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園長から一言
　今、幼児教育は大きな注目を集めています。
それは、人の一生を決めると言っても過言でないほどの、知識も機能も獲得する時期
だからです。
　しかし、この大切な時期を、保護者の方が、「伸び伸びと」との言い訳により放任
しておられる現実は、とても残念なことです。
　西条みづき認定こども園は、保育園として開園した時から、お子様の健やかなご成長を
願い、年齢相応の発達を促すための関わりを充実し、たくさんの体験をご提供してまい
りました。
　また、お子様をお預かりさせて頂くだけではなく、お子様の健やかなご成長を楽しむ
ために、ご一緒に子育てについて考え、共に実践される方との出会いも求めています。
　皆様の大切な『宝物』をお預けになられます際には、たくさんの園を見学され、教育
方針、教育目標をお聞きになられ、当園をご理解頂き、ご納得なさった上でお申し込みを
されますことをお勧め致します。

人として持って生まれた素質、 能力を伸ばす
～より良い教育環境と適切な指導～

教育方針



生きる力をはぐくむ
「時間」ではなく「教育」を提供する こども園でありたい。

西条みづき認定こども園の建学の精神 
○ご家庭と連携した教育の実施
　�お子様にとっての絶対者は保護者の方でなければなりません。即ち、
教育の主体者は保護者の方であり、家庭教育が基本であると思います。
従いまして、『何もかも園にお任せ』は、お子様の最善の利益では
ないと考えます。

○オープンスペースを活かした家庭的な教育・保育の実施
　�家庭的な雰囲気を大切にし、スタッフのことを“先生”でなく、ニックネームで呼んでいます。
　また、クラス毎の設定の時間以外は兄弟姉妹のように過ごせるように、園児同士は勿論のこと、
　小学生も含め、食事を一緒に食べる・一緒に出来る活動をするなど、交流を促進しています。
　

○発達度別のクラス編成
　�乳児期は、月齢により身体機能の個人差が大きいため、安全を考え、身体発達度別のクラス編成を
しています。

○定期的な評価表の発行
　�年齢相応の獲得項目を基にして保育をし、獲得状況を保護者の皆様にご報告しています。報告により、
一刻も早く状況に気付いて頂き、ご家庭での関わりの目安をお示しすることは、園の当然の務めと
考えているのです。

制服＆体操服
当園では、３歳以上児に制服、
全園児向けに指定の体操服があります。



市役所への申込前に“重要事項説明書兼同意書”の園への事前提出が必須となります。
事前に、見学を兼ねてご来園下さい。

※�お申し込みは、当園に直接お申し込みいただけますので、就業証明等は必要ございません。

　詳しくは、082（423）0332まで　直接お問い合わせ下さい。

●長期休暇を夏、冬に設定します。
　この期間のうち、全休日を除く期間で預かり保育を実施いたします。詳細は、募集要項をご確認ください。

☆３歳未満児は、市町村民税課税額に応じて所定の保育料がかかります。

３歳児の４月入園については、前年度の１０月からのお申込となります。
満３歳児は、３歳の誕生日から対象となります。入園時期は、ご相談下さい。

３歳の誕生日からご入園頂けます。
園に直接お申込み下さい。教育認定

就業等の保育要件のある方がお申込いただけます。
市役所へのお申込が必要となります。保育認定

基本教育・保育時間 8時30分から14時30分

8時30分から16時30分

+給食費（月5,000円）
（夏休みも含め、毎月かかります）

+ 行事協力費等
�3,300円

食育充実加算
�2,000円

３歳以上児
主食代�3,000円
副食代�4,500円

+
行事協力費等

3歳以上児�3,300円
3歳未満児�2,500円

食育充実加算
�2,000円+＠400円×土曜日の利用日数+

基本教育・保育時間

入園金として10,000円必要となります。

入園金として10,000円必要となります。

３歳未満児の負担はありません。

認定こども園とは？
認定こども園とは、幼稚園に、保育園並みの預かり保育があるものです。�
当園でも、教育認定（幼稚園）、保育認定（保育園）の二つの入園方法がありますが、�
基本となる、教育・保育課程に違いはありません。

