
 

 

 

 

1.応募資格 

国籍、人種、信条を問わず、次の（1）、（2）、（3）、（4）、（5）のすべて、または（6）の特例のいずれかに該当する

幼児。 

（1） 平成 29（2017）年 4月 2日より平成 30（2018）年 4月 1日までに生まれた幼児。 

（2） 平成 28（2016）年 4月 2日より平成 29（2017）年 4月 1日までに生まれた幼児。 

（3） 当該年度の入園案内等に示されている本園の教育理念・環境・保育実践を理解し、小学校入学までに原則とし

て 3 年以上(上記 2 に該当する幼児は 2 年以上)の幼児教育を受けることが可能な幼児、またはほかの幼児教

育施設での在園期間を通算して 3年(同 2年以上)を満たすことが可能な幼児。 

（4） 徒歩又はその他の方法により、40 分以内に安全に通園できる幼児、もしくは現行コースを変更可能範囲内で

運行するスクールバスで通園できる幼児。 

（5） 海外から帰国後に入園の場合は、令和 3年 4月以降、必ず在籍できる幼児。 

（6） 心身に発達遅滞、不自由、問題行動等があると保護者が認識していて以下の条件を満たす幼児。 

① 保護者が医療、相談機関と連携を取って治療、教育を進める意思があること。 

② 10月 19日(月)・20日(火)・22日（木）・26日(月)・28日(水)の間に園において事前面接を受けること。

（受け入れの判断は、10 月 29 日（木）10 時までにメールにてお伝えします。この連絡は入園を許可す         

るものではありません。） 

③ 上記面接の結果、本園の環境と在籍教員の能力、経験値において発達支援が可能と判断されること。 

※事前面接を希望なさる方は、園に連絡(045‐421‐0808)し、予約を取ってください。 

※面接当日は、入園願書(子どもの名前のみの記入で結構です)と考査料 5,000円をご持参ください。 

※医師、心理士などが発行する診断書または所見がある場合は、面接時にコピーを提出していただける

と手続きが円滑に進みます。 

※面接終了後、医療、相談機関への「受診同意書」をお渡しいたします。11 月 1 日に入園許可となりま

したら、必要事項等を記入し、提出してください。（面接を受けたことが、直ちに入園を許可するもの

ではありません。） 

 

2.募集予定人数 

(1) 3年保育    65名 ＋ 若干名   （平成 29年 4月 2日～平成 30年 4月 1日生まれ） 

(2) 2年保育     5名 ＋ 若干名   （平成 28年 4月 2日～平成 29年 4月 1日生まれ） 

(3) 1－(6)該当児  若干名        （        同   上        ） 

 

3.応募方法 

（1）10月 15日(木)から配布される「入園願書」を入手して、必要事項を記入してください。 

（願書は窓口で平日 9時～16時に配布いたします。当園ホームページからダウンロードすることもできます。） 

（2）10月 15日（木） 第 1部 14時～15時 ／ 第 2部 15時～16時 

本園の保育の特徴、令和 3年度以降の運営方針の他、募集の具体的方法について説明致します。 

（3）10月 30日(金)までに、入園考査料（5,000円）を、下記口座に振り込んでください。入金証明書が必要です。 

（事前面接を受けた方は、11月 1日（日）の入園考査料を免除いたします。） 

（4）11月 1日(日)8時より、考査料の入金証明書を貼付した「入園考査料入金証明書提出用紙」と「入園願書」を

提出してください。領収証と受付番号札をお渡ししますので、受付番号札をお子様の胸につけてください。本

年度は入園考査（保護者面接と集団での保育）を実施し、入園の可否を判断いたします。 

 

