歳児)

1学期

年間の主な行事

9月 始業式
敬老参観日

10月 運動会
交通安全教室
ハロウィン

11月 親子遠足(全園児）

子どもｱｰﾄﾌｪｽﾀ
12月 クリスマス会

終業式

2学期
1月 始業式
2月 豆まき 発表会
3月 交通安全教室

お別れ遠足
お楽しみ会
卒園式・卒育式
修了式

3学期

※ 体育教室、リトミック教室、誕生日会、避難訓練、身体測定

・ 園バスお迎え時間は、バスコースによって変わります。

＊バス運行時間 8：00～9：30、14：30～16：00

＊バス運行コース 南岩国コース、旭町コース、メインベースコース、愛宕ヒルズコース

・ バス利用代金は1年分を12ヶ月で割ったものが1ヶ月のバス代となります。（月2,000円）

・ 春、夏、冬休みの園バス・教員送迎はありません。

・ 1号認定、2号認定は上記条件で利用可能です。

・ 3号認定は利用できません。

PTO活動について（園児は全員入会となります）

・岩国川下幼稚園、アップルツリー保育園には、PTOという保護者の方の組織があります。

・ 保護者会で、満3歳～5歳児クラスの保護者の中から、毎年PTO役員を選出します。

・ 選出された方は、PTO活動の計画・準備をします。

・ 各保護者の方には、園の行事のお手伝いをしていただく、クラス役員・サポーター等を

お願いします。（1家庭年２回）

例） 運動会、発表会の準備など

・ 3号認定の方は会費は徴収させていただきますが、役員の選出はありません。

ただし、行事サポーターとしてのお手伝いはあります。

年長卒園記念品代積み立てについて

・ 5歳児の1年間、卒園アルバム等の費用を月額で徴収します。（月1,000円）

※ 0・1・2歳児は発達段階を考え、行事によっては
参加しないものもあります。



費用について

入園までに

〇 入園検定料 5,000円

〇 教材費・保険代

0歳児・・・約2,900円 1歳児・・・約5,700円 2歳児、満3歳児・・・約13,500円

3歳児・・・約14,000円 4歳児・・・約18,000円 5歳児・・・約18,200円

〇 制服代（制服、制帽、ジャージ上下、体操服、スモック、通園バック）

昨年度 全部購入した場合 約40,000円

＊ 3号認定児の制服はありません。

＊ 2歳児クラスはスモック、通園バックのみ購入 約9,000円

☆ 教材、制服は1日入園の際に代金と一緒に購入して頂き、3月下旬にお渡しいたします。

入園後(月々の納付金）

〇 保育料、給食費、上乗せ徴収は、JA岩国川下支店の自動振替での納入とさせて

いただきます。

〇 預かり保育代は月末締めで、翌月初めに集金袋で納入していただきます。

1号認定 （満3歳～5歳児）

保育料 無償

教育・施設環境充実費 3,700円/月

PTO会費 600円/月

バス代 利用者のみ 2,200円（8月を除く）

給食費 5,500円/ 月（8月を除く）

預かり保育 利用者のみ（有料）
15：31を過ぎた場合（おやつ代50円が加算されます）

保険料 日本スポーツ振興センター

1号認定（新2号認定） （満3歳～5歳児）

保育料 無償

教育・施設環境充実費 3,700円/月

PTO会費 600円/月

バス代 利用者のみ 2,200円（8月を除く）

給食費 5,500円/ 月（8月を除く）

預かり保育 利用者のみ ＊1日450円までは無償化の対象

15：31を過ぎた場合（おやつ代50円が加算されます）

保険料 日本スポーツ振興センター

（令和３年度）



2号認定 （満3歳～5歳児）

保育料 無償

教育・施設環境費充実費 3,700円/月

PTO会費 600円/月

バス代 利用者のみ 2,200円（8月を除く）

給食費 6,700円/ 月（おやつ代含む）

預かり保育 利用者のみ
認定時間外は預かり保育代がかかります

保険料 日本スポーツ振興センター

3号認定は無償化の対象になりません

保育料 岩国市の徴収金額に準ずる

施設環境充実費 2,700円/月

PTO会費 600円/月

バス代 利用できません

給食費 保育料に含まれます（おやつ代含む）

預かり保育 利用者のみ
認定時間外は預かり保育代がかかります

保険料 日本スポーツ振興センター

給食
こだわりの完全給食
・旬の食材を使用し、栄養バランスに配慮したバラエティー豊かなメニュー
プロの栄養士・調理師による手作りにこだわっています。
・食物アレルギーをお持ちのお子さまにもアレルギー除去対応食として代替品の用意はもちろん
疎外感を持たせないようにする「疑似食品」の提供にも取り組んでいます。

特別教育費

英語環境
約50％がアメリカ人園児で、子ども同士遊ぶ中で自然に英語に触れられます。

また、アメリカ人スタッフと、歌や手遊び、ゲームを通して、子ども達が楽しんで英語に触れられる
時間が毎日あります。
毎週金曜日は、4歳児・5歳児クラスを対象とした、課外英会話教室KEC（Kawashimo English Club)
を行っています。

体育教室
毎月2回幼児体育研究所の講師をお迎えして、体を動かす楽しさを味わいながら体育指導を受
けています。

リトミック教室
毎週火曜日音楽講師をお迎えして、リズムを使って音楽を体で体験し、想像力や表現力を養って
います。



花まつり 英語環境

見つける面白さを
楽しむこども

不思議さに気付き
考えるこども



泥んこ遊び

お泊まり保育

岩国基地内プール

ハロウィンパーティー

芋掘り豆まき

認め合い友達と
仲良く遊べるこども

言葉で話し、人の話を
静かに聞けるこども



芝山

砂場

総合遊具三角山

トイレ

保育室

職員室
遊戯室

玄関

ウッドデッキ

園舎

幼児棟



乳児棟

乳児・ほふく室

保育室兼遊戯室

玄関・ホール

沐浴室

園舎

トイレ

足洗い場



明治34年10月 明照中学塾開講

昭和6年9月 明照童園併設開園

昭和7年7月 川下幼稚園と名称を改める

昭和53年9月 法人化し学校法人岩国川下幼稚園となる

昭和59年5月 新園舎落成

平成27年8月 園庭拡張

平成29年8月 各教室の改装

令和2年4月 認定こども園認可・ｱｯﾌﾟﾙﾂﾘｰ保育園開園

沿革概要

園名 学校法人吉田学園岩国川下幼稚園

設立 昭和7年7月

理事長 吉田孝雄

園長 吉田佳子

TEL 0827-21-0725

FAX 0827-21-0729

所在地 山口県岩国市楠町3-2-30

URL http://kawashimo.com/


