
 

 

 

 

 

 

 

１．幼稚園の概要について  

○位置  伊賀市上野丸之内１７７番地１ 

○敷地  面積 4，970 ㎡（法面部分を除く） 

○園施設 園舎構造：鉄筋造２階建 

      延 面 積：1，751 ㎡（１階 1，510 ㎡ ２階 241 ㎡） 

      施設内容：保育室８室 遊戯室 多目的室 図書室 医務室 職員室 

           湯沸室 洗濯室 教材庫 便所６ヶ所 屋外倉庫 他 

      グラウンド面積：1，950 ㎡ 

○学級数・園児数（令和３年９月現在） 

 ３歳（年少） ４歳（年中） ５歳（年長） 計 

学級数 ２ ２ ２ ６ 

園児数（人） ２７ ３０ ３４ ９１ 

○学級名とカラー  ※学級名は、芭蕉が詠んだ俳句を参考に選考されました。 

 

学級名／カラー 

 

３歳（年少） ４歳（年中） ５歳（年長） 

すみれ／薄紫 かき／橙 ほし／黄 

うめ／紅梅 くり／黄緑 そら／青 

○園運営スタッフ人数（令和３年９月） 

園長 教頭 教諭 養護教諭 用務職員 教育支援員 教育活動サポーター

 

 計 

１ １ １１ 1 １ ２ １ １８ 

○通園  保護者の送迎を原則 ※送迎に自家用車を利用の場合は、市営城北駐車場北側

（伊賀市総合福祉会館前）道路を経由してください。 

○昼食  弁当（毎週水曜日及び最終金曜日 業者に委託した「なかよし弁当」） 

○制服・鞄等 ・冬服上着（スモック）  ・夏服上着（ポロシャツ） 

        ・夏冬兼用ズボン（ショートパンツ） 

・制帽（メトロタイプ） ・鞄（３ウェイ型） 

 

２．費用について  

○毎月の諸費 毎月 ２，０００円～５，０００円 ※口座振替（2 ヶ月に 1 回） 

    内訳：PTA 会費・教材費・誕生会費・なかよし弁当代・月刊絵本代・ 

学年費・アルバム代（年中・年長）・親子旅行代（年長） 

○入園時に必要な経費  

・保育用品  ５，５００円程度 ※学年によって金額は多少異なります。 

  内訳：絵描き帳 クレパス 粘土 粘土板 粘土ケース はさみ 糊 カラー帽子 

出席ノート・シール 名札 健康ノート 氏名印等 
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  ・制定用品  １４，０００円程度 ※購入枚数によって、金額は変わります。 

    内訳：鞄 制帽 冬服上着(スモック) 夏服上着(ポロシャツ) ショートパンツ 

 

３．保育時間について  

 ○保育時間は、午前８時３０分～午後２時までです。    

  登園時間は午前８時３０分～９時までの間です。 

 ○放課後子育て支援も実施しています。（現在最長午後４時まで、夏季休業中も） 

令和４年度実施内容につきましては、市とも検討中で、入園後お知らせいたします。 

 

４．教育目標 めざす子ども像  

教育目標 「豊かな心と健やかな体を育み、いきいきと活動する子どもを育てる」 

めざす子ども像  と 友だちのよさに気づき、つながろうとする子ども 

         う 運動を進んでしようとする子ども 

         せ 精一杯頑張ろうとする子ども 

         い 命のあるもの、生命を大切にしようとする子ども 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

時 間 内 容 

８：３０ ○登園 

○挨拶・手洗い・手指の消毒・心身の健康観察 

○持ち物の始末 

９：００ 

 ９：３０ 

 

９：４５ 

 

 

 

 

１２：００ 

 

 

１２：４５ 

１３：３０ 

 

 

○自ら選んでする遊び・グループでする遊び 

○後片付け 

○朝の会 

○学級全体でする活動   

・表現活動や製作活動 

・運動遊び「にんにんタイム」（毎日学年でする運動遊び） 

（年少児約３０分、年中児約４０分、年長児約５０分） 

○後片付け 

○昼食準備 

○昼食 

○後片付け 

○自ら選んでする遊び 

○後片付け 

○学級全体でする活動 

○降園準備 

○帰りの会・挨拶 

１４：００ 

 

 

