
学校法人 奈良カトリック学園  

 認定こども園 奈良カトリック幼稚園 

２０２３年度 ２・３号認定 園児募集要項 

 

u 運営者 学校法人奈良カトリック学園  

u 住所 奈良市登大路町３６番１ 

u 電話番号 ０７４２－２２－４０８９  

ＦＡＸ  ０７４２－２６－３２６１ 

u 施設概要 保育室９室 計４３９㎡  遊戯室１室 計  ３４㎡ 

その他（職員室、厨房）計４３９㎡  屋外運動場 計９８２㎡ 

u 定員 ２・３号認定児 ２８名 １号認定児 １１９名 

※１号認定の申し込みについては、園にお問い合わせください。 

u 職員数 ２８名（園長１名、保育教諭２２名  

管理栄養士１名 調理師４名 事務員２名） 

u 募集人数と入園資格 

２号認定 ３号認定 

５歳児 ４歳児 ３歳児 ２歳児 

２０１７．４．２～   

２０１８．４．１ 

２０１８．４．２～ 

２０１９．４．１                                         

２０１９．４．２～ 

  ２０２０．４．１ 

２０２０．４．２～ 

 ２０２１．４．１ 

 

u 本園の目的及び特色 

本園は、神への賛美と恵みに感謝し、自分と他人を大切にする心を育てる、

カトリック精神に基づく宗教教育と、豊かな自然の中でのびのびと遊び、

自分自身の力でたくましく生きようとすることを手助けするモンテッソー

リ教育に取り組んでいます。 

 

u クラス編成及び保育形態 

１クラスに満３,３,４,５歳児の混合縦割り保育を行っています。その中で

お互いが助け合い、学び合いながら、人格を形成していくことを目指して

います。体験的に年長児は年少児に対して愛情、いたわり、思いやりの心

を持って親切に手助けし、年少児は年長児に対して憧れと賞賛を持ちなが

ら、よい刺激を受けて、それに倣って生きるようになります。 

体育･英語は、専門講師による指導を行っています。 

絵画･音楽などは年齢別による横割り保育で行います。 

 

u 日課 

３歳未満児            ３歳以上児 

７：３０ 開園  保育標準時間利用登園 開園  保育標準時間利用登園 

８：３０ 健康観察 保育短時間利用登園 健康観察 保育短時間利用登園 

９：００ 自己選択活動 自己選択活動 

１０：００ おやつ ホームルーム 当番活動 

１１：００ 外あそび 外あそび 

１２：００ 給食 給食 

１３：００ 昼寝 ホームルーム 

１５：００ おやつ ホームルーム おやつ 

１６：３０ 外あそび 保育短時間利用降園 外あそび 保育短時間利用降園 

１８：３０ 保育標準時間利用降園 延長保育 保育標準時間利用降園 延長保育 

１９：００ 閉園 閉園 



 

u 主な年間行事 

 

４月 入園式 保護者会 保護者会総会 個人懇談（新入園児のみ） 

５月 年長児遠足 内科健診 歯科検診 ファミリーデー 

６月 年中児遠足 保育参観 プール開き 

７月 年長児発表会 年長児お泊り保育 

８月 年長児保護者奉仕作業 

９月 保護者会 年少児遠足 

１０月 運動会  

１１月 七五三祝福式 年長児遠足 保育参観 年少児発表会 個人懇談 

１２月 年中児発表会 クリスマス会 

１月 保護者会 おもちつき 

２月 保育参観 

３月 園内作品展 卒園式 年少児保護者奉仕作業 

 

【 定例的行事 】  

毎月第３土曜日（第１土曜日の場合も有）子どもお祈りと誕生会  

避難訓練（５・７・９・１１・１月） 

体育  

英語であそぼう 

 

u 園情報一覧表 

 

項目 内容 

保育日  
平日：７：３０～１９：００ 

土曜日：８：３０～１１：３０（第３） 

休園日 
土曜（第３除く）、日曜、祝日、年末年始、職員研修日  

その他行事等による休園協力日（お盆休み８/１３～１６） 

延長保育に係る費用負担 

利用料は実費負担 

早朝延長保育  １５０円（ ７：３０～ ８：３０） 

延長保育    ３００円（１６：３０～１８：３０） 

延長保育    １００円（１８：３０～１９：００） 

主な行事の開催曜日 
ファミリーデー → 土曜  

運動会 → 土曜   クリスマス会 → 土曜 

保育中に発熱した場合等の対応 
子どもの状態により、保護者に連絡し、その後の対応は保

護者と連携を取ります。 

おむつについて 各自で用意してください。 

昼寝用寝具について 
原則として週１回持ち帰り。汚れの状態により、その都度

持ち帰り。 

おやつの特色 手作りおやつ 

保育料（月額） 
居住地の市町村が所得状況に応じて設定した利用者負担額 

２０１９年１０月～無償化 

教育施設充実費 

（入園受入準備金、教育充実費、

施設充実費、設備充実費） 

 

５０,０００円（入園時のみ） 

制服等費用 

２号認定・・・制服、制帽、体操服上下 

通園リュック等 ３５,０００円程度 

３号認定・・・体操服上下等   ８,５００円程度 



 

 

 

実費 

教材費：２,０００円/月 

給食費 主食代：２,０００円/月（３歳児以上） 

副食代：４,５００円/月（３歳児以上）   

絵本代：  ４００円程度/月   

卒園アルバム代（年長のみ）：２,０００円/月 

            （２０２２年度の場合） 

遠足代等行事費 

保護者会費 ５００円/月（２０２２年度の場合） 

年間諸費 学校スポーツ振興センター加入金 ２４０円 

各種警報発令時の対応 

各種警報が発令された場合、安全を考慮して、可能な限り

家庭保育をお願いします。家庭保育ができない場合は受け

入れます。 

u 認定制度 

認定こども園で教育・保育を希望する場合、お住まいの市町村に直接申

し込みをしてください。 

利用内定通知を受領された方は、定められた日に教育施設充実費 ５０,

０００円を納入してください。定められた日に手続きをされない場合は、

入園取り消しとさせていただきます。教育施設充実費は、如何にかかわ

らず返金致しません。 

★２号認定（保育認定 満３歳以上） 

お子さんが満３歳以上で、「保育に必要な事由」に該当し、認定こども園

や保育所等で保育を希望する場合 

² 保育短時間利用  最長 ８時間 

² 保育標準時間利用 最長１１時間 

７：３０     ８：３０                 １６：３０１８：３０ １９：００ 

    

早朝延長保育 保育短時間利用（基本保育時間） 延長保育 

保育標準時間利用（基本保育時間） 延長保育 

 

★３号認定（保育認定 満３歳未満） 

お子さんが満３歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、認定こども園

や保育所等で保育を希望する場合 

² 保育短時間利用  最長 ８時間 

² 保育標準時間利用 最長１１時間 

７：３０     ８：３０                 １６：３０１８：３０ １９：００ 

    

早朝延長保育 保育短時間利用（基本保育時間） 延長保育 

保育標準時間利用（基本保育時間） 延長保育 

 

u 備考 

※２・３号認定をご希望の方は、奈良市 子ども未来部 保育所・幼稚園課  

窓口にお申込みください。奈良市にて利用調整され、利用内定者が決定さ

れます。なお、奈良市外にお住まいの方は、お住まいの市町村にご相談く

ださい。 

 

※１号認定と２号認定の併願申込は可能です。 


