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園児募集要項

学 校 法 人 尾 﨑 學 院

銀 嶺 幼 稚 園
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1. 応募資格
国籍、人種、信条を問わず、以下の(1)～(5)の事項に該当する幼児 

(1) 平成 31（2019）年 4 月 2日～令和 2（2020）年 4月 1日に生まれた幼児

(2) 平成 30（2018）年 4 月 2日～平成 31（2019）年 4月 1日に生まれた幼児

(3) 本園の教育理念、環境、保育内容を理解し、原則として 3年間(上記(2)の場合は 2年間)の

在籍が可能な幼児（他の教育機関での在籍期間は合算することが可能）

(4) 原則として 40分以内に安全に通園できるか、通園バスを利用して通園できる幼児

(5) 申込時に海外在住の場合は、令和 5年 4月以降、在籍できることが確実な幼児

●心身の発達に関して個別の配慮が必要と認識されている幼児は以下の要件を満たした場合に

応募することができます。

①保護者が療育機関と連携を取る意志があること

②以下に示すいずれかの日程で事前面談を受けること(電話予約、考査料 5.000 円)

10/20 (木)・ 10/21(金)・ 10/24 (月)・ 10/25(火)

・医師、心理士等の診断書、所見がある場合は面談時にコピーを提出してください。

・面談終了後、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

許可となった場合は、必要事項を記入し提出してください。

③面談の結果、応募可能と判断されること

・面談の結果は 10 月 27日(木)16 時までにメールにてお知らせいたします

・応募可能は入園許可ではありません

2.募集予定人数
(1) 3年保育  60名程度  平成 31(2019)年 4月 2日～令和 2(2020)年 4月 1日生まれ 

(2) 2年保育  5名程度  平成 30(2018)年 4月 2日～平成 31(2019)年 4月 1 日生まれ 

3.応募のご準備
(1)「入園願書一式」をホームページダウンロードあるいは窓口配布(9～16 時)で入手し、必要事項

を記入してください。「入園願書一式」は 10月 17 日(月)から入手可能になります。

(2)「入園考査料」5.000 円を 10月 28日(金)までに下記口座にお振込みください。発行された振込

票を入園願書一式に含まれている「入園考査料入金証明書提出用紙」に貼りつけてください。 

(3)事前面談を受けた方は考査料お振込みの必要はありません。面談の際、園が発行した「入園事

前面談考査料領収書」を入園願書一式に含まれている「入園考査料入金証明書提出用紙」に貼

りつけてください。

＜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  口座番号：1677191 

口座名義 ： ｶﾞｸ)ｵｻﾞｷｶﾞｸｲﾝ 

(4)下記日時で開催される「説明会」に参加し、園活動の内容、保育の詳細をご確認ください。

10月 17 日(月) 14:00～14:45 銀嶺幼稚園 2階 プレイホール

※後日、YouTubeによる配信も行います。

ご希望の方は、https://forms.gle/WU4qWPYiFY2DnXDYA より

お申し込みをお願いいたします。

https://forms.gle/WU4qWPYiFY2DnXDYA
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(5)11 月 1 日(火)の入園考査を希望の方は、10月 31 日(月)12時までに

