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はじめに 

２０１５年度から子ども・子育て支援新制度がはじまり、幼児教育・保育施設は、幼稚園・

保育所・認定こども園・家庭的保育者（保育ママ）・小規模保育園などと多様化しています。 

この冊子には、町田市内における幼児教育・保育施設の情報が掲載されています。幼稚園

や保育園などの入園を検討しているご家庭のみなさまに施設のさまざまな情報をご紹介す

ることで、事前に入園後のイメージをお持ちいただきたいと考えています。 

幼稚園・保育園等は、園によってさまざまな教育・保育の取り組みを行っています。この

冊子をきっかけにして、ぜひ一度、幼稚園・保育園等にお子さまと一緒に見学においでくだ

さい。ご家庭の状況や考え方に共感できる施設と出会う一助となれば幸いです。 

２０２２年７月  

町田市子ども生活部保育・幼稚園課 
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町田市内の教育・保育施設の種類 

施設種類 
私学助成 

子ども・子育て支援新制度 

施設型給付 

幼稚園 幼稚園 認定こども園 認定こども園 

施設の特長 

満３歳以上の未就学のお子さんが教育を受け

る施設。 

預かり時間は基本的に４時間程度だが、多く

の園で早朝から夕方までの預かり保育を実施

している。 

保護者が仕事や病気等の理由のため

に、家庭で保育することが困難なお子

さんを保育する施設。幼稚園と保育園

の機能や特長をあわせもつ。３歳児以

上のお子さんは幼児教育と保育をあわ

せて受けることができる。 

入園できる年

齢

３～５歳児※1 

歳

１～５歳児 

支給認定の必要 無 有 有 

支給認定の区分 １号 ３歳未満：３号 ／ 満３歳以上：２号 

開園日 月曜日～金曜日 月曜日～土曜日 

年齢別に求めら

れる職員の数 

（この他、必要に

応じて配置される

職員がいます） 

１学級あたり

専任教諭１人

（１学級の幼

児数は 35人

以下が原則） 

3 歳児：20 人に 1 人（施設によっては

15人に 1人） 

4～5歳児：30人に 1人 

幼保連携型 

1歳児：5人に 1人※2 

2歳児：6人に 1人 

3歳児：20人に 1人（施

設によっては 15人に 1

人）、 
4～5歳児：30人に 1人 

幼稚園型 

2歳児：6人に 1人 

3歳児：20人に 1人 （施

設によっては 15 人に 1

人）、 
4～5歳児：30人に 1人

保育に携わる職

員の免許・資格

（特例的に認めら

れる場合もありま

す）

幼稚園教諭 

（一種・二種・専修） 

幼保連携型 １～５歳児：保育教諭 ※3 

幼稚園型 ２歳児：保育士 ３～５歳児：保育教諭 ※3（両免許・資格

の併有が望ましいが、いずれかでも可） 

食事の提供 各施設による 給食※5 

保

育

料 

金額 

（月額） 
各施設による 

市町村民税額に応じて 

市が定める金額 
市町村民税額に応じて市が定める金額 

納付先 各施設 各施設 

申込先 各施設 
１～２歳児：市 

３～５歳児：各施設 

※1 プレ保育や預かり保育を利用して、１・２歳児からも利用できる園があります。
※2 市独自に配置している人数です。
※3 幼稚園教諭＋保育士資格
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子ども・子育て支援新制度 
認可外保育施設（一部） 

施設型給付 地域型保育給付 

認可保育園 小規模保育園 家庭的保育者（保育ママ） 企業主導型保育 認証保育所 

保護者が仕事や病気

等の理由のために、

家庭で保育すること

が困難なお子さんを

集団で保育する施

設。 

保護者が仕事や病気

等の理由のために、

家庭で保育すること

が困難な０歳～２歳

児のお子さんを最大

１９人まで保育する

施設。 

保護者が仕事や病気

等の理由のために、家

庭で保育することが

困難なお子さんを家

庭的保育者の自宅な

どで保育する施設。 

０歳～２歳児までの

お子さんを、少人数で

家庭的な雰囲気のも

とで保育を行う。 

企業で働く従業

員に、働き方に応

じた保育サービ

スを提供する施

設。国が定める設

置基準を満たし

ている。施設によ

っては従業員以

外の利用枠があ

る。 

東京都が定める

設置運営基準を

満たし、東京都の

認証を受けた保

育施設。 

０～５歳児 ０～２歳児 ０～２歳児 各施設による 

有 有 各施設による 

３歳未満：３号 ／ 満３歳以上：２号 
  ３歳未満：３号 

満３歳以上：２号 

月曜日～土曜日 月曜日～土曜日 月曜日～金曜日 各施設による 

0歳児：3人に 1人 

1歳児：5人に 1人※2 

2歳児：6人に 1人 

3歳児：20人に 1人、 
（施設によっては 15 人に

1人）

4～5歳児：30人に 1人 

0歳児：3人に 1人 

1歳児：5人に 1人※2 

2歳児：6人に 1人 

0～2歳児：3人に 1人

（補助者を置く場合は 5人

に 2人） 

0歳児：3人に 1人 

1～2歳児：6人に 1人 

3歳児：20人に 1人、 
4～5歳児：30人に 1人 

1歳児：3人に 1人 

1～2歳児：6人に 1人 

3歳児：20人に 1人、 
4～5歳児：30人に 1人

保育士 保育士
家庭的保育者 ※4

（＋家庭的保育補助者） 

保育従事者の 1/2
以上が保育士 
（保育士以外には研修

実施）

保育従事者の６
割以上が常勤の
保育士 

給食※5 各施設による 

市町村民税額に応じて市が定める金額 各施設による 

市 各施設 各施設 各施設 

市 各施設 

※4 特定の研修を修了する等の要件を満たす必要があります。
※5 アレルギー等の特別食については要相談。

この冊子で紹介している施設です。 
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教育・保育施設の選び方のポイント 

