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こばとこども園 ネストについて 

こばとこどもえんネストは、幼保連携型の認定こども園になります。認定こ

ども園とは、教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の機能や特長

をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。 

 

 

保育目標・保育方針 

 

“はばたくちからがおいかけっこ”子ども達がやる気をばねにし、のびのびと

元気よく可能性のつばさを広げてほしいという願いを込めています。子どもの

主体性を大切にし、生活の中で様々な体験ができる教育・保育を行います。土

や泥に触れたり、木や花などの自然を体験したり、また絵の具や工作を体いっ

ぱいに表現できる遊びを通して、友達とその楽しさ・喜びを感じてもらえるよ

うにしていきます。子ども達の安全を第一に取り組んでいきますが、集団生活

の中でのすりきずや切り傷、またお友達同士でのケンカも大切な経験となりま

す。是非、ご理解頂きたくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



園の概要 

 名称：こばとこどもえん ネスト 

 施設類型：幼保連携型認定こども園 

 教育・保育を提供する日及び時間 

【１号認定児】 

提供する日 月曜日～金曜日 

提供する 

時間 

教育時間 10時～14時 

延長保育 朝:7時 30分～8時 30分 

夕：保育終了後～19時 30分 

土曜日：8時 30分～17時 30分 

休園日 土曜・日曜・祝日 

夏季（7月 20日～8月 31日） 

冬季（12月 20日～1月 9日） 

春季（3月 22日～4月 6日） 

※年度により変更があります。 

※詳細は、入園後の年間予定表をご確認下さい。 

 

【2号・3号認定児】 

提供する日 月曜日～土曜日 

提供する 

時間 

開所時間 平日 7時 30分～19時 30分 

土曜日 7時 30分～18時 30分 

保育時間 

 

保育標準時間 7時 30分～18時 30分 

（11時間） 

保育短時間 8時 30分～16時 30分 

（8時間） 

延長時間 保育標準時間  

夕：18時 30分～19時 30分 

保育短時間 朝：7時 30分～8時 30分 

夕：16時 30分～19時 30分 

休園日 日曜・祝日 

年末年始（12月 29日～1月 3日） 

 



 
 
 場所：柏の葉高校前 

 

 

 

 

 

  

時間 7:30 8:30 10:00 14:00 16:30 17:00 18:00 18:30 19:30

1号児 延長保育 登園時間

2号児（標準）

2号児（短） 延長保育 保育時間

3号児（標準）

3号児（短） 延長保育

教育時間 延長保育

教育時間保育時間 保育時間

保育標準時間（11時間） 延長保育

保育短時間（8時間） 延長保育

延長保育

延長保育教育時間 保育時間



定員 

 ３号 ２号 １号 合計 

０歳児 ４名   ４名 

１歳児 １６名   １６名 

２歳児 ２０名   ２０名 

３歳児  ３１名 ２９名 ６０名 

４歳児  ３１名 ２９名 ６０名 

５歳児 
 ３１名 ２９名 ６０名 

令和４年度 １３名 １７名 ３０名 

利用者負担額（予定額です変更の場合があります） 

内容 0・1・2 歳児 

（３号児） 

3・4・5 歳児 

（２号児） 

3・4・5 歳児 

（１号児） 

入園時負担額 受入れ準備金 ― 

3 歳進級時に納入 

50,000 円 50,000 円 

月額負担額 保育料 柏市が決定する

基本保育料 

保育料無償化 保育料無償化 

 

特別教育費  2,500 円 2,500 円 

環境充実費 500 円 2,500 円 2,000 円 

施設整備費 500 円 1,500 円 1,000 円 

行事費 600 円 600 円 600 円 

給食費 保育料に含む 6,500 円 4,500 円 

月額負担額計 

（保育料以外） 

1,600 円 13,600 円 10,600 円 

※月額負担金は、費用を 12ヵ月で等分しお納め頂いています。 

※年度により、改定される場合もあります。 

※遠足代、お泊り保育代、卒園積立（5歳児）は別途徴収させて頂きます。 

※その他、制服代（園服・体操服・スモック・かばん等）、保育用品代など

実費にて徴収させて頂きます。 

 



延長保育 

急な業務等で予定通りにお迎えに行くことができない場合にも対応いたしま

す。 

  

 利用時間帯 料金 

1号児 7:30～8:30 

14:00～18:30 

150円／30分 

18:30～19:30 300円／30分 

2号児・3号児（標

準時間） 

18:30～19:30 300円／30分 

2号児・3号児（短

時間） 

7:30～8:30 

16:30～18:30 

150円／30分 

18:30～19:30 300円／30分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



入園について 

⚫ 1号認定児 

願書配布 １０月１５日より配布開始（数に限りはございません） 

入園受付 １１月１日 午前８時 

申込方法 願書を直接 こばとこどもえんネストへ提出 

 

