
２０２２年度 募集要項
～幼保連携型認定こども園～

みかづき幼稚園

CREW OF EARTH®
※2022年2月現在の内容です



みかづき幼稚園　2022年度募集要項　　※下記内容は変更になる場合があります。予めご了承ください。また、詳しくは各園までお問い合わせください。

2022年度

受付
1号認定　 受付期間

2号認定 受付開始

高知市保育施設入所申込み・支給認定案内をご確認ください。

入園申込年齢

募集園児数   1号認定    2号認定

満3歳児クラス 2019年4月2日～2020年4月1日生まれ  　※3歳のお誕生日を迎えた翌月から入園可能

3歳児クラス（年少） 2018年4月2日～2019年4月1日生まれ  　

4歳児クラス（年中） 2017年4月2日～2018年4月1日生まれ  　

5歳児クラス（年長） 2016年4月2日～2017年4月1日生まれ  　

保育時間 満3～5歳児クラス 1号認定 保育時間 8:45～13:30  7:30～  8:45

※最終お迎え時間　14:00 夕預かり保育 14:00～18:30

2号認定 11時間保育 7:30～18:30

8時間保育 7:30～15:30 15：30～18:30

行事代休日 1号認定 行事等の代休があります。代休の際は、預かり保育を行っております。　　※通園バスなし

2号認定 代休はありません。合同保育となります。　　※通園バスなし

短縮教育期間 保育時間　　　　8：45～11：30   7:30～  8:45

※最終お迎え時間　12：00 12:00～18:30

※上記の内容は変更する場合があります。ご了承ください。
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若干名 欠員待ち

休園日

※満3歳児クラスは
　1号認定となります

日・祝・長期休み・12/29〜1/3

満3～5歳児クラス
新学期初め・行事・式

※満3歳児クラスは
1号認定となります

1号認定

朝預かり保育

夕預かり保育

満3～5歳児クラス弁当給食あり(予定)
1号認定

2号認定 週5回（月～金）　 　　※土曜日は別途料金が必要となります

週3回（月・水・金）　　※火・木も注文可能

朝預かり保育

延長保育

※入園願書に、検定料2,000円を添えて直接幼稚園に提出してください。
2021年11月1日（月）～11月30日（火）　平日 8：30～17：30
※郵送での受付はしておりません

満3歳のお誕生日を迎えた翌月から

若干名 欠員待ち

10名

若干名

各市の保育幼稚園課、各市民会館等で受付いたします。
※一次募集はオーテピア・各市民会館等での受付となります。詳細に
　つきましては市のホームページ等をご覧ください。