園の概要
　　開園時間　平日　　７時３０分～１９時００分
　　　　　　　土曜　　８時００分～１７時００分

　　休 園 日　日曜祝祭日
（1）夏季集中休暇（８月13日、14日、15日を含む平日５日間及び前後の土曜日）
（2）年末年始（例年12月27日～１月３日及び前後の土曜日）
（3）運動会、クリスマス会、卒園式の前日の土曜日
（4）連休前後等、需要が大きく減ると予想される日
（5）新年度準備日（年度内の最後の平日以降の日）
（6）甚大災害等の臨時休園日
（7）土曜日
土曜保育は、就業等の入所要件を土曜日も満たす方のみ対象となります。
→詳細は、相談下さい。



登園
（運動）

午前の
活動

給食

午後の
活動

おやつ

３歳未満児
朝の運動で、身体を目覚めさせ１日の活動に入ります。クラスでの運動経験も増やし、 
小学校体育へ繋がりを持たせながら、運動神経の基礎づくりを目指します。

３歳以上児

３歳未満児も、フォークやお箸を使って自分で食べます。食材の名前や色を覚えたり、
会話を楽しめるマナーも学びます。配膳のお当番も成長に応じて始めていきます。 

3歳未満児も、3歳以上児も、お買い物ごっこを楽しみながら、数に触れる時間としています。
身近な生活体験を通じて、数に親しみます。

3歳未満児　言葉遊び、運動、制作活動などを通して、お友達との関りを楽しみます。
3歳以上児　音楽、制作活動、植物観察などを通して、集団の楽しさを経験します。

３歳未満児　絵本の読み聞かせや、お話を聞きながら、お昼寝に入る子、
　　　　　　折り紙やお絵描きなど、机に座って食後の時間を過ごす子と様々です。
３歳以上児　食後のお腹休めがてら、文字活動、数遊び、図形遊びなどに取り組みます。
　　　　　　その後は、クラス毎に、様々な運動遊びをします。



みづきの食の世界
～こども達が心身ともに育つ、安心・安全な給食を～

　西条みづき認定こども園は、たくさんの行事があり、行事に沿って、様々な献立を考えています。常に衛生面に
配慮し、安全で美味しく温かい食事を提供しています。

食育も教育の一環としています！
　食事は、お箸だけではなく、スプーン・フォーク・ナイフで食べるマナーも
大切です。和食・洋食・中華も取り入れており、様々な経験ができる献立作りを
心がけています。全園児、同じ陶器類の食器を使用し、扱い方を通して物を大事に
することも伝えています。

味覚の発達する時期なので　 　　 　食材・手作りによる調理にこだわっています！
１．国産野菜を使用
　こども達に様々な野菜を食べてもらいたいという思いから、毎日、メインの付け合わせ野菜として、５種類の
野菜を提供しています。

２．生クリーム・バターは純動物性を使用
　美味しい給食・おやつを提供するために、純動物性を使用しています。

３．専属の調理師・調理員・栄養士による園内調理
　コロッケ・餃子・アイスクリーム・和菓子・クッキー・ケーキ等、全て手作りをしています。

行事を通じて、季節感を感じ、情緒を育んで欲しいと願っています！
１．教育・保育現場と連携した献立運営
　 毎月のお誕生日会では、教育・保育現場が設定したテーマに沿って、献立を作成しています。

２．ひみつのおやつ
　“季節を感じるもの”（アジサイ・ひまわりのアイス・かたつむりのロールケーキ）など、こども達の興味が
広がる給食メニュー作りに努めています。

３．アフタヌーンティー
　紅茶とクッキー・ケーキ・ゼリー等、３種のおやつと合わせて、アフタヌーンティーとして提供するなど、
こども達に様々な経験をして欲しいと願っています。

４．クラスでのクッキング
　自分たちで育てた野菜を使ってクッキングをしています。自分たちで育てた野菜は一味も二味も違うようです。
また、おやつを園児が最終調理をするなどして、こども達の生活経験の向上に努めています。

