
学校法人 鶴来学園

Education Foundation Tsurugi Academy

鶴来第一幼稚園 Tsurugi Daiichi Kindergarten

鶴来第二幼稚園 Tsurugi Daini Kindergarten

ニジイロ保育園 Nijiiro Nursery School

入園のご案内



教育目標

教育理念

強くたくましいからだ
明るく豊かなこころ

自ら考え行動するちから

全ての子どもたちが等しく大切にされる社会の中で、
多様な個性が認められ

最良の環境と広い経験から豊かな人間性を培い、
より良い世界を構築する



令和２年度新入園児募集要項をご案内
申し上げます。ご覧下さいまして、ご入
園の参考にして頂きたくお願い申し上げ
ます。
なお、入園のための見学は随時受け付

けています。ご希望の方は園までお問い
合わせください。職員一同お待ち申し上
げております。

鶴来第一幼稚園
住所/白山市鶴来日吉町ロ１３０番地
ＴＥＬ/０７６－２７３－００６６
開園時間 ７：３０～１８：００

募集・年少２５名
（平成2８年4月2日生～平成2９年4月1日生）

・満3歳児20名
（平成2９年4月２日生～平成３０年4月1日生）

鶴来第二幼稚園
住所/白山市日向町７番地
ＴＥＬ/０７６－２７３－３３７７
開園時間 ７：３０～１８：００

募集・年少３０名
（平成2８年4月2日生～平成2９年4月1日生）

・満3歳児30名
（平成2９年4月２日生～平成３０年4月1日生）

ニジイロ保育園
住所/白山市日向町７番地
ＴＥＬ/０７６－２８１－６６０１

募集・１～２歳児 １８名

※ニジイロ保育園への入園は保育の必要性など審査
のうえ、白山市が決定いたします。

〈願書配布〉令和元年10月1日より
〈受付期間〉令和年10月1日～10月15日

第一幼稚園の入園願書はこち
らからダウンロードできます。
http://turugakuaiwa.jp

〈願書配布〉令和元年9月1０日より
〈願書受付〉令和元年10月1日より

午前８：００～午後１７：００
（土・日･祝を除く）

〈提出する物〉
１．入園申し込み用紙記

（指定の用紙に必要事項を入押印）
２．入園料１５，０００円（１世帯につき）

満三歳児は除く
※一度納入された入園料は返金することができません。



鶴来第一幼稚園

教育方針

「自立して」生きる力

「自分らしく」生きる力

「人と共存しながら」生きる力

・遊びの中でのびのびと体を動かし、健康な体

と心を育てる。

・子どもらしい発想や素朴な表現を大切にして、

豊かな感性や創造力を育み、自信を持って自

ら見つけた課題に取り組もうとする探求心を

育てる。

・自然や身近な環境に関わり、実体験を通して豊かな心情

と思考力の芽生えを育てる。

・話したり、聞いたりする経験を十分に持ち、言葉や身体、

絵などを使って自分自身を表現する意欲や態度を育てる。

・多様な（友だちや地域の人、あるいは自分と異な

る文化の）人々と関わる中で、 それぞれが持つ違

いを理解しながら、共に生活する楽しさを知り、思

いやりの 心や社会性の基礎を育てる。

子どもたちにとって幼稚園が、“生きていること”が実感でき、“楽しい”と思える
場所になってほしいと願っています。さらに、一人ひとりの子どもが、強くたくまし
く、自分の足でしっかりと歩んでゆけるように、文部科学省の定める「幼稚園教育
要領」に加え、国際バカロレア機構（IB機構）の提唱する指導方法を取り入れ、次の
ような力を育てています。

鶴来第一幼稚園は国際バカロレア（IB）の候補校です



～「生きる力」は「遊び」から～
当園は獅子吼高原の麓にあり、四季折々の美し

さに包まれています。広い園庭には潜って遊べる
土管、カエルや虫など小さな生き物の住みかとなっ
ている築山・池、２匹のやぎと5匹の亀、そして
季節の野菜をみんなで育てている畑などがありま
す。子ども達が、自然豊かな環境の中で遊びを創
造できる園庭です。又、園周辺はふれあい昆虫館、パーク獅子吼、樹木公園、白山

比咩神社、県青年の家など散歩コースに恵まれ、一
年を通して出掛ける機会を持っています。自然に囲
まれた立地条件を活かし、子ども達は自然とかかわ
り、友達とかかわり、不思議だなと感じ、なぜだろ
うと考え、工夫して、遊んでいます。様々な「遊
び」を通して柔らかな五感を輝かせ、豊かな感性を
育み、共に感じ、共に失敗し、共に経験して「やろ
う」「やりたい」「やった」という意欲、充実感を
共有しながら生きる力が培われます。