欠員待ち



満３～５歳児 経費（１）
1） 入園前費用 2022年度

入園準備金 　55,000円

2） 入園時用品代
制服代 夏・冬制服・ベレー帽子・夏帽子 　　※無償で貸し出しもできます。 約37,910円

お道具代 通園カバン類・名札・スモック・道具箱類・カスタネット・メロディオン、図鑑等　約23点　（スモックは、各自で用意となっております） 　 約19,864円

スポーツ用品代等 夏冬体操服・日よけ帽子・上靴・通園靴・水着・キャップ等　約11点 約28,000円

      合計 約85,774円

注記）上記金額は、2021年度実績によるものです。種類・金額が変更になる場合があります。

3） 保険代
災害共済給付制度 対象：満3～5歳児 日本スポーツ振興センター の災害共済給付制度 200円／年

園児傷害保険加入 対象：満3～5歳児 全日本私立幼稚園PTA連合会の推薦の園児向けの総合保険に加入してください。（こども総合保険） 　　実費

スポーツ安全保険加入 対象：課外教室受講園児のみ 課外教室受講園児は(公財)スポーツ安全協会高知県支部のスポーツ安全保険に加入してください。 800円／年

※上記金額は、2021年度実績によるものです。種類・金額が変更になる場合があります。

4） 月額保育関連費

 A月プラス経費：26,790円（※）～39,000円（※） + B課外教室授業料（希望者）
A　月プラス経費 課内特別 満3歳 3歳 4歳 5歳

保育料 11,990円/月（※） 20,900円/月（※） 24,200円/月（※） 24,200円/月（※）

温水プールスイミング みかづきスイミングスクールの温水プールを使用した水遊び　

体幹運動 トランポリン、マット、跳び箱、ボール遊び等

課内カリキュラム ストリートダンス　絵画　硬筆等

自然・食育 みかづきの森・里の植物・生き物採集、果樹狩り

施設維持費等 施設維持費 園の施設と環境の整備

自然食育環境維持費自然里山の施設と環境の維持

教材費 保育に必要な教材(ご家庭での読み聞かせ絵本1冊/月含む)

研修充実費 教職員の保育スキルの向上の為の研修研究費等

防災費 災害時の防災用具、備蓄品等

合計 26,790円/月（※） 35,700円/月（※） 39,000円/月（※） 39,000円/月（※）

※上記金額には、グレープシード教材費は含まれておりません。

B　課外教室授業料 対象：選択希望者 　月～金 午後の時間に様々なスポーツ、ダンス、音楽、国語算数、硬筆を受講できます。 4ページ参照

※上記の内容は変更する場合があります。ご了承ください。
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英語グレープシード 月～金 小学6年まで続けてバイリンガルを目指します。

　　50円/月

4,500円/月

1,500円/月

1,000円/月

2,750円/月

1,000円/月

1,000円/月

2,000円/月

1,000円/月



満３～５歳児　経費（２）
5） 預かり保育・延長保育料金（平日のみ） 　　       2022年度

預かり保育料（1号認定） 平常保育日 平日 朝預かり保育 7:30～8:45 　150円／10分

夕預かり保育（日割り） 14:00～18:30 　610円／日（内おやつ代160円）

夕預かり保育（月決め） 14:00～18:30 7,700円／月（内おやつ代3,200円）

春・夏・冬休み 平日 朝預かり保育 7:30～8:45 　150円／10分

預かり保育（日割り） 8:45～18:30 1,210円／日（内おやつ代160円）

短縮保育期間 平日 朝預かり保育 7:30～8:45 　150円／10分

夕預かり保育（日割り） 12:00～14:00 　300円／日

夕預かり保育（日割り） 12:00～18:30 　910円／日（内おやつ代160円）

延長保育料（2号認定） 2号認定短時間保育 平日 延長保育（日割り） 15:30～18:30 　450円／日

延長保育（月決め） 15:30～18:30 5,850円／月

※18:30以降は延長保育になります。18:30を超えた場合は別途追加料金がかかります。500円／10分

6） 弁当給食費・おやつ代
給食費・おやつ代 1号認定 弁当給食 週3回（月・水・金）　　※火・木も注文可能

おやつ 預かり保育利用日のみ

2号認定 弁当給食 週5回（月～金）　 　　※土曜日は別途料金が必要となります。

おやつ 毎日                    ※土曜日は別途料金が必要となります。

※土曜日は別途料金が必要となります。

7） 通園バス
通園バス費 対象：希望者 スクールバス ※今後、廃止する場合があります。運行中はご利用いただけます。 　　　3,500円／月

8） その他実費
※保育料には、お道具、制服、運動着類、イングリッシュ教材費、行事参加費（よさこい）、遠足や園外保育（公共交通費）等は含まれておりませんので、その都度、実費が必要となります。

9） お支払いについて
①お支払い方法 口座引き落とし（四国銀行、高知銀行）にてお支払いいただきますので、引き落とし日の前日にまでに、届出預金口座に入金してください。

初回の引き落としは、4月5日になります。もし残金不足のために引き落としができなかった場合は、恐れ入りますが園まで現金でお支払いください。

②銀行引き落とし日 毎月5日（銀行が休日の場合は翌営業日になります。）

③納付金計算方法

④領収証について 原則として発行しておりませんので通帳でご確認ください。

⑤請求書の通知

⑥その他の諸経費について 毎月20日で締め切って実費額を翌月5日に引き落とします。項目は主に下記のようなものです。

お道具代・ビデオ代・親子イベント行事費・行事費私立幼稚園PTA連合会費・内科検診・歯科検診・検尿代・暖房費（950円）等

※上記の内容は変更する場合があります。ご了承ください。

実費　500円／日×日数(予定)

