




四恩とは
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四恩幼稚園の沿⾰

四恩幼稚園と第2四恩幼稚園は、同⼀の教育理念とカリキュラムで保育を⾏っています。

四恩とは
⼀、仏様の恩
⼆、国の恩
三、社会の恩
四、⽗⺟の恩

1930年  法静寺託児所として開設
      ⾒⼭タキ⽒が婦⼈会を中⼼に農繁期託児所として開設
1952年  四恩保育園 開設
1956年  四恩幼稚園 開設
1969年  四恩保育園 廃⽌
1974年  第2四恩幼稚園 開設
2021年  四恩幼稚園 本館 建替え



四恩学園の教育理念・教育⽬標・教育のねらい
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教育理念
仏教保育に基づいた⽇々の⽣活の中で、感謝の⼼、豊かな感性を育み、⼒強い
「⼈間の根っこ」を育てます。

教育⽬標

…仏教精神に基づいた保育の実践…
⽣き⽣きと主体的に毎⽇を⽣活し、真実を⾒極める眼とそれを実⾏する
強い⼼を育て、感謝の⼼を持ち、他者への思いやりの⼼を持てる⼦どもの
育成を⽬指しています。

教育のねらい

「知・情・体」三位⼀体の総合教育
「つよいあたま」を育む保育

乳幼児期は、⼈間の⽣涯において最も重要な脳の発達期です。
⼦どもの発達願望（動きたい、話したい、知りたいなど）を充たすことによって、
感性・感覚という脳の基幹的なはたらきを啓（ひら）き、⾃分の⼒として
獲得していきます。
「知（あたま）」 「情（こころ）」 「体（からだ）」のお互いの発達が、密接に絡みあい
ながら、「脳」を発達させているということを踏まえて、「知・情・体」の総合的な発達を
⽬指しています。



総合幼児教育とは
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こころによろこびをもつとき、
⼦どもはもっともっといろいろなことを覚えようと
ますます頭のはたらきをさかんにするようになります。
⼦どもに⾃信をもたせることが⼤切であると同時に
わが⼦はきっとよい⼦になれると⾃信をもつことです。



総合幼児教育とは
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豊かな⼈間性は、豊かな⼈間環境、つまりまわりの⼈間とともに関わり合う⽣活環境の密度に⽐例して
育つということです。その⼈間環境としての⽣活密度を⾼めるための基盤が⾔語活動です。
⼦ども達の、知的好奇⼼として、⽂字やことばに対する鋭敏な反応があります。
古今の名詩やことわざ、漢詩さえも楽しく、いきいきを⾳読しています。
先⼈から引き継がれた⽇本語が持つ、⼀級のリズムや響きを楽しみながら、五感すべてを使って吸収して
いきます。
「意味がわかるため」ではなく、共感、共鳴を楽しむ活動です。
家族が縮⼩の傾向に向かう中で、幼い時期には何よりも⼤切な⾔語環境も⾮常に乏しくなってきました。
兄弟の声、両親の声、祖⽗⺟の声、近隣の⼈々の声、ことば。そのような多様な声、ことばに
満ちあふれた時代は、あえて⾔語環境などとしかつめらしいことばを使わなくても、潤沢なことばの中で
⼦ども達は育つことができました。
私たちが取り組んでいる⾔語活動は、現代の⼦どもの⽣活に失われた環境を回復する⼿だてのひとつとも
⾔えます。

⼼地よい⽣活リズムを⾝に刻む
⼈間に躍動や情感をもたらす豊かな⾳楽環境

あそびの体験を通して、⾔語感覚を育てる
話す聞く、書く読むの環境と経験の場
知りたいことを存分に探求できる環境と機会

⼀⽇の⽣活リズムが幼児達の発達のリズムに適応していれば、幼児の情緒は安定し、何事にも意欲的に参加し、
活動に没頭します。
幼児期に求められる⾳楽性とは、このように全⼈形成の情緒基盤、⼼の豊かな⼈間性そのものをさします。
⾳楽教育は、⼈間としての⼼の豊かさ、友だちとの交流が円満で、何事にも熱中する、⼒強い⽣活⼒、活動をと
おしてつねに共感、哀歓、感謝、協調などの豊かな⼈間性の育ちに繋がる⼤切なものです。
総合教育では、叙情歌を⼤切にしています。
深い情緒が込められた叙情歌は、⼦どもの静かな感情を引き出してくれます。
叙情歌は、祖⽗⺟が語ってくれる「おはなし」のように情感をくみとる⼦どもに育ててくれることでしょう。
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総合幼児教育とは