まずは情報収集を 

・ 保育園等について情報の収集や相談をしましょう。

事前に見学を 

・ 入園決定後または入園後に「時間が合わない」「雰囲気が違う」というようなことがないよう、

決める前に必ず施設を見学しましょう。

・ 各施設に連絡をして、見学日程を調整しましょう。

・ 必ず希望保育園等の受け入れ年齢、開園時間、延長保育時間等を確認しましょう。

複数の園を見学しましょう 

・ １つの園だけでなく、可能な限り多くの園を見学してみましょう。比較することによって各ご家

庭に適した園を見つけることができます。

見た目だけで決めないで 

・ キャッチフレーズ、建物の外観がきれい、園庭の遊具が楽しそうなど、見た目だけで決めるのは

おすすめできません。保育の様子や保育方針なども確認してみましょう。

保育の様子を見て 

・ 各園の可能な範囲で、子どもたちの保育室での様子を見学させてもらいましょう。

（※園によっては乳児室に入れない場合があります。）

・ 子どもたちは笑顔で楽しそうに遊んでいますか。表情がいきいきとしているか見てみましょう。 

・ 先生たちの子どもへの言葉のかけ方や接し方は穏やかですか。笑顔で子どもたちに接している

か見てみましょう。

施設の様子を見て 

・ 子どもたちの遊びに合ったおもちゃが置いてありますか。また外遊びをしているか聞いてみま

しょう。

・ 園庭の無い園は、天気の良い日はどのように過ごしているか聞いてみましょう。

・ 陽当たりや風通しがよいか、また清潔か見てみましょう。

保育の方針を聞いて 

・ 園長や保育する人から、保育方針や保育内容について聞いてみましょう。

・ 園の子どもたちに対する思いに共感できましたか。

・ どんな給食が出されているか聞いてみましょう。

・ 子どもが病気や怪我をしたときはどのように連絡が来るか、連絡帳などでの家庭との連絡や参

観の機会などがあるか、聞いてみましょう。

預けはじめてからもチェックを 

・ 預けはじめてからも、折にふれて保育のしかたや子どもの様子を見てみましょう。

疑問は率直に 

・ 疑問があったら、園の先生に相談してみましょう。
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教育・保育施設の見学のポイント 

お子さんと一緒に見学に行きましょう。 

～ 施設選びのポイント ～ チェック

保育方針を聞きましたか。園の子どもたちに対する思いに共感できましたか。 

0歳児室は一人ひとりの生活リズムにあったスペースが確保されていますか。 

子どもたちの遊びにあったおもちゃが置いてありまか。 

子どもたちは、笑顔で楽しそうに遊んでいますか。 

先生たちは、子どもたちに笑顔で接していますか。 

先生たちの子どもたちへの言葉のかけ方や接し方は、穏やかで愛を感じますか。 

保護者の参加が必要な行事は年間でどれくらいありますか。（平日？休日？） 

子どもたちの安全は、どのように守られていますか。（セキュリティの面等） 

子どもが病気や怪我をしたときは、どのように連絡が来ますか。（電話？メール？） 

保育料金以外の費用（教材・園服・カバン等）は何かありますか。 

延長保育は、どのような利用方法になっていますか。（時間・料金・過ごし方等） 

部屋の中が整理整頓され、掃除は行き届いていますか。 

日当たりや風通しは十分に確保されていますか。 

園庭のない園。天気の良い日はどのように過ごしますか。 
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相談窓口 

（１）保育コンシェルジュ『入園や保育サービスに関すること』

 就学前までのお子さんの保護者を対象に幼稚園や保育園等の施設・保育サービスの情報提供や相

談・助言を行います。公立保育園等での保育経験豊富な職員です。 

○たとえばこんな相談があります。

・幼稚園と保育園等の違いについて

・保育園等の見学のポイントについて

・家の近くの幼稚園や保育園等の情報等

それぞれのご家庭の状況に応じたアドバイスを行います。電話相談も受付します。 

相談場所 電 話 所在地 相談日時 

保育・幼稚園課 

（市庁舎２階 204窓口） 
042-724-2137 森野2-2-22 

月曜日～金曜日 

9:00～17:00 

祝日・12/29～1/3を除く 

（２）地域の相談窓口『地域の情報や子育てに関すること』

  地域の育児相談や様々な子育ての悩み事相談、また、子育てサークル活動などの相談にも応じます。 

相談場所 電話 所在地 相談日時 

堺地域子育て相談 

センター※
042-770-7446

相原町2025-2 

（子どもセンターぱお内） 
月曜日～金曜日 

8:30～17:00 

祝日・12/29～１/３を

除く 

※堺・町田地域子育

て相談センターにつ

いては、8:30～10:00

は電話相談のみとな

ります。

忠生地域子育て相談 

センター
042-789-7545

山崎1-2-14 

（山崎保育園内） 

鶴川地域子育て相談 

センター
042-734-3699

大蔵町1913

（子どもセンターつるっこ内） 

町田地域子育て相談 

センター※
042-710-2747

中町1-31-22 

（子どもセンターまあち内） 

南地域子育て相談 

センター
042-710-2752

金森東1-12-16 

（金森保育園内） 
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７：００ ・順次登園

・早朝保育

９：００
・クラス別保育

・補食

・遊び、活動

１１：００

１２：００

１３：００

１５：００

昼食

午睡

・補食

・遊び、活動

１６：００

・夕方保育

・順次降園

１８：００

・補食

・延長保育

・クラス別保育

・幼児教育

・遊び、活動

昼食

午睡

・補食

・遊び、活動

０～２歳児 ３～５歳児

保育園での１日のすごしかた 

保育園における標準的な活動内容です。各保育園によって活動の時間や内容については

様々です。保育標準時間と保育短時間によって登降園の時間が異なります。また、早朝と夕

方の保育は、クラスを合同で行う場合があります。 
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７：００