～絵本は心の栄養です！～
園内にはいつでも誰でも気軽にふれるこ

とができる絵本コーナー（３６００冊以上
の蔵書）があります。子ども達は絵本を読
んでもらうのが大好きで、物語の世界に浸
り、想像の世界を楽しみながら、豊かな心
を育んでいます。月に一回保護者の方によ
る読み聞かせがあります。また、毎週木曜
日は絵本の貸し出しの日となっていて、自
分で選んだ絵本を家でも楽しんでいます。

園生活全体を通して子ども達の感動や疑問、
満足感を大切にして、より豊かな体験が得られ
るような環境を構成しています。

友達との「遊び」を通して、「明るくたく
ましく、心豊かで自分で考える力を
持った子」に育ってほしい。それが私たち
の願いです。



希望者対象の課外活動
「英会話・音楽・

体操・空手・造形教室」

親子・父母の交流
「パタパタママ」
「バムケロ文庫」

絵本に親しむ
「絵本の貸し出しと

園文庫の充実」

～本園独自の教育活動～

作物の生長や収穫
の喜びを味わう
「ちびっこ畑」

外国人講師とのふれあい
国際化社会への対応

多様な文化に触れ、様々
なことに興味関心をひろ
げます

体力作り
「スイミング教室」

（５歳児）
「大きなプール」

（全園児）

年に1回
同窓会

卒園後も・・・

「山の音楽会」「人形劇」
幼稚園で実演してもらい
臨場感あふれる舞台を

体感

本物を身近で・・・

自由に遊ぶ時間を
たっぷりと意図的に

放課後
園庭開放

想像力をひろげる
「絵や制作、楽器遊び」

あたたかいまなざしの中で遊びをこころゆくまで・・・



のびのびと運動し、健康な
からだと心を育てる。

人とのかかわりから友だち
と共に生活する楽しさを知
り、思いやりの心や社会性の
基礎を育てる。

自然や身近な環境にかかわ
り、豊かな心情と思考力の
芽生えを育てる。

話したり、聞いたりする経験
を十分にもち、言葉を使って
表現する意欲や態度を育て
る。

子どもらしい発想や素朴な
表現を大切にして豊かな創
造力を育てる。

豊かな自然環境の中で、
五感をともなった原体験
を通して「生きる力」を育
てる。

共感的な援助の中で、やり
たいことを思い描き、自ら
考え挑戦しようとする力を
育てる。

まなびのねっこ

こころのねっこ

からだのねっこ

鶴来第二幼稚園



～耳を澄ませ、風を感じ、匂いをかいで、触れて、味わう子ども達～
園庭は四季折々の花が咲き乱れ、固定遊具の他

にビオトープや、築山、ツリーハウスなどがあり
ます。サッカーや鬼ごっこ・かけっこ、砂場での
川やダム作り、泥だんご作り、草花や小枝を使っ
たままごとなど、それぞれの思いで遊びが膨らみ、
友達とのやりとりも活発になります。

～なにかな？不思議だね？おもしろいよ！～
興味関心を育てるために考えられた園庭で、子ども達は砂場や遊具で

遊び、草を摘み、虫を捕り、木の実を拾い、芝生を滑り（冬は雪滑り）
ます。ビオトープをのぞいて、生き物を捕まえて観察し、図鑑で調べま
す。一人ひとりが思い思いの遊びを楽しみながら自然を大切にする心、
センスオブワンダーや科学する心を養っています。
また、 １級子ども環境管理士がいて、日本生態系
協会賞を３度受賞した園庭は、豊かな感性や相手
を思いやる心を育むには最適な環境と言えます。