実費　160円／日×日数(予定)

毎月1日より、請求書がれんらくアプリにてご確認いただけます。
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基本保育料のうち、預かり保育代、1号給食費以外は当月払いです。預かり保育代、1号給食費は毎月20日で締め切って翌月5日に引き落とします。
月決め預かり保育代は、1日～月末までの分を翌月5日に引き落とします。

10,000円／月(予定)

3,200円／月(予定)



　C　課外教室詳細（午後）：選択希望者

1）年間費 対象：選択者全員 3,300円／毎年

2）教室別授業料 スポーツ系 温水プールスイミング 対象：満3歳・3歳・4歳・5歳 月4回 7,040円／月

サッカークラブ 対象：3歳・4歳・5歳 月3回 4,950円／月

みやもっち体育教室 対象：3歳・4歳・5歳 月3回 ３歳　　5,280円／月

4歳・5歳　　6,270円／月

エアリアルバランス基礎教室（トランポリン） 対象：3歳・4歳・5歳 月3回 5,280円／月

ダンス系 バレエ教室 対象：満3・3歳・4歳・5歳 月3回 5,115円／月

ジャズダンス 対象：3歳・4歳・5歳 月3回 4,455円／月

文化系 硬筆 対象：5歳 月3回 3,465円／月

絵画 対象：3歳・4歳・5歳 月3回 3,465円／月

ガウディア教室　 対象：3歳・4歳・5歳 週2回 1教科　 6,600円／月

2教科　 13,200円／月

プログラミング教室 対象：5歳 週１回 9,900円/月

　　　　　　　※ガウディア受講者割引あり

音楽系 ヤマハ音楽教室 対象：3歳・4歳・5歳 年間40回

ヴァイオリン 対象：満3・3歳・4歳・5歳 月3回 8,910円／月

※上記教室内容、教室の種類等は、2021年度のものです。2022年度より変更になる場合があります。
※人数によっては、開講できない教室もあります。

※スポーツ系・ダンス系を受講する方は、スポーツ保険料800円／毎年頂くようになります。
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園までお問い合わせください。



注記
　　　　　　2022年度

①左記納付関連書類は、2022年度入園の園児の料金表です。2022年度以外の年度の入園児の料金ではありませんので予めご了承ください。

②月額経費は、春・夏・冬休み等の際にも必要となる費用です。

③経費は、2022年度の計画のものです。保育内容、料金に変更がある場合があります。予めご了承ください。

④傷害保険には必ずお入りください。

⑤保育料についてのお問い合わせは職員室までお気軽におたずねください。

⑥課外教室は、休園日・長期休み、行事準備日、研修日は授業がありません。

⑦課外教室はみかづき幼稚園およびみかづき文化会館のいずれかの場所で開かれております。開催場所が変更する場合もあります。予めご了承ください。

イメージキャラクター
「ジョージ」

イメージキャラクター
「チップ」

学校法人 みかづき学園

みかづき幼稚園
〈昭和48年 開園〉

TEL088-822-3388
〒780-0973　高知県高知市万々381番地

mail first@mikaduki-k.com
HP http://www.mikaduki-k.com/
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2022年度