９：００

１１：００

１２：００

１３：００

１４：００

１６：００

順次降園

１８：００

・幼児教育

・遊び、活動

昼食

・遊び、活動

・降園

・おやつ

・預り保育

３～５歳児

・登園

・預かり保育

登園

幼稚園での１日のすごしかた 

幼稚園における標準的な活動内容です。各幼稚園によって、活動の時間や内容については

様々です。町田市内には、早朝や夕方の預かり保育を利用できる幼稚園も多数あります。 
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よくあるご質問

Ｑ．園選びで重要なことは何ですか？ 

まずは大切なお子さんを中心に、お父さん、お母さんでよく話し合うことです。何歳

から利用を始めるのか・お父さん、お母さんの働き方、今後の生活設計、送り迎えのこ

と、おじいさん・おばあさんからサポートを受けられるかなど、お子さまを園に預け始

めたあとの生活を具体的にイメージしながら、必要な保育について話し合ってみてくだ

さい。 

Ｑ．園を選ぶとき、何をすればよいですか？ 

 まずは情報を集めることが大切です。この施設情報を参考に、開園時間、自宅からの

距離、教育・保育方針など、いろいろな園を比べてみましょう。毎日利用する園ですの

で、生活に無理をきたさないか、ご家庭の状況に適しているか、考えてみてください。

また、思いっきり運動できるところがよいとか、造形活動や音楽に力を入れているとこ

ろがよいとか、お父さん、お母さんの子育ての考え方に合っているかも重要です。気に

なった園を何か所か選び、見学に行く園を決めます。見学はぜひお子さまと一緒におで

かけください。園の第一印象や、園長先生の話に共感した、クラスの先生の対応に好感

を持った、子どもが楽しそうな感じがした、など見学の際に感じたことを大事になさっ

てください。 

Ｑ．施設の種類がたくさんあってよくわかりません。 

 よくお問い合わせをいただくのは、「認定こども園」、「小規模保育園」「家庭的保育者

（保育ママ）」についてです。 

「認定こども園」は、保育園と幼稚園の機能や特徴を併せ持った園です。３歳以上の

お子さんは、幼児教育と保育を併せて受けることができます。また、ご家庭の状況に合

わせて、教育利用と保育利用で預け方を変えることができることも特徴です。 

「小規模保育園」は、０歳（園によっては１歳）から２歳児までのお子さんを最大１９

人まで保育する園です。３歳以降は園によって進級先が設定されていますので、小規模

保育園を選ぶ際は進級先の連携園についても確認するようにしましょう。 

「家庭的保育者（保育ママ）」は、０歳から２歳児までのお子さんを、少人数の家庭的な

雰囲気のもとで保育する園です。利用時間は原則、１日８時間（保育短時間）に限りま

す。 
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Ｑ．幼稚園と保育園、どちらがいいでしょうか？ 

お父さん、お母さんの働き方や、これからの生活設計に伴うお仕事探しなど、ご家庭

の状況を確認しましょう。お子さんをどのくらい預ける必要があるかで、保育園と幼稚

園の選び方が変わってきます。幼稚園でも、早朝や夕方の預かり保育を行なっている場

合があります。 保育園では、幼児期の教育を受けることができないと考えている方も

多いのですが、幼稚園でも保育園でも、幼児期に身につけるべきことを身につけられる

ようになっています。 

Ｑ．入園するための申込み手続きは決まっていますか？ 

希望する園の基本情報「施設類型」を確認してください。 

認可保育園（公立）、認可保育園（私立）、小規模保育園、家庭的保育者（保育ママ）

は、町田市役所保育・幼稚園課に申し込みます。認定こども園は、保育を必要とする１

歳から２歳児（３号児）クラスを申込む場合は町田市役所保育・幼稚園課に、３歳から

５歳児（２号児）クラスを第一希望で申込みする場合は、各認定こども園に申し込みま

す。申込の締切りや必要書類については、「入園のしおり」を確認してください。幼稚園

（新制度適用）、幼稚園（新制度非適用）と、認定こども園を教育で利用する（１号児）

場合は、直接園に申し込みます。手続きについては直接園にお問い合わせください。 

Ｑ．９月の誕生日で２歳になったら、１０月から２歳クラスに申込みできますか？ 

その年度の４月１日時点の年齢がクラス年齢ですので、ご質問の場合、お子さんは１

歳クラスでの申込みとなります。 

Ｑ．何歳から入園できますか？ 

町田市の認可保育園、小規模保育園、家庭的保育者（保育ママ）の０歳児クラスは、

生後８週間を経過したお子さんから申込むことができます。施設情報にはクラス定員が

記載されておりますのでご参照ください。 

Ｑ．園の見学をしたいときはどうすればよいですか？ 

事前に園に連絡し、お日にちや時間を調整したうえでお出かけください。園の雰囲気

を知るために、園が行っている園庭解放や子育て支援事業にも参加してみてください。 
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地域 新制度 
認定こ