※銀嶺幼稚園 振込先 

銀行名：   りそな銀行 

支店名：   綱島支店 

口座種別：  普通口座 1677191 

口座名義：  学校法人 尾﨑學院 理事長 嶋崎 和 

4.入園考査と手続き（11月 1日（日）） 

（1）8:00 受付（優先枠）  受付にて入園願書、及び入園考査料入金証明書提出用紙（1-(6)事前面接をなさった方は

その際にお渡しした領収書を貼付）を提出してください。受付番号札をお渡しします。 

①誘導に従って、プレイホール（園舎 2 階）へ移動し、入園考査（保護者面談、集団での

保育（お子様のみ））を受けてください。 

②入園考査終了後、検定印のついた入園願書を返却いたします。 

（2）9:00 受付（一般枠）  受付にて入園願書、及び入園考査料入金証明書提出用紙（1-(6)事前面接をなさった方は、

その際にお渡しした領収書を貼付）を提出してください。受付番号札をお渡しします。 

①誘導に従って、プレイホールまたは控室に移動し、入園考査（保護者面談、集団での保  

育（お子様のみ））を受けてください。 

②入園考査終了後、検定印のついた入園願書を返却いたします。 

(3)10:30 受付終了    優先枠・一般枠ともに 10：30 をもちまして受付を終了いたします。 

(4)12:00 合格発表     当園ホームページにて合否のお知らせをいたします。受付番号をご確認ください。 

(5)13:00～15:00 入園受付 全ての欄に記入をした入園願書（事前面接をなさった方は、併せて受診同意書が必要）を

提出してください。 

＊11月2日（月）までに、左下記載の指定口座にお振り込み下さい。2日（月）中に入金の無い方は、辞退と判断致します。 

＊辞退者が出た場合には、11 月 4 日(水)までに、繰り上げ合格をお知らせいたします。 

 

5. スクールバス利用方法 

(1) 令和 2年度 10月現在運行中のスクールバスコース及び乗降場所は、原則として令和 3年 3月末日迄継続します。 

(2) 但し、令和 3 年 4 月以降、利用者の実態に応じ、コース、乗降場所を一部変更することがあります。 

乗降場所については申し合わせにより、他の幼稚園より 300 メートル以内に設けられないことをご了承下さい。 

 

6. 経費   （ 納入済みの経費については、原則として返還致しません ） 

入園時  一時金 

(1) 入園料（合格者のみ、11月2日（月）まで） 

3年保育  160,000円 

2年保育  130,000円 

令和2年11月2日（月）までに、左下指定口座にお振り込み下さい。2日（月）中に入金の無い方は、辞退と判断致します。 

＊[返還措置] 所定の期日に納入された入園料は、原則としてお返しできません。但し、令和3年3月23日（火）までに、転

居を証明する書類（所属事業体が発行する辞令又は住民票の写し等）を添えて入園辞退を申し出た場合は、手数料として

50,000円を差し引いた額を返還致します。 

年度初め 年額（令和3年４月） 

＊（令和2年11月25日（水）までに、預金口座振替依頼書にて口座登録を完了してください。） 

(2) 施設設備費      30,000円 

(3) 保健衛生費       5,000円 

(4) 冷暖房費       6,000円 

合計   41,000円 

月次  毎月28日に振替（休日の場合には銀行翌営業日） 

＊保育料は、政府の幼児教育・保育の無償化方針により、月額¥25,700の助成金が適用されます。詳細は、下記サイトをご覧く

ださい。この給付により、保護者皆様の保育料負担は、差額¥4,300になります。（行政の方針により変更する場合があります。） 

【内閣府】 幼児教育・保育の無償化特設ページ 

https://www.youhomushouka.go.jp/ 

【横浜市の保育制度】 幼児教育・保育の無償化 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/hoikuseido/kd-mushoka.html 

(5) 保育料差額        4,300円 

(6) 教材費       3,000円 

(7) バス利用料 （バス利用者のみ）    5,000円 

合計    12,300円（バス利用者） 

     7,300円（徒歩通園者）                         以上 

令和 3（2021）年度 銀嶺幼稚園園児募集要領 

https://www.youhomushouka.go.jp/
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/hoikuseido/kd-mushoka.html


本人⽒名 保護者⽒名

入金日

入金金額

※証書に切り離し等⽋損部分がある場合は受付不可となります。
※残高を表⽰させたくない場合は、残高欄⾮表⽰の形での発行で構いません。
※オンライン決済、ネットバンキングご利用の際は、入金確認後の画⾯等を