受付

募集園児数

保育時間

6

給食あり

保育標準時間
（11時間保育）

保育短時間
（8時間保育）

7:30～15:30   

7:30～18:30

延長保育　15:30～18:30

※保育時間については、原則として市の基準により認定されます。

行事代休日 代休はありません。合同保育となります。　　※通園バスなし

みかづき幼稚園(3号認定)   2022年度募集要項
※下記の内容は変更する場合があります。ご了承ください。

主食（ごはん・パン）を含めた給食となっております。費用は保育料に含まれております。

休園日 日・祝・12/29〜1/3

5名

各市の保育幼稚園課、各市民会館等で受付いたします。
※詳細につきましては市のホームページ等をご覧ください。

※2022年4月までは、みかづき幼稚園で受付いたします。（平日8：30～17：30）

1歳児クラス

2歳児クラス

令和2年4月2日～令和3年4月1日生まれ

平成31年4月2日～令和2年4月1日生まれ

5名



みかづき幼稚園（３号認定）　 経費(1)　　　　　　　　　　※下記の内容は変更する場合があります。ご了承ください。

1） 入園前費用
入園準備金

2） 入園時用品代
お道具代 通園カバン類・名札・スモック・道具箱類・カスタネット・メロディオン、図鑑等　約23点　（スモックは、各自で用意となっております）

スポーツ用品代等 スイミング用品(水着・キャップ・バッグ)

注記）上記金額は、2021年度実績によるものです。種類・金額が変更になる場合があります。

3） 保険代
災害共済給付制度 日本スポーツ振興センター の災害共済給付制度

園児傷害保険加入 全日本私立幼稚園PTA連合会の推薦の園児向けの総合保険に加入してください。（こども総合保険）

※上記金額は、2021年度実績によるものです。種類・金額が変更になる場合があります。

4） 月額保育関連費

 A月プラス経費：18,000円　＋ 保育料（高知市で定められた保育料）
A　月プラス経費 課内特別

温水プールスイミング みかづきスイミングスクールの温水プールを使用した水遊び　

体幹運動 トランポリン、マット、跳び箱、ボール遊び等

自然・食育 みかづきの森・里の植物・生き物採集、果樹狩り

施設維持費等 施設維持費 園の施設と環境の整備

自然食育環境維持費 自然里山の施設と環境の維持

教材費 保育に必要な教材(ご家庭での読み聞かせ絵本1冊/月含む)

研修充実費 教職員の保育スキルの向上の為の研修研究費等

防災費 災害時の防災用具、備蓄品等
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1,000円/月

1,000円/月

1,000円/月

1,000円/月

50円/月

計　18,000円

保育料

2022年度

　55,000円

200円／年

　　実費

英語の先生と毎日英語遊びをします。

合計 約16,202円

約10,167円

約6,435円

英語遊び 毎日

13,950円/月



みかづき幼稚園（３号認定）　　経費（２）　　            　　　　　　　※下記の内容は変更する場合があります。ご了承ください。

5） 預かり保育・延長保育料金（平日のみ） 　　       2022年度

延長保育料（保育短時間） 保育短時間 平日 延長保育（日割り） 15:30～18:30 　450円／日

延長保育（月決め） 15:30～18:30 5,850円／月

※18:30以降は延長保育になります。18:30を超えた場合は別途追加料金がかかります。500円／10分

7） 通園バス
通園バス費 対象：希望者 スクールバス ※今後、廃止する場合があります。運行中はご利用いただけます。 　　　3,500円／月

※スクールバスはお子様の状態によっては、利用できない場合があります。

8） その他実費
※保育料には、お道具、運動着類、遠足や園外保育（公共交通費）等は含まれておりませんので、その都度、実費が必要となります。

9） お支払いについて
①お支払い方法 口座引き落とし（四国銀行、高知銀行）にてお支払いいただきますので、引き落とし日の前日までに、届出預金口座に入金してください。

初回の引き落としは、4月5日になります。もし残金不足のために引き落としができなかった場合は、恐れ入りますが園まで現金でお支払いください。

②銀行引き落とし日 毎月5日（銀行が休日の場合は翌営業日になります。）

③納付金計算方法

④領収証について 原則として発行しておりませんので通帳でご確認ください。

⑤請求書の通知

⑥その他の諸経費について 毎月20日で締め切って実費額を翌月5日に引き落とします。項目は主に下記のようなものです。

お道具代・ビデオ代・親子イベント行事費・行事費私立幼稚園PTA連合会費・内科検診・歯科検診・検尿代・暖房費（950円）等
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基本保育料のうち、預かり保育代以外は当月払いです。預かり保育代は毎月20日で締め切って翌月5日に引き落とします。
月決め預かり保育代は、1日～月末までの分を翌月5日に引き落とします。

毎月1日より、請求書がれんらくアプリにてご確認いただけます。