ども園 
園名 住所  ページ 

堺   相原 相原町 4445-3 ・・・・・・・・・・・・・・ 15 

堺   町田サレジオ 小山ヶ丘 4-6-2 ・・・・・・・・・・・・・・ 17 

堺   町田すみれ 小山町 4365-1 ・・・・・・・・・・・・・・ 19 

忠生 ○ ○ 子どもの森 常盤町 3031-2 ・・・・・・・・・・・・・・ 21 

忠生   桜美林 常盤町 3613-3 ・・・・・・・・・・・・・・ 23 

忠生 ○ ○ 町田自然 忠生 2-7-5 ・・・・・・・・・・・・・・ 25 

忠生 ○ ○ 正和 山崎町 2261-1 ・・・・・・・・・・・・・・ 27 

忠生 ○ ○ カナリヤ 山崎町 2088-1 ・・・・・・・・・・・・・・ 29 

忠生 ○ ○ 境川 木曽東 3-16-17 ・・・・・・・・・・・・・・ 31 

町田 ○ ○ 玉川中央 玉川学園 2-3-27 ・・・・・・・・・・・・・・ 33 

町田 ○ ○ 開進 藤の台 1-2-1 ・・・・・・・・・・・・・・ 35 

町田 ○ ○ さふらん 本町田 2441 ・・・・・・・・・・・・・・ 37 

町田   玉川学園幼稚部 玉川学園 6-1-1 ・・・・・・・・・・・・・・ 39 

町田 ○  原町田 原町田 3-9-16 ・・・・・・・・・・・・・・ 41 

町田   町田こばと 本町田 2904 ・・・・・・・・・・・・・・ 43 

町田   町田文化 旭町 1-17 ・・・・・・・・・・・・・・ 45 

町田 ○  山ゆり 本町田 3450 ・・・・・・・・・・・・・・ 47 

南   小川 小川 1-18-1 ・・・・・・・・・・・・・・ 49 

南 ○ ○ 高ヶ坂 高ヶ坂 5-6-19 ・・・・・・・・・・・・・・ 51 

南   立華 高ヶ坂 6-29-1 ・・・・・・・・・・・・・・ 53 

南   つくし野天使 つくし野 2-18-4 ・・・・・・・・・・・・・・ 55 

南 ○  鶴間 南町田 2-12-1 ・・・・・・・・・・・・・・ 57 

南 ○ ○ 光 金森 3-41-1 ・・・・・・・・・・・・・・ 59 

南   町田こひつじ 高ヶ坂 2-37-24 ・・・・・・・・・・・・・・ 61 

南 ○  町田ひまわり 金森 1-8-26 ・・・・・・・・・・・・・・ 63 

南 ○  南ヶ丘 小川 6-2-1 ・・・・・・・・・・・・・・ 65 

南   第一富士 成瀬 7-10-19 ・・・・・・・・・・・・・・ 67 

南 ○  成瀬台 成瀬台 2-2-12 ・・・・・・・・・・・・・・ 69 

鶴川 ○  けいしょう 鶴川 1-5-2 ・・・・・・・・・・・・・・ 71 

鶴川 ○ ○ 
フェリシア幼稚園 

フェリシアこども短期大学附属 
三輪町 122-12 ・・・・・・・・・・・・・・ 73 

鶴川 ○ ○ 鶴川シオン 大蔵町 2216 ・・・・・・・・・・・・・・ 75 

鶴川 ○  鶴川平和台 能ヶ谷 6-41-1 ・・・・・・・・・・・・・・ 77 

鶴川   鶴川若竹 野津田町 1303 ・・・・・・・・・・・・・・ 79 

鶴川   藤の台 藤の台 3-2-1 ・・・・・・・・・・・・・・ 81 

鶴川   夢の森 三輪町 1051-2 ・・・・・・・・・・・・・・ 83 

鶴川   和光鶴川 真光寺町 1271-1 ・・・・・・・・・・・・・・ 85 

鶴川 ○ ○ 東平ひまわり 広袴町 543-1 ・・・・・・・・・・・・・・ 87 
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