⼈間教育の最もベーシックな活動は動くこと、すなわち⼆⾜歩⾏にはじまる⼀連の体育活動
ということになります。
「幼児は歩く歩数に⽐例して育つ」といわれるほどに、育ち盛りの幼児期には⽋かしては
ならない運動です。
また、⾜の感覚が全⾝の⾃律神経に鋭敏に働くことを考えても⾜を使うことは運動の⼤前提
となるものです。
毎朝の体育ローテーションは、朝⼀番、快適な⾳楽とともに⼤きな流れが躍動します。
園庭に配置されたさまざまな体育器具を巡回し、さまざまな運動を体験します。
20分程度の活動ですが、この間に、3000〜4000の歩⾏をすることになります。
体育活動に対する興味関⼼を⾼めるとともに、運動感覚回路の強化、活性化、⼼⾝の健全な
発達をはかります。朝いちばんの体育ローテーションで思いのたけ、⽣命的エネルギーを
完全燃焼すると情緒も安定し、園⽣活のリズムも快調に展開されます。

ゆたかな環境を設定し、意志ある⾝体を育む
体を存分に動かす環境と機会

仲間と⼀体になって⽬標に向かう集団の経験

総合教育での集団の活動は、あそびを構築する「仲間」を意識するものです。
⼀⻫活動とか、集団教育という発想ではありません。
あそびをとおして、ともに育ちいく仲間、ときに互いを模倣のよき対象とし、ときに思いやりを
振り向け、共に⽣きる協調、共⽣の感覚を同じ⽬標や、同じ活動をとおして感じ得るところに
集団の意義があります。
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四恩幼稚園

幼稚園の⼀⽇

9：30 体育ローテーション 朝礼
それぞれの学年別に発達段階に応じた体育器具を循環移動できるように配置し、
園児が⾃分の能⼒に応じてチャレンジします。
みんなで助け合って⽚づけるまでが、体育ローテーションです。
体育ローテーションの後は、園庭に整列して朝礼をします。
全園児が揃って、園歌、今⽉の歌を⼤空の下で歌います。
体育ローテーションから朝礼へ、動から静へ流れるような活動が展開されます。

第2四恩幼稚園

8：15〜9：00 登園 ⾃由遊び
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第2四恩幼稚園四恩幼稚園

幼稚園の⼀⽇

⽇課活動

10：30 お礼拝
⼾外での活動の後は、お部屋での活動。
⼼を落ち着けて合掌し、ののさまと⼼の中でお話をします。
いつもみんなを⾒守ってくださる仏様に感謝し、よい⼦で過ごすことをお約束します。

⼦ども達を惹きつける魅⼒ある活動です。
⽇課活動のテンポとリズムと繰り返しの⼼地よさが⼦ども達の活⼒、勢いを養います。

その⽇の活動
⼦どもの発達に合わせた活動で、さまざまな体験を積んでいきます。
体育遊び、絵画や製作、リトミック。
季節や⾏事にそった体験など、みんなで楽しさを共感します。
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四恩幼稚園

幼稚園の⼀⽇

13：30 ⾃由遊び

第2四恩幼稚園

12：00 お弁当

園庭に⼦ども達の元気な声が響きます。
⻤ごっこ、砂遊び、⾃転⾞こぎ、おままごと。
⼦ども達のパワーと⾃由な発想の遊びの展開が毎⽇繰り広げられています。

学年別の降園時間になります。
バス通園の園児さんは、みんなの部屋でバスを待ちます。

14：00 降園
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専任講師によるレッスン

英語教室

英語レッスン（主に年⻑・年中） 
隔週1回ネイティブの発⾳に親しみ、⼀緒に歌ったり、遊んだりする中で、
異⽂化に触れる経験もしながら楽しくレッスンしています。

体育レッスン
体育レッスン（年⻑・年中・年少）
⽉1回幼児体育専⾨の講師によるレッスンです。キビキビとした動きで、強い⼼と体を育てます。

⾳楽リズム（年⻑：毎週1回 年中・年少：隔週1回）
⾳楽性は、全⼈形成の情緒的基盤、⼼の豊かな⼈間性そのものです。
リトミック、合唱、合奏の活動を通して⼼の豊かさ、
友だちとの円満な交流、熱中する⼒強い⽣活⼒の育ちにつながります。

