
「世界」とつながる子どもたちに

2019 年度

認定こども園  愛知国際プリスクール
2歳児（満3歳児）～ 5歳児（1号認定）用

園児追加募集要項



2019 年度　2歳児（満 3歳児）～ 5歳児（1号認定）用

1. 募集定員（男女）

2. 入園資格

2016年4月2日～2017年 4月1日に生まれた者※

2015年 4月2日～2016年 4月1日に生まれた者

2014年 4月2日～2015年 4月1日に生まれた者

2013年 4月2日～2014年 4月1日に生まれた者

2 歳児（満3歳児）

3 歳児

4 歳児

5 歳児

対象生年月日 募集定員

若干名

若干名

若干名

若干名

・各募集年齢に該当し、教育（4 時間程度）を希望するお子様であること。
・本園での生活に適するお子様であること。
・本園の保育及び教育方針を理解し、協力できるご家庭であること。
・通園圏及び国籍は問いません。
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3. 出願方法とその他手続き
（1）入園説明会・入園審査説明会に参加 (※参加自由 )

（2）出願方法

随時

①園舎にて直接配布

②郵送

※郵便番号・住所・お子様氏名及び『願書請求』( 朱記 ) を明記のうえ、140 円分の切
手を貼付けた角 2 封筒を封筒に入れ下記の住所にご郵送ください。

1）願書配布期間

2）願書請求及び配布方法

＜宛先＞

〒470-0115 愛知県日進市折戸町梨子ノ木 46 番地

認定こども園　愛知国際プリスクール　入試係 

　　　　　　　　　　　　『願書請求』 

＜注意事項＞
4 月～ 5 月生まれの者は、当初申し込み期間で申し込み可
6 月生まれ以降の者は、満 3 歳になる 2 ヵ月前から随時申し込み可
（ただし、定員を満たしている場合は、待機とさせていただきます。）



3）出願期間

4）出願書類

随時

※出願書類は返却いたしません。

①チェックリスト

②入園志願書 ( 振込依頼票「C 票」を貼り付けたもの )

③受験票 ( 必要事項を記入 ( 裏表両面 ) のうえ、62 円切手を貼り付けたもの )

※受験票は、願書受付日から概ね 5 日以内に発送します。

④提出用書類封筒 ( 必要事項を記入したもの )

☆360 円分の切手 ( 切手は小袋に入れ、表面に対象クラスと志願者氏名を書くこと )
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出願書類を所定の封筒に入れ、特定記録郵便で本園まで郵送してください。

願書は郵送に限ります。また、出願期間以外に投函された願書は受理いたしません。

5）出願場所及び方法

・・

・所定の振込依頼票に必要な事項を記入のうえ、そのまま切り離さずに入園選考審査

料を添えて金融機関 ( 郵便局は不可 ) の窓口に提出してください。

・振込依頼票のご依頼人欄は志願者氏名をお書きください。

・納付後、A 票、B 票、C 票に銀行収納印が押してあることを確認してください。

・B 票は切り離して各自で大切に保管し、C 票は出願書類として提出してください。

6）入園選考審査料

30,000 円

※振込手数料は、志願者本人の負担となります。
※現金や為替を同封したり、ATM による振込みは受け付けません。
※一旦納付された入園選考審査料は、いかなる理由があっても返金いたしかねます。

＜注意事項＞
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（3）入園選考審査日程・会場

日　程 審査内容 会　場

＜注意事項＞

持参するもの 備　考

①簡単な行動観察
②親子面接

随時

※簡単な行動観察から行いますので、
お子様は活動ができる服装で来園す
ること。

※面接審査が終了した方から順次解散

・受験票

・上履き

愛知国際プリスクール園舎
日進市折戸町梨子ノ木 46番地
※保護者控室あり

※最寄駅は名鉄豊田線米野木駅から徒歩約 12 分
※駐車場スペースに限りがありますので、公共交通機関でお越しください。

アクセス・駐車場

※指定された入園選考審査
の集合時刻は返信後の受験
票で必ず確認すること。
時間厳守のこと。

（4）本園より合否（内定）通知

入園選考審査日から概ね 5 日以内

本園の合否 ( 内定 ) 通知書を特定記録郵便で発送します。

なお、電話や E-mail によるお問合せには、一切お答えできません。

・・
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本園から内定通知書が届いた方は、以下のすべての手続き及び納付完了をもちまして、

正式な入園許可となります。

1）認定申請に必要な書類の配布及び提出方法

本園は 2015 年度から補助金 ( 施設型給付 ) 対象の園となっています。そのため、本園を通じ

て引き続き支給認定申請を行ってください。

（5）1 号認定申請

「内定通知書」に支給認定申請書（お住まいの各市町村様式）を同封しておりますので、

入園日までに必ずお住まいの市町村区役所へご提出ください。

2）認定証交付日及び交付方法
支給認定申請後概ね１ヵ月程度以降に本園から各ご家庭へ郵送いたします。

詳しい内容等は、お住まいの各市町村に直接お問い合わせください。

（6）本園と契約
本園とご家庭が利用契約の締結を行います。
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4. 個人情報保護について
出願関係書類としてご提出いただいた個人情報については、入園選考審査以外の目的では、

一切使用いたしません。

（7）入園金・施設充実費納付

1）入園金・施設充実費 ( 入園時のみ )

3）納付方法
契約書に記載された指定口座に納付してください。

2）納付期日
契約後概ね 10 日以内 ( 詳細な納付期日は契約書に記載しております。)

2019 年 3 月中旬以降

4）その他
期日までに所定の手続きを完了しない場合は、入園の意思がないものとみなし、入園

許可が与えられません。

一旦納付された入園金・施設充実費については、いかなる理由があっても返金いたし

かねます。

項目

入園金
（入園時のみ）

対象年齢

2歳児（満3歳児）
3歳児
4歳児
5歳児

（円）

100,000
80,000
50,000
30,000

項目

施設充実費※
（入園時のみ）

対象年齢

2歳児（満3歳児）
3歳児
4歳児
5歳児

（口）

2以上
1以上
1以上
1以上

※一口 50,000 円※対象年齢は 2019.4.2 時点※対象年齢は 2019.4.2 時点

（8）保育料の決定通知

『実費徴収』 …………………………………………・給食費 6,000 円 / 月、おやつ費 1 回：150 円 / 回
・水泳教室費 1,800 円 / 回 ( 税抜 )※年間 32 回を予定
・教材費、行事費等
・制服、その他指定用品費

・一時預かり保育料
　（利用者のみ）

※必要に応じて徴収するもの

＜オプション＞

『上乗せ徴収』………………………………………・英語教育充実費 20,000 円 / 月
※保育・教育の質の向上を図るために徴収するもの

市が定める
『利用者負担』 『上乗せ徴収』 『実費徴収』 『保育料』＋ ＋ ＝

時間帯 月額（円）

平日
8：00 ～ 9：00
13：00 ～ 15：00
15：00 ～ 16：00
16：00 ～ 18：00

3,000
5,000
3,000
5,000

土曜日 9：00 ～ 12：00 5,000