年間５回程度の縦割り保育を行い、年少・
中・長間の思いやりや協力の気持ちを育て
ます。

年度途中入園

プール開き － クリスマス会 卒園式※

行事に関する補足事項

夏期保育（２日間） 芋掘り・焼き芋 ユニホック・サッカー大会※

土曜参観※ － 発表会（学芸会）※ 人形劇鑑賞

入園式（入園児のみ）※

相原小学校、大戸小学校、小山ケ丘小学校、他

預かり保育の費用
【教育時間開始前】３００円／時
【教育時間終了後】３００円／時

盆踊り※ 運動会※ 餅つき

個人面談※

あり 要相談
３００円／時　（５分２５円）
※長期休業中以外も同額　　　　　　上限１５，０００円

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ７：３０～１８：００

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

職員数

30

開園時間

７：３０～１８：００ １０：００～１４：３０

①午前保育１０：００
～１１：００

②短縮保育１０：００
～１３：００

異年齢保育 あり

無

開園時間
教育時間

平日 その他変則 土曜日

要相談

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

夏休み 7/19～8/31

クラス編成 クラスなし 2 2 2 6

定員数 クラスなし 70 75 75

【教育目標】
　素直で　明るく　元気な子

【目指す子どもの姿】
　・元気よく遊ぶ子
　・仲良くする子
　・挨拶する子
　・話しを聞く子

　自然豊かな環境を活かし、自立に向けた「生きる力」の基礎を育みます。

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

220

合計

相原幼稚園

施設類型 幼稚園（新制度非適用） 設置運営 学校法人 相原保善学園 設置認可年月 1983年4月

TEL 042-782-2104 FAX 042-783-1770 HP http://www.aiharayouchien.com

所在地 町田市相原町４４４５−３

園へのアクセス JR横浜線相原駅より神奈川中央交通「公会堂前」バス停下車５分 送迎バス あり

冬休み 12/23～1/10 春休み 3/23～4/8

2 14 2 18

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等 合計

50

学年別遠足

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 １ヶ月間の預かり保育料合計は15,000円を上限とし、それ以上は戴きません。

月～金

【教育時間開始前】７：３０～９：００
【教育時間終了後】１４：３０～１８：００

おやつの有無実施時間 あり月～金

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

宿泊保育（年長児のみ） 合同遠足 豆まき

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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相原幼稚園

【８．費用・持ち物について】

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

×

× ×

【１４．入園手続き関連】

園庭開放を実施しています。
（基本的に月曜日の午前中）

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

アレルギー対応に関する補足事項 可

入園後、月々かかる費用
給食費一食335円で、食した数を計算します
充実費　小中1300円　高2300円

費用
2歳児　3500円/年
1歳児　1500円/年

実施日数
/週

2歳児　木・金
コース（週1回）
年間22回程度
1歳児　9月より
開始　火曜日（週
1回）　年間８回
程度

行事の公開・
見学について

説明会で公開見学会を実施。それ以外の見学は、応相談で実施します。

入園時に係る費用
入園金９０，０００円（在園児、卒園児の弟妹70000円）
施設費10000円

制服 あり 制服代
男児20300円程度（夏服含む）
女児20410円（夏服含む）

あり その他補足

実施 主な実施時間 10:40～12:00

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

開催頻度
係の方のみ２ヶ月に１回
程度

保護者会費

職員が個別のご相談に応じます。※別に、月１～２回、専属のカウンセラーを配置しており個別の相談に応じています。

年間２回
※希望があれば、随時実
施。

登園時

保護者が購入するもの(任意）・料金 遊び着　１，４００円

送迎バス利用の
補足事項

園バス３台で、１便（早便）、２便（遅便）の合計５便の運行をしています。

補助活動とその費用

【カワイ音楽教室】6600～7700円
【相原サッカークラブ】5,835円
【あいはら新体操クラブ】6,935円
【ECCジュニア】6,600円
【ジャパンスイミング】7,700～9,460円

保護者が購入するもの(必須）・料金 体操着11830円（長袖ジャージ含む）

送迎バス代
　４，０００円（月額）
※８月は集金しません

送迎バスの利用時間
（最長コース） 園出発

１便　８：００
２便　８：４５

園到着
１便　８：４５
２便　９：４０

園出発
１便　１４：３０
２便　１５：００

降園時

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

要相談

完全除去可能なアレルギー品目 無し 代替品の提供 あり（保護者持ち込み）

宗教的配慮をした食事への対応

その他補足事項

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月～金 給食代月額 335円×食した数

エピペンの預かり 可

定期利用

－ 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

入園説明会は９月
詳細はＨＰでご確認ください。

願書配布時期 １０月中旬
入園申し込み
受付時期

－

11月1日

特別保育・子育て支援に関する補足事項
園庭開放を実施しています。
（基本的に月曜日の午前中）

一時預かり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

3,4,5歳児合同で行う活動があります。 年度途中入園

健康診断　引き取り訓練※ － クリスマス発表会※ 卒園式（卒園児と年中）※

行事に関する補足事項 隔月誕生会（誕生月の保護者参加）、毎月避難訓練、年1回引き取り訓練※

－ デイキャンプ（年長児） 豆まき

交通安全・騎馬隊 － 七五三のお祝い お別れ遠足（年長）

入園式（入園児と年長児）※

小山ヶ丘小学校、小山中央小学校、鑓水小学校

無 －【８：００～１８：００】１時間３００円

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ８：００～１８：００

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月）

夏祭り 運動会※ 餅つき

親子遠足※

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

夏休み

預かり保育の費用 【教育時間開始前および教育時間終了後】１時間　３００円

開園時間

８：００～１８：００ ９：００～１４：００
９：００～１１：３０
（行事日など）

異年齢保育 あり

無

開園時間
教育時間

平日 その他変則 土曜日

可

クラス編成 クラスなし 2 2 2 6

定員数 クラスなし 60 60 60

・南多摩の豊かな自然に囲まれた環境の中、広々とした園庭、清潔な園舎でのびのびと遊び、「明るい心」「思いやりのある親切な心」「素直で正直な心」の3つの心
を育てます。
・カトリックの教えを受け、神様に感謝しお祈りを大切にいたします。

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

180

合計

町田サレジオ幼稚園

施設類型 幼稚園（新制度非適用） 設置運営 学校法人 育英学院 設置認可年月 2015年4月

TEL 042-775-3120 FAX 042-775-3121 HP https://machida-salesio.ed.jp/

所在地 町田市小山ヶ丘四丁目6－2

園へのアクセス
・京王相模原線　多摩境駅下車　徒歩10分
・橋本駅北口より神奈中バス 橋76　神奈中多摩車庫行き 「響きの丘」下車　徒歩3分　 「響きの丘」バス停はサレジオ高
専の目の前です。