５．行事を大切にしています。
　お正月・節句・誕生日会・七夕・お月見・ハロウィン・クリスマス等でも、園として行事を行うだけでなく、
それに因んだ料理を提供することで、季節を感じる体験をしてもらうことを重視しています。

安心な

「リゾート地」に因んだ
海の生き物を取り入れた料理です。

「お散歩でみつけた交通ルール」に因んだ
料理です。



ご希望の方を対象に、ネイティブの講師の英語教室や
外部講師によるサッカー教室が保育時間中にあります。
参加ご希望の方は、お申込下さい。

英語教室
サッカー教室

一時預かり事業

卒園後も交流が続きます

参観日、通院等、お子様とご一緒が難しい時に、単発の

ご利用を想定した、一時預かりをご用意しております。

事前登録が必要です。

月曜日から金曜日の8：30～16：30の範囲内となります。

0歳児 1・2歳児 3歳児以上

１　　日 3,000円 2,500円 2,000円
半　　日
4時間未満 1,500円 1,250円 1,000円

給食が必要な場合は別途200円が
必要となります。

英語教室 サッカー教室

年42回 5,000円／月 月２回 3,000円／月

　ご卒園後も、お付き合いが続くのも、みづきの特徴です。

夏休みに、在園児と卒園児での社会見学や遠足を企画するなど、交流が続きます。

　長期休暇を中心に、卒園児を対象とした学童保育も行っています。

毎年の夏祭りなど園行事に多くの小学生が参加して、盛り上げて下さいます。

学校行事の代休の折などの学童保育もご利用いただいています。



離乳食教室・相談日

みづきカフェ

「離乳食について、お悩み解決！」
栄養士が、離乳食について
お話させて頂きます。

初めての離乳食も安心‼

手形・足形アート

子育て支援拠点事業

　トランポリンで遊ぼう・手形・足形アート・親子クッキング・離乳食教室・

みづきカフェ・発育測定など、様々なイベントを展開しています。また、園体験

という、園の生活を親子で体験頂くメニューも用意しています。集団生活も体験

させたいなぁ・・とか、お友達も必要かなぁ・・などの時に、お気軽にお申込下さい。

　尚、子育て相談・離乳食相談など、個別の相談（要予約）もありますので、

お気軽にお訪ね下さい。



トランポリンで遊ぼう

室内遊び

親子クッキング

室内でブロック・おままごと等で遊びます！
ご希望の方は、随時身体測定をさせて頂きます。

ご予約・お問い合わせ先　082（423）0332
 西条みづき認定こども園 子育て

http://www.magoshi.jp/miduki/circle.html

大型の遊具を使って、親子で触れ合いながら、
身体を動かして遊びます。

トランポリンの他にも、
ボールプール・室内鉄棒
もあるよ！

壁で遊べる
　おもちゃ

　絵本を読んで
クッキングするよ。

サンドイッチ
　を作ったよ！



入園・進級式 春の遠足

こどもの日の集い

運動会

社会見学

４月
年間行事予定表

５月

秋の遠足

10月

運動会

９月

ハロウィン

誕生日会



七夕の日の集い

クリスマス会

節分の集い

卒園式
ひな祭りの集い

３月

２月

12月

夏祭りの集い 梨狩り

３月３月３月
もちつき

誕生日会出しもの

８月

鬼はそと～っ！

７月

１月



所在地
〒739-0041 
広島県東広島市西条町寺家7377番

施設定員
教育認定　15名
保育認定　60名
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アクセス

 西条みづき認定こども園

http://www.magoshi.jp/miduki/

お問い合わせ先
西条みづき認定こども園
TEL （082）423-0332
FAX （082）423-0343
E-mail: miduki@magoshi.jp

小児科医院を併設
こども園２階にこまざわ小児科があります。

当園は、東広島市から病後児保育の指定を頂いて

いない為、病気の時お預かりすることは出来ません。

しかし、園が緊急と判断した場合には、保護者に

ご連絡した上でお連れいたします。

入口

こまざわ小児科

西条みづき認定こども園

開園時間
平　日　7：30～19：00
土曜日　8：00～17：00