⾳楽リズム
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年間⾏事（１学期）

４⽉

6⽉

⼊園式・個⼈⾯談・参観⽇

お花祭り

⼊園式

５⽉
お花祭り・年⻑バス遠⾜・年中バス遠⾜

年⻑バス遠⾜ 年中バス遠⾜

むし⻭予防教室・⻭科検診・内科検診

むし⻭予防教室

七⼣祭り・終業式・お泊まり保育（年⻑）・個⼈⾯談・夏休み⾃由登園
7⽉

七⼣祭り お泊り保育 夏休み⾃由登園
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下記に該当する⽅は申請書等必要書類を提出いただくと、各市町村よりお預かり保育料⾦の補助を受けることが
できます。
  ・家庭内外で仕事
（1ヶ⽉に15⽇以上かつ、7：30〜18：30までの間で1⽇に4時間以上）
  ・求職活動中（最⻑2ヶ⽉、年度で1回のみ適⽤）
  ・就学
  ・⺟親の出産（出産予定⽉を含む前後合わせて3ヶ⽉）
  ・疾病または障害
  ・病⼈等の看護等
※満3歳児の⽅は市県⺠税⾮課税世帯に該当される⽅のみとなります。
詳しくは下松市健康福祉部⼦育て⽀援課（0833-45-1836）にお問い合わせください。

お預かり保育・⻑期休暇の⾃由登園

お預かり保育

お預かり保育料の無償化の申請について

⻑期休暇の⾃由登園を実施します。
詳細は⻑期休暇前にお⼿紙でお知らせいたします（有料）
保育時間     8：15 〜 各学年の降園時間まで
お預かり保育  降園時間後 〜 17：00
16：00頃、おやつを出します。
【お預かり保育の時間と料⾦】
・8：15〜降園時間     400円
・降園時間後〜15：30  +100円
・降園時間後〜17：00  +300円（15：30以降のお迎え）
＊第2四恩幼稚園の⽅は四恩幼稚園で⾃由登園、お預かり保育を⾏います。
 送迎は四恩幼稚園へお願いいたします。 

通常保育（⽉〜⾦）の放課後
午前中保育の⽇は、お預かり保育は実施いたしません。
園の⾏事の都合で、お預かり保育を休ませて頂くこともあります。
16：00頃、おやつを出します。
【お預かり保育の時間と料⾦】
・降園時間後〜15：30  100円
・降園時間後〜17：00  300円
・降園時間後〜18：00  400円
＊第2四恩幼稚園の⽅はバスで四恩幼稚園へ移動します。
 お預かり保育の⽅は、四恩幼稚園へお迎えに来てください。

⻑期休暇の⾃由登園、お預かり保育

お預かり保育の申込みの注意事項
申込みをされて通常の降園時間にお迎えに来られる場合は、預かり保育の取り消しを必ず⾏ってください。
当⽇の12時までに取り消しができていない場合、通常の降園時間にお迎えに来られても、15：30までの料⾦
（100円）がかかります。
各学年の降園時間を過ぎてのお迎えの⽅も100円かかりますので、ご注意ください。
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経費概算（⼊園時・制服・⽤品）

制服・⽤品価格⼀覧表

冬服 7,000円
冬服（140cm） 8,000円
帽⼦ 2,600円
夏服 2,800円
夏服（140cm） 3,400円
⻨わら帽⼦ 2,600円
体操半ズボン 1,600円
体操半ズボン（140cm） 1,900円
半袖体操服 2,000円
半袖体操服（140cm） 2,300円
⻑袖体操服 2,300円
⻑袖体操服（140cm） 2,600円
ジャージ㊤ 3,100円
ジャージ㊤（140cm） 3,400円
ジャージ㊦ 3,100円
ジャージ㊦（140cm） 3,400円
スモック 2,500円
スモック（140cm） 2,700円
通園鞄 3,800円

◇制服関係 ◇⽤品関係
お道具箱 570円
粘⼟ケース 320円
粘⼟ベラ 250円
粘⼟板 460円
粘⼟ 480円
クレパス 700円
クレパス（単品） 60円
マーカー 900円
マーカー（単品） 150円
カスタネット 300円
のり 220円
はさみ 500円
ペンケース 500円
鍵盤ハーモニカ（ピアニ―） 6,100円
カラー帽⼦ 1,200円
おはようノート（お帳⾯） 430円
連絡袋 300円
⾃由画帳 180円
制作台帳 270円
⻩バック 480円
椅⼦カバー 2,000円
布名札 150円
お名前シール 35円