送迎バス あり

冬休み 12／21～1／11 春休み 3／22～4／7

2 21 7 30

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等 合計

7／22 ～8／25

30以上

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

泥遊び　水遊び 遠足 創立者ドンボスコのお祝い

大きな行事に限り臨
時駐車場20台

聖母祭

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 昼食は弁当持参、おやつ提供はあり

月～金

【教育時間開始前】８：００～９：００
【教育時間終了後】１４：００～１８：００

おやつの有無実施時間 あり月～金

冬（1－3月）

職員数

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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町田サレジオ幼稚園

【８．費用・持ち物について】

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

×

× ×

【１４．入園手続き関連】

１歳児親子教室、2歳児親子教室、園庭開放、保育室開放、ベビーマッサージ、季節手形足形アート

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

アレルギー対応に関する補足事項 可

入園後、月々かかる費用
3歳児　３２,３３０円　４，５歳児３１,３３０円　教材費、施設設備費、冷暖房費込(ここから無
償化の金額が差し引かれます）

費用
月額10,000円
用品代1,500円（帽子・名札
等）

実施日数
/週

4日（週2日の2
コース）

行事の公開・
見学について

見学は、随時受け付けています。園庭開放、保育室開放以外の日をご希望の場合は、ご案内できない日もありますのでご連絡ください。

入園時に係る費用 入園金１００,０００円

制服 あり 制服代
約４０,０００円（体操着、スモッグ、リュック、
手提げ等含む一式）

あり その他補足

実施 主な実施時間 9：30～12：30

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

開催頻度 年に1回程度 保護者会費

園のアドバイスをもとに子育ての関係機関や医師の相談を受け、連携が取れるようにしていただきます。

年に1回

あり（保護者持ち込み）

宗教的配慮をした食事への対応

保護者が購入するもの(任意）・料金
鍵盤ハーモニカ 5060円（小学校使用と同タイプ）
防災ズキン　1530円

送迎バス利用の
補足事項

園バス3台

補助活動とその費用
【スポーツクラブ】月額5,850円、【サッカー】月額5,850円、【チアリーディング】月額5,940円、【ピアノ】月額7,560円、【英語クラブ年中】10回コー
ス5,000円、【英語クラブ年長】10回コース7,000円、【絵画造形クラブ年長】6回コース6,000円、【絵画造形クラブ年中】6回コース4,800円、【サレ
ジオクラブ（高専連携）】1回800円程度

保護者が購入するもの(必須）・料金 園バス利用者は園バスバッジ200円程度

送迎バス代 ３，０００円（月額）
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 8:00 園到着 9:20 園出発

入園申し込み
受付時期

－

11月1日

特別保育・子育て支援に関する補足事項 園庭開放及び保育室の開放をしています。詳しくは園HPをご覧ください。

一時預かり

その他補足事項
鍵盤ハーモニカ、防災ズキン（園置き）は、必要ですが、自宅にある方はそれを使用して構いません。
バス遠足費、デイキャンプ参加費（年長）、親子遠足保険代（20円程度）は別途徴収いたします。

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月・水・金 給食代月額 3,000円程度

エピペンの預かり 可

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

要相談

完全除去可能なアレルギー品目 １，2，3，4，5，8，9，10，11，14のうちバナナ、リンゴ 代替品の提供

定期利用

－ 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

5/27（午前）、6/24（午前）、9/3（午
前）
詳しくは園HPをご覧ください。

願書配布時期 10月15日～

14:00

降園時登園時

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

宿泊保育 お芋ほり サッカー大会・ユニホック大会

冬休み 12/25～1/６ 春休み 3/25～4/7

1 7 2 10

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等 合計

30

小運動会

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 　令和4年度より長期休暇実施

月～金

【教育時間開始前】
【教育時間終了後】
１１：３０～１３：００（学期始め・終わり等）
１４：３０～１７：３０

おやつの有無実施時間 あり月～金

町田すみれ幼稚園

施設類型 幼稚園（新制度適用） 設置運営 学校法人 町田すみれ学園 設置認可年月 1976年12月

TEL 042-773-1151 FAX 042-773-1152 HP http://machida-sumire.jp/

所在地 町田市小山町4365-1

園へのアクセス JR/京王橋本駅徒歩１０分　神奈中バス　久保が谷戸バス停徒歩２分 送迎バス あり

園の環境を生かした直接体験を中心に、心豊かで逞しい心を育てる

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

90

合計

7/22～8/30

クラス編成 クラスなし 2 2 2 6

定員数 クラスなし 25 25 40

冬（1－3月）

職員数

15

開園時間

８：００～１７：３０ ９　：００～１４：００
９：００～１１：３０

（学期始め・終わり等）

異年齢保育 あり

無し

開園時間
教育時間

平日 その他変則 土曜日

可

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

夏休み

預かり保育の費用
【教育時間開始前】
【教育時間終了後】～１７：３０まで８００円

夏祭り 運動会 小学生との交流会（5年生）

春の遠足

無 不可８：００～１６：００で１，２００円

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ８：００～１６：００

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月）

小山ヶ丘小学校・小山中央小学校・小山小学校・相原小学校

遊びの中やクラス単位での交流。お給食・お
遊戯会等行事の中でも交流があります。

年度途中入園

－ － お遊戯会 卒園式※

行事に関する補足事項 ・毎月最終水曜日　誕生会　・毎月第二火曜日　手作り弁当の日

夏期保育 焼きいも会 お別れ遠足（学年ごと）

小学生との交流会(2年生） － 秋の遠足（親子）※ 観劇会

入園式

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
19



町田すみれ幼稚園

【８．費用・持ち物について】

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

×

× ×

【１４．入園手続き関連】

定期利用

－ 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

少人数の予約制です。 願書配布時期 10月15日
入園申し込み
受付時期

－

11月1日

特別保育・子育て支援に関する補足事項 園HPを参照

一時預かり

その他補足事項

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月・火・木・金 給食代月額 1食350円×食べた分の請求