○降園（保護者への連絡） 

○放課後子育て支援活動 

・水曜日を除く放課後園庭開放（１５時まで） （今年度は中止） 

 ・預かり保育（最長１６時まで） 

５．幼稚園での１日の生活について 

２
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 幼稚園は、生涯にわたり生き

ていく力を培うための教育の場

です。幼児が健やかに成長し、

安心して園生活が送れるよう

に、３年間または２年間を見据

えて、丁寧に教育していきます。 



６．主な年間行事について  （令和 3 年度の行事） 

 

 

 

 

 

 

 

月 行     事     名 

４月 1 学期始業式 入園式 オリンピック応援 新入園児歓迎会 PTA 懇親会 

５月 遠足（年長） 内科・歯科検診 サツマイモ植え なかよし弁当開始  

６月 個別懇談会 カレーパーティー 第 1 回さくらっこ 家族の日 泥んこ遊び・水遊び  

７月 七夕会 泥んこ遊び・水遊び 色水遊び 終業式 夕涼み会（年長） 

８月 夏季休業（預かり保育実施） 

９月 ２学期始業式 幼稚園説明会 電車の乗り方教室（年中） 内科検診   

１０月 運動会 芋掘り お芋を食べよう会 サッカー教室(年長) 遠足(年中･年少) 地域の方との交流(年長)                                                                                                                                     

１１月 親子旅行（年長） どんぐり拾い 園内バザー 上野西小学校との交流会（年長） 

第２回さくらっこ 

１２月 分散参観・作品展 クリスマス会 陶芸教室（年長） 個別懇談会 安全教室 

１月 3 学期始業式 体操教室（年中） 

２月 わいわいフェスティバル（生活発表会） 第３回さくらっこ 

３月 ひな祭り 保育参観と PTA 総会 お別れ会 修了証書授与式 

毎日 にんにんタイム 絵本の読み聞かせ 

毎月 誕生会 避難訓練 身体測定・衛生検査・保健指導  

３ 

３ 

カレーを食べよう会（６月） 

上野運動公園へ遠足（５月） 

誕生会（４月）

 

野菜の収穫（６月） 

泥んこ遊び（６・７月） 

七夕まつり（７月） 

１学期末のお掃除（７月） 



７．保護者体験談  

２０２１年度 PTA会長より「桃青の丘幼稚園に通園させて思うこと」 

 

８．令和４年度 伊賀市立桃青の丘幼稚園入園募集について  

令和４年４月から市立桃青の丘幼稚園に入園を希望される方は、次のとおりお申し込み 

ください。 

区   分 募集人数 入園資格 

１年保育 

（５歳児） 

平成２８年４月２日～ 

平成２９年４月１日生まれ 
若干名 

 

令和４年４月１

日現在、伊賀市在

住の幼児 

２年保育 

（４歳児） 

平成２９年４月２日～ 

平成３０年４月１日生まれ 
若干名 

３年保育 

（３歳児） 

平成３０年４月２日～ 

平成３１年４月１日生まれ 
４０人 

  

《入園願書受付》 

受付期間：令和３年９月１３日（月）～   ※先着順 

       午前８時３０分～午後５時（土・日曜日、祝日を除く） 

提出方法：受付期間内に、入園願書に必要事項を記入･押印の上、桃青の

丘幼稚園へ提出してください。 

 

《今後の予定》 

 ◇入園準備説明会及び健康診断 

   日時：令和３年１１月１９日（金）１４：１５受付 

   ※この日に「伊賀市保育所・幼稚園・認定こども園利用申込兼教育・ 

保育給付認定申請書（現況届）」をお渡しします。 

 

 ◇上記「利用申込兼申請書」の提出 

   受付期間：令和３年１２月２４日（金）まで 

       （これ以降も受け付けますが、人数把握のためできるだけ期限をお守りください。） 

   提出方法：期日までに、書類に必要事項を記入・押印の上、保育幼稚園課または桃青 

の丘幼稚園へ提出してください。 

 

 ◇用品販売 

   日時：令和４年１月２８日（金）１４：１５から 

   場所：桃青の丘幼稚園さくらホール 
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【お問い合わせ・連絡先】 

伊賀市健康福祉部保育幼稚園課 TEL 0595－22－9655 

                              FAX 0595－22－9646 

伊賀市立桃青の丘幼稚園    TEL 0595－26－5770 

               FAX 0595－26－5771 
《夕涼み会の一コマ》 