https://forms.gle/QBZoXXZexEqKbwDCAよりお申し込みをお願いいたします。

4.11 月 1 日（火）入園考査当日 

(1)8:00 優先枠(在園児・卒園児関係者)受付

①入園願書、入園考査料入金証明書提出用紙提出

②「受付番号札」の受け取り

③保護者面接及び幼児考査の実施

④終了後、帰宅

(2)9:00 一般枠受付

①入園願書、入園考査料入金証明書提出用紙提出

②「受付番号札」の受け取り

③保護者面接及び幼児考査の実施

④終了後、帰宅

(3)10:30 受付終了

5.11 月 1 日（火）発表と入園手続き 
(1) 13:00 入園者発表（ホームページ掲載）

・受付番号札でご確認ください。

(2) 14:00 入園手続き開始（園窓口）

・事前面接を受けた方は「受診同意書」も提出してください。

・「預金口座振替依頼書」等、必要書類をお渡しいたします。 

(3) 15:00 入園手続き終了

6．入園金の納入 
(1)11 月 2日(水)までに該当する金額を考査料振込先と同じ口座へお振込みください。

お振込みが確認できない場合はご辞退と判断いたします。

3年保育 160,000 円   2年保育 130,000 円 

(2)納入された入園金は返却されません。

(3)以下の場合には入園金が返却されることがありますので、事由を証明する書類を揃え、

令和 5年 3月 17日(金)までに園に提出してください。

なお、返金額からは諸手続き手数料として 50,000 円が差し引かれます。

・入園決定後に転勤、転居が決まった場合

・入園決定後に発病、あるいは障害を負い、通園が困難になった場合

・その他、通園の意思がありながら通園が不可能となったことが認められた場合

https://forms.gle/QBZoXXZexEqKbwDCA
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(4)入園の確定 

期日までに入園金のお振込みが確認され、記入済の願書が提出されている園児の入園が認めら

れます。 

 
7.諸経費の納入 
(1)専用口座の開設 

  園関係の諸経費は全て入園されるお子様ご本人名義の預金口座からの引き落としになります  

ので、お子様名義の口座を開設の上、「預金口座振替依頼書」を 11月 25 日(金)までにご提出 

ください。すでにお子様ご本人名義の口座が開設されている場合はそちらの口座の「預金口 

座振替依頼書」をご提出ください。 

 

(2)諸経費は以下の通りです。 

①年次経費（年度初頭引き落とし） 

施設設備費   30,000円 

保健衛生費    5,000円 

冷暖房費      6,000円 

＜合計＞       41,000円   

 

②月次経費（毎月 28日に引き落とし、休日の場合には銀行翌営業日） ※1 

保育料      4,300円 ※2 

教材費      3,000円 

バス利用料    5,000円（バス利用者のみ） 

＜合計＞       7,300円（徒歩通園者） 

12,300円（バス利用者） 

※1.月次経費は年間を通じて必要な額を 12等分したものです。8月等保育日が少ない月でも同様   

  に引き落とされます。 

※2.助成金による補助（25,700 円/月）が適用された金額です。 
 
 

8.通園バスの利用について 
・バスコースは年度ごとに利用者の居住地に応じて調整されます。（停車位置がご要望を反映 

できない場合もあります）詳細はバス担当者にご相談ください。 

・バスコース上の場所であっても、他園から 300メートル以内には乗降場所を設定することが 

できませんのでご了承ください。 

 

9.問合せ・連絡先  

学校法人尾﨑學院 銀嶺幼稚園   

住所：〒221-0005 神奈川県横浜市神奈川区松見町 2-376  

電話番号：045(421)0808  

メールアドレス：info@ghinrei.ac.jp  

URL:https://www.ghinrei.ac.jp  

 

https://www.ghinrei.ac.jp/


本人氏名 保護者氏名

入金日

入金金額

「入金証明書」

　※金融機関ATMにてお支払い時のご利用明細票等を貼付してください。

　※オンライン決済、ネットバンキングご利用の際は、振込振替取引結果印刷画面や入金確認後の画面等を

　　ご自身でプリントアウトし、貼付してください。

　※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。

　※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。

＊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

　　　　　    学校法人尾﨑學院　

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

総務記入欄

銀嶺幼稚園 入園考査料入金証明書提出用紙
（フリガナ）

　　　年　  　　　月　　　  　日

¥5,000



入金日

入金金額

「入金証明書」

　※金融機関ATMにてお支払い時のご利用明細票等を貼付してください。

　※オンライン決済、ネットバンキングご利用の際は、振込振替取引結果印刷画面や入金確認後の画面等を

　　ご自身でプリントアウトし、貼付してください。

　※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。

　※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。

＊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

　　　　　    学校法人尾﨑學院　

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

総務記入欄

銀嶺　園子

　　〇〇　年　〇〇　月　〇〇日

¥5,000

本人氏名

（フリガナ） ギンレイ　ソノコ
保護者氏名 銀嶺　園男

＜記入例＞  銀嶺幼稚園 入園考査料入金証明書提出用紙
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