選考方法 先着順にて受付をし、面接後選考結果を通知致します 

 

⚫ 2・３号認定児 

願書配布 １１月上旬より予定 柏市所定の申込用紙配布 

入園受付 １１月上旬より予定 柏市募集開始時期 

申込方法 こばとこどもえんネストを第１希望の場合は、園に直接提出 

 

選考方法 柏市の保育を必要とする基準により、柏市にて選考 

選考結果は、２月頃予定 

 

優先受付について（１号児のみ） 

①在園の弟・妹 

 こばとこどもえんネストに在園（令和３年 11月 1日現在）の弟・妹 

 

②未就園児クラス 

こばとこどもネスト ２歳児ルーム（ネストルーム）に入会している方 

 

 

 

 

 



園服について（3 歳児より、園服着用での登園となります。） 

夏服 

ポロシャツ、ズボン orスカート、リュック 

※指定のポロシャツがありますが、普段は無地ポロシャツであれば市販のも

ので結構です。 

冬服 

ポロシャツ、トレーナー（赤）、ズボン orスカート、リュック 

※行事の際は、指定のポロシャツ（白）トレーナー（赤）を着用頂きます。

その他ご希望により、紺色のポロシャツ・トレーナーもご用意してありま

す。 

 

 

 

年間行事 

4月 はじめましての会 

5月 新入・進級記念撮影、子どもの日集会 

6月 虫歯予防集会、歯科検診、保育参観 

7月 プール開き、なつまつり、内科検診 

9月 園児引き渡し訓練 

10月 運動会、ハロウィン 

11月 内科検診、おいもほり 

12月 クリスマス会 

1月 おもちつき、個人面談 

2月 生活発表会、節分集会 

3月 ひなまつり集会、お別れ会 

※毎月誕生会・避難訓練を行います。３歳以上児の誕生会には、誕生児の保

護者も参観して頂きます。 

年度により、行事内容が変更になる場合があります。 

 



０歳～２歳児 一日の流れ 

７：30 朝の預かり保育 

８：30 

 

順次登園 

自由遊び 

9：30 

 

排泄・手洗い 

おやつ 

10：00 

 

朝の集まり（挨拶・歌） 

クラス活動・散歩 

11：00 昼食 

12：00 午睡 

 14：30 目覚め・検温・排泄・手洗い 

 15：00 おやつ 

 15：40 帰りの会 

 16：30 順次降園・延長保育 

 19：30 閉園 

 

３歳～5歳 一日の流れ 

7：30 朝の預かり保育 

8：30 

 

順次登園 

自由遊び 

10：00 朝の活動 

10：15 クラス活動 

11：30 昼食 

12：30 午睡・自由遊び 

13：45 帰りの会 

14：00～ 順次降園・延長保育 

19：30 閉園 

 



給食について 

「子ども達の心と身体を育てる給食」をコンセプトに園内の調理室でつくっ

たあたたかい給食を提供していきます。また、ランチルームから調理室をの

ぞけることや、食材に触れる体験を通して、子ども達の食への関心を高めて

います。 

 

保護者との連携 

携帯専用アプリを利用し、連絡帳のやり取りを行います。 

 

教育・保育環境について 

・体育指導 

専任の体育講師による指導 

・ICT教育（5歳児） 

 プログラミングを通して思考力を育て、友達と力を合わせて取り組み事 

 で、言葉による伝えあい（表現力）を身に付けます。 

・ミニアトリエコーナー 

 様々な素材を使った造形活動を通して、子ども達の五感を刺激し、好奇心

を高め、心豊かな子どもを育てます。 

・ランチルーム 

ランチルーム横に併設された給食室よりあたたかい給食を提供します。年

齢により、自分で盛り付けるブッフェ形式で提供します。 

・屋外園庭 

 井戸水を利用したじゃぶじゃぶ池や丸太橋等の木材遊具は、もちろん、築

山や樹木、土等の自然を体験することで子ども達の心を豊かに育てていき

ます。 

・課外教室（３歳以上児） 

ご希望の方が個別に申込となります。 

〇体育指導 毎週火曜日 

〇ダンス教室（エイベックスダンス）毎週水曜日 

 



園バスについて 

園バスでの送迎を予定しております。 

朝：８時～９時３０分頃 

帰：１４時～１５時３０分頃 

 

 

 

 
R3年度 バスルート 