※増税等により、価格が変更となる場合があります。ご了承ください。
 変更になった場合はお⼿紙などでお知らせいたします。
※お名前シールは、靴箱・個⼈ロッカーなどに貼ります。
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経費概算（毎⽉の経費・保育料）

毎⽉の経費

１，保育料                       無償
２，教材費                     2,000円
 （教育充実のために使⽤します。）
３，施設設備費                   1,000円
４，バス協⼒費（通園バスご利⽤の⽅のみ）
  ・往復                     3,000円
  ・往復で同時利⽤の下⼦             2,000円
  ・⽚道                     2,000円

＊保育料について
 ・無償となります。

＊教材費・施設設備費について
 ・年間の経費を１２ヶ⽉で割ったものが毎⽉の徴収額となりますので、
  夏休みの8⽉も教材費・施設設備費は徴収させていただきます。

＊バス協⼒費について
 ・年間の経費を１２ヶ⽉で割ったものが毎⽉の徴収額となりますので、
  夏休みの8⽉もバス協⼒費は徴収させていただきます。
 ・ご兄弟で同時にバスを往復利⽤の下⼦さん、⽚道のみ（登園のみ⼜は
  降園のみ）ご利⽤の⽅は、バス協⼒費は2,000円となります。
  （⽚道のみご利⽤の⽅は、下⼦さんの割引はありません。）
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保育開始 令和5年6⽉1⽇(⽔)予定
在籍園 四恩幼稚園

対象児 満3歳児（令和2年4⽉2⽇〜令和2年11⽉30⽇⽣まれのお⼦様）
※満3歳のお誕⽣⽇を迎えられた翌⽉から⼊園可能です。

定員 20名程度
募集⼈数 20名程度（在園児の弟妹さんを優先させていただきます）

令和4年度 募集について

1. ⼊園仮申込書
令和4年度在園児下⼦さん
10⽉25⽇（⽕）17：00までに⼊園仮申込書をご提出ください。（8：15〜17：00 ⼟⽇祝除く）
⼀般募集の⽅
・たんぽぽ組説明会（11⽉24⽇（⽊）11：00〜） 終了までに⼊園仮申込書をご提出ください。
・提出のあった⽅には受付番号をお渡しいたします。
・11⽉28⽇（⽉）12：00に幼稚園HPにて⼊園確定の⽅の受付番号を発表いたします。
 （トップページのトピックスを更新する予定です）
・受付番号の記載がありましたら、ご⼊園が確定となります。
 確定された⽅は願書配布⽇に園にお越しください。

4. 出願⽅法
四恩幼稚園の職員室にご提出ください。⼊園を取り消された場合、⼊園⼿数料￥5,000はお返しできませんのでご了承ください。⼊園を希望される⽅で、⼊園説明会に来られない⽅は四恩幼稚園までご連絡ください。
備考

出願⼿続き

定員を超えてお申込があった場合はお⼦さまの誕⽣⽇が早い⽅から⼊園が確定します。通園バスご希望の⽅は、申込書提出時にお問い合わせください。ご不明な点がございましたら、四恩幼稚園事務所にお問い合わせください。

2. 願書配布
令和5年1⽉12⽇（⽊）8：15〜17：00＊四恩幼稚園まで取りに来てください。＊願書受取時に、⼊園⼿数料￥5,000が必要となります。
3. 出願期間
令和5年1⽉13⽇（⾦）〜1⽉19⽇（⽊）8：15〜17：00＊期間を過ぎた願書は無効となりますのでご注意ください。

令和５年度 たんぽぽ組（満３歳児）募集要項





〒744−0024
⼭⼝県下松市⼤字末武上1235 

Ｔｅｌ：０８３３−４３−７２４５
Ｆａｘ：０８３３−４４−３７３３

公式ホームページ：https://sion-gakuen.com

四 恩 幼 稚 園

学校法⼈ 四恩学園

〒744-0024
⼭⼝県下松市末武上1235
TEL.0833-43-7245
岩徳線周防花岡駅より 徒歩8分
⼭陽本線下松駅より  ⾞10分

〒744-0032
⼭⼝県下松市⽣野屋⻄2丁⽬21-19
TEL.0833-43-7036
岩徳線⽣野屋駅より  徒歩8分
⼭陽本線下松駅より  ⾞12分

第 2 四 恩 幼 稚 園