エピペンの預かり 可

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 可 受入れ実績の有無 あり

要相談

完全除去可能なアレルギー品目 1、乳製品　２、卵　３、ゴマ 代替品の提供 あり（保護者持ち込み）

宗教的配慮をした食事への対応

保護者が購入するもの(任意）・料金 水泳帽子

送迎バス利用の
補足事項

補助活動とその費用
【すみれｊｒサッカークラブ】5,800円
【新体操RGすみれ】5,800円
【ECCジュニア（語学）】　6,480円【すみれ体操クラブ】5,800円

保護者が購入するもの(必須）・料金 制服等

送迎バス代 ３，０００円（月額）
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 8:10 園到着 9:10 園出発 14:00

降園時登園時

開催頻度 学期に１回 保護者会費

保護者との面談

年３回

費用 つぼみ組（プレ）月額3,000円
実施日数
/週

1日

行事の公開・
見学について

随時受け付けています

入園時に係る費用 入園準備金30,000円

制服 あり 制服代 男女とも25,000～30,000円

あり その他補足

実施 主な実施時間 9：30～10：30　　11：00～12：00

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業 先生とあそぼ！（年間10回）・先生とあそぼ！サタデー（学期1～2）・園庭開放（年20回）

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

アレルギー対応に関する補足事項 可

入園後、月々かかる費用 特定負担額6,800円

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】

※年度によって異なります。

預かり保育の費用
教育時間開始前３００円
教育時間終了後　１７：００まで６００円　１７：００～１８：００まで１００円

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

お正月遊び

なかよし歓迎会・防犯教室 夏祭り※

子どもの森幼稚園（1号児）

施設類型 認定こども園 設置運営 学校法人 常盤学園 設置認可年月 1975年3月

TEL 042(797)7631 FAX 042(797)8199 HP ｈｔｔｐｓ・・ｗｗｗ。Kodomonomori.org

所在地 町田市常盤町３０３１番地２

園へのアクセス ・最寄り駅：横浜線矢部駅　　　　　　・バス停：常盤より徒歩７分 送迎バス あり

定員数 20 80 80 80

明るくたくましい子どもを育てます。

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

260

合計 ２・３号児の人数

110

夏休み

可

2号児とのかかわり
（認定こども園のみ）

あり 日中は２号児と合同で活動します。

クラス編成 クラスなし 40 40 40 120

７月２１日～８月３１日 冬休み １２月２３日～１月７日 春休み ３月２３日～３月３１日

30

異年齢保育 あり ３・４・５歳児の縦割り保育を実施

無し

開園時間
教育時間

平日 その他変則 土曜日

年度途中入園

入園式※・始業式 お泊り会（年長組） 防災訓練・秋の遠足

職員数

10

開園時間

７：００～１９：００ １０：００～１４：００
１０：００～１１：００
（始業式・終業式等）

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 無

2 32 23 57

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等 合計

春（4－6月）

実施曜日

預かり保育に関する補足事項

月～金

【教育時間開始前】８：００～１０：００
【教育時間終了後】１４：００～１８：００

おやつの有無実施時間 あり月～金

あり 要相談８：００～１８：００で１，２００円

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ８：００～１８：００

夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

運動会※ 発表会※

親子会※ 夏季保育 作品展※ スポーツ大会・ドッチボール大会

春の遠足（年長組）・親子遠足※ プール遊び遊び クリスマス会 お別れ会・卒園式※

小山田南小学校、小山小学校　　小山田小学校　

避難訓練（毎月）・誕生会（毎月）※ 避難訓練（毎月）・誕生会（毎月）※ 避難訓練・誕生会（毎月）※ 避難訓練・誕生会（毎月）※

行事に関する補足事項

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
21



子どもの森幼稚園（1号児）

【８．費用・持ち物について】

●保育料（利用者負担額）は、世帯の市町村民税額を基準に居住地の市町村が決定します。その他、特定負担額や実費等の徴収金がかかることがあります。

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

無

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

○

○ ○

【１４．入園手続き関連】

入園説明会
開催時期

9月　詳しくは園HPをご覧ください。 願書配布時期 10月中旬
入園申し込み
受付時期

5時間未満500円、5時間未満10時間未満1,000円

11月初旬

特別保育・子育て支援に関する補足事項

一時預かり

宗教的配慮をした食事への対応

アレルギー対応に関する補足事項

保護者が購入するもの(任意）・料金

送迎バス利用の
補足事項

定期利用

1歳児から 一時預かりの費用

学童一時預かり

補助活動とその費用

保護者が購入するもの(必須）・料金

送迎バス代 ２５００円（月額）
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 8:00～順次 園到着
9:4５到着
（最終便）