自然の中で友達との遊びを通して、｢明るくたくま
しい心豊かな子」になって欲しい。それが私達の願いです。

～収穫の喜びと味わう喜び～
花や野菜の種まきなどによって、自然の変化を体で

感じ、驚きと不思議発見を通して、仲間とのふれあい
や助け合いの心を育んでいます。
自分で作ることの難しさ、出来た時の喜び・匂い・

味・雰囲気、そのすべてで本当の【食べる】というこ
とを知ります。楽しい食事は、身体の栄養だけでなく、
心の栄養にもなります。



幼い時代に周りの大自然や人、物とのかかわり、実体験を重ねな

がら「不思議を感じる心」を大切にし、「人として生きる力」「強
さの中の優しさ」を育んでいきたいと考えています。

【絵本の貸し出し
と園文庫の充実】
絵本に親しむ為に

【ふれあい農園】
作物の生長や収穫
の喜びを味わう。

年間を通して
【スイミング教室】

体力作りに！
（5歳児）

～本園独自の教育活動～

【外国人との
ふれあい（英語）】
国際社会の対応に

【どんぐり文庫】
親子・父母の交流
絵本読み聞かせ

【英語･音楽･
体操・空手教室】

園児対象の
課外活動
（希望者）

・・・・・・・・・ 鶴来第二幼稚園園庭 ・・・・・・・・・



通園バス代／月額 2,000円（バス利用の方のみ）

鶴来第一・第二幼稚園 授業料等

入園料／15,000円
・兄弟同時就園の2人目以降、石川県の私立幼稚園より転入の場合、
また、通園見込み期間が3カ月未満の場合入園料は免除となります。

・3ヶ月以上の在園となった場合は、その時点で入園料を納付して
いただいております。

授業料／月額 25,700円

※幼児教育の無償化の実施（上限25,700円／月）に伴い、新1号

認定、新2号認定、新3号認定の園児の保育料は実質無料となり
ます。

※満3歳児クラスの園児は、満3歳の誕生日以降、授業料の無償化
の対象になります。

※年額308,400円から月額算出している為、8月の長期休み期

間であっても同額となります。

給食費／月額 4,200円（主食費500円 副食費3,700円）

※副食費（3,700円）の負担減免について
年収360万円未満相当世帯の園児、または同一世帯の小学校
第3学年終了前の児童のうち第3子以降の園児は副食費分
3,700円の負担減免を受けることができます。

※お住まいの市町によって対象範囲が変わる場合もあります。



土曜保育 ７：３０ ～ １３：００（無料）
幼稚園の休園日以外、申請者のみ保育をおこないます。

春夏冬休み期間の預かり保育時間・料金

認定区分について

※授業料の無償化や預かり保育利用料の無償化には施設等利用給付認定を受けて
いただく必要があります。わからないことがある場合はお住まいの市町へお問
い合わせください。申請に必要な書類は後日幼稚園からお渡しします。

認定区分 認定基準

新1号認定
満3歳以上の園児で、新2号認定・新3号認定以外のもの
（預かり保育等を利用しない方）

新2号認定
3歳児～5歳児の園児で、家庭において必要な保育を受
けることが困難であるもの

新3号認定
満3歳以上の園児で、家庭において必要な保育を受ける
ことが困難である者のうち、保護者及び同一世帯員が
市町村民税世帯非課税者であるもの

7:30～16:00 16:00～17:30 17:30～18:00

400円 200円 200円

※新2号認定の方は月額11,300円（日額450円）、新3号認定の方は月額16,300
円（日額450円）を上限に利用料が無償になります。

※新1号認定と満3歳児クラスの方は、上記の利用料がかかります。

16:00～17:00 17:30～18:00

200円 200円

延長保育 平日



保育方針

・人間形成の基礎をつくる大切な乳幼児期
に少人数保育の良さを生かし、丁寧にかかわ
ることで基本的信頼感を育む。

ニジイロ保育園（小規模認可保育園）

【丁寧なかかわり
優しいまなざし

寄り添うこころ】

・その子らしさを認め、受け入れ、尊重し、自
尊心や自己を肯定する力を育む。

・自ら考え育とうとする
姿を見つめ寄り添い、
豊かな心情とたくまし
いからだの基礎を育む。



～一人ひとりを大切に～
〇育児担当制を取り入れています。一人ひとりのお子様の成
長に合わせ、丁寧な保育を行っています。子ども達が、『自
分でしたい』という気持ちが持てるまで待ってあげられるよ
う、少人数での保育を行い、生活や遊びを繰り広げられるよ
うにしています。三つ子の魂百までといわれるように、ニジ
イロ保育園で過ごす年齢の時期は、お子様にとって大切な時
期だと考え、日々の保育に取り組んでいます。

〇連携施設の鶴来第二幼稚園の
園庭や体育館で遊び、自然に囲
まれた中でのびのびと過ごして
います。

人間形成の基礎を作る大切な乳児期を、安心して生活
できるように、子ども達をとりまく環境を整え、一人
ひとりの子どもの育ちにふさわしい保育を行います。



保育時間

月～金 ７：００～１８：００
土 ７：００～１３：００（申請者のみ）

年間行事

納涼大会

バザー

人形劇観賞

バス遠足
（動物園等）

節分

ひなまつり

（幼稚園と合同）

（日本の伝統の行事も
取り入れています）

クリスマス

表現会

運動会

音楽鑑賞

給食

✿主食は園より出ます
✿アレルギー対応しています
✿月１回 手作りお弁当
（６月～９月はお弁当の日はありません）

保育料

所得税額等により白山市が決定する額
※住民税非課税世帯の園児の保育料は無料になり
ます。

延長保育
・短時間認定 ７：００～８：３０

１６：３０～１８：００
（３０分毎に 100円）



memo



920-2146
白山市鶴来日向町7番地
076-281-6601

920-2146
白山市鶴来日向町7番地
076-273-3377

920-2373
白山市鶴来日吉町ロ130番地
076-273-0066

鶴来第一幼稚園

鶴来第二幼稚園

ニジイロ保育園