ご自⾝でプリントしたものを貼付してください。

「振込入金証明書」
・ご利用明細票 等、金融機関ATMにてお⽀払い時の明細票等
・振込振替取引結果印刷画⾯等 のプリントアウト

＊振込にかかる手数料は、ご負担願います
振込先⼝座
　りそな銀行　綱島⽀店（普通）1677191
　名義：ガク）オザキガクイン　リジチョウ　シマザキ　カズ

学校法人尾﨑學院　理事長　嶋崎　和

総務

令和3年度銀嶺幼稚園 入園考査料入金証明書提出用紙

¥5,000
金融機関名・⽀店名

令和�（2020）年 月 日

入金⼝座
⼝座番号

振込入金証明書貼付欄

備考・総務記入欄

しっかりとこちらに裏⾯全⾯糊付けしてください

振込名義人（カタカナで記入）



本人⽒名 保護者⽒名

入金日

入金金額

金融機関名・⽀店名

⼝座番号

※証書に切り離し等⽋損部分がある場合は受付不可となります。
※残高を表⽰させたくない場合は、残高欄⾮表⽰の形での発行で構いません。
※オンライン決済、ネットバンキングご利用の際は、入金確認後の画⾯等を

ご自⾝でプリントしたものを貼付してください。

「振込入金証明書」
・ご利用明細票 等、金融機関ATMにてお⽀払い時の明細票等
・振込振替取引結果印刷画⾯等 のプリントアウト

＊振込にかかる手数料は、ご負担願います
振込先⼝座
　りそな銀行　綱島⽀店（普通）1677191
　名義：ガク）オザキガクイン　リジチョウ　シマザキ　カズ

学校法人尾﨑學院　理事長　嶋崎　和

総務

振込入金証明書貼付欄

しっかりとこちらに裏⾯全⾯糊付けしてください

備考・総務記入欄

○○銀行　▲▲⽀店
123415678

振込名義人（カタカナで記入）

ギンレイ　ソノオ

　　記入例　　令和3年度銀嶺幼稚園 入園考査料入金証明書提出用紙

銀嶺　園子 銀嶺　園雄
令和�（2020）年　　10　月　　15　日

¥5,000

入金⼝座



〒 （マンション名までご記入ください）

（現在までに在籍した幼稚園・保育園・プレ保育などを記入してください。）

(ふりがな)

(ふりがな)

＊

＊ ＊ ＊

銀嶺幼稚園園長殿

年 月 日

㊞

注１．＊以外すべてボールペン又はインクペンを使って楷書又は✔印で記入してください。

　 ２．＊＊編入の場合は在園証明書を、海外からの場合も記録の原本又は写しを添付してください。

国籍

事前面談
担
当
者

期
間

保護者

入園料　（　　　　　　　　　　　　　　　円　）　を11月2日までに、振り込み致します。

上記の者、要項第1項に記載の応募資格を確認の上、（　　　　）年保育に入園したく、

〇徒歩　（　　　分位）　　〇幼稚園バス希望　　〇公共機関（　　　分位）　　〇自転車（　　　　分位）　　〇自家用車（　　　分位）

勤務先

所
在
地

昼間通信可
能な
連絡先

氏名
□　携帯電話（　　　　　　　　　　　　）

E-mail　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

記録

通園
方法

本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人

応募
状況

　
　○　1.銀嶺幼稚園単願　　　○　２．他の幼稚園と併願（※）

　※　２．の方はどの幼稚園（保育園）と併願なさっていますか　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　※　２．の方で他の幼稚園（保育園）も合格なさった場合、銀嶺幼稚園への入園を選択なさいますか　　（　はい　・　　いいえ　）

成
育
歴

出生又は生育地 主として育てた方

現住所
　　　　　　　　　県　　　　　　　　　市　　　　　　　　　　区

ふりがな

氏名

□　固定電話（　　　　　　　　　　　　　）

生年月日

   　　　年　　　月　　　日

性別

 　３．＊＊＊入園決定後、ご記入ください。

＊受付年月日（　　　　　　年　　　　月　　　　日） 　　　年保育 　通常入園　・　編入　・短期

検定

父
母
氏
名

＊＊
　保育歴

氏名 生国又は国籍

＊ 受付番号 印銀嶺幼稚園　入　園　願　書

(西暦）