園出発 14:00～順次

退園時登園時

開催頻度 － 保護者会費

年2回

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 無

5100円（月額）

エピペンの預かり 要相談

行事の公開・
見学について

説明会以外の見学は随時受け付けますので、まずは園にご連絡ください。

入園時に係る費用 無し

制服 あり 制服代 一式迄は無料

－ その他補足

実施 主な実施時間 9:00～11:30

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

不可

完全除去可能なアレルギー品目 代替品の提供

ひよこぐみ（1歳～未就園児親子）つくしんぼの日（0歳～未就学児親子）

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

入園後、月々かかる費用 特定負担額5300円、父母協力費３００円

費用 初回のみ10,000円
実施日数
/週

4日（月）

無

その他補足事項

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月火木金 給食代月額

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

生活は異年齢3,4,5歳児合同、発達に応じた
活動は横割りとなります。

年度途中入園

読み聞かせの会 － クリスマス※ ギッズラグビーなど

行事に関する補足事項
園児向け行事…そのほか、大学と連携して昆虫観察、顕微鏡観察、異文化理解体験、園外保育などがある。
保護者向け…大学と連携し子育て支援講座「ほっこりカフェ」を定期的に開催している。

宿泊保育 観劇 お別れ遠足

花の日礼拝 － どうぶつ村 修了・卒園式※

入園・進級式※

小山小学校、　小山田南小学校、忠生小学校、淵野辺東小学校、そのほか私立小学校　

預かり保育の費用 ３０分１５０円

夏祭り（年長児のみ）※ 防災訓練※ もちつき会（未定）

遠足

無 要相談３０分１５０円

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ８：００～１７：００

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

職員数

完備

開園時間

８：００～１７：００ ９：００～１４：００
９：００～１２：３０

（水曜日）

異年齢保育 あり

無

開園時間
教育時間

平日 その他変則 土曜日

可

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

夏休み 7/22～8/31

クラス編成 クラスなし 2 2 2 6

定員数 クラスなし 48 56 56

・「多様性を受け入れ、互いに愛し合い自立と自律をし、将来平和を築く人となる」を教育目標としています。
・豊かな自然環境の中で、自由に伸び伸びと過ごします。
・モンテッソーリメソッド、英語、体育、リトミックなどの専門教育のほか、総合学園の資源を活用し、様々な機会を提供します。
・異年齢保育、発達に応じた横割り保育など多様な環境を用意しています。
・大人も子どもも成長する幼稚園を目指します。

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

160

合計

桜美林幼稚園

施設類型 幼稚園（新制度非適用） 設置運営 学校法人 桜美林学園 設置認可年月 1968年3月

TEL 042-797-0796 FAX 042-797-0178 HP https://kids.obirin.ed.jp/

所在地 町田市常盤町3613-3

園へのアクセス
小田急線町田駅よりバス20分
横浜線淵野辺駅よりバス10分
唐沢バス停正面

送迎バス あり

冬休み 12/19～1/10 春休み 3/20～4/6

2 17 5 24

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等 合計

完備

引き渡し訓練※

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 月々の上限割引制度あり

月～金

【教育時間開始前】８：００～９：００
【教育時間終了後】１４：００～１７：００
【水曜日】１２：３０～１７：００

おやつの有無実施時間 あり月～金

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

ディキャンプ（年長児のみ） 運動会※ 生活発表会※

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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桜美林幼稚園

【８．費用・持ち物について】

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

×

× ×

【１４．入園手続き関連】

園庭開放
原則　火・水　9：00～12：00

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。

入園後、月々かかる費用
園バス利用の場合　3000円/月・自宅送迎で駐車場利用の場合　1,000円
給食費　実費

費用
はなぐみ：入会金2,000円
月会費　2,000円

実施日数
/週

はなぐみ：週１回
火曜日、水曜
日、親子参加

行事の公開・
見学について

見学は随時受け付けますので、まずは園にご連絡ください。

入園時に係る費用
入園料130,000円
施設費20,000円

制服 無 制服代 －

あり その他補足

実施 主な実施時間 9：00～12：00

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

開催頻度
新型コロナウイルス感染防止の
ため今年度は中止したが、状況
によって開催。２回程度

保護者会費

インクルーシブ教育を実践していますが、お子様の状況に応じた保育体制を整えるため、まずはご相談ください。

新型コロナウイルス感染防止の
ため年間２回程度を予定

登園時

保護者が購入するもの(任意）・料金 ブラウス、ズボンorスカート、体操着、日除け脱着式紅白帽等5,000円前後

送迎バス利用の
補足事項

園バス3台　3コース

補助活動とその費用

桜美林体育クラブ…月額5,500円
ゼルビアフットボールスクール…月額5,500円
リトミック教室…月額4,000円
キッズダンス教室…月額4,500円
ピアノ教室…月額4,500円

保護者が購入するもの(必須）・料金 おたより帳、道具箱一式、スモック、Tシャツ、ベレー帽子、麦わら帽子、わらじ　15,000円前後

送迎バス代 ３，０００円（月額）
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 8:00 園到着 9:20 園出発 14:10

降園時

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

要相談

完全除去可能なアレルギー品目
誤食を避けるため、全て乳・卵・そば・ナッツ類・甲殻
類除去食

代替品の提供 あり（保護者持ち込み）

宗教的配慮をした食事への対応

その他補足事項 自宅にあるもので代用可のものもあります。

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月曜日・金曜日 （希望制） 給食代月額 2,500円前後

エピペンの預かり 可

定期利用

－ 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

9月
詳しくは園のHPをご覧ください。

願書配布時期 9月～10月
入園申し込み
受付時期

－

10月末

特別保育・子育て支援に関する補足事項
園庭開放、無料子育て相談室、子育て支援講演会等あり。
詳しくは園のHPをご覧ください。

一時預かり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】

※年度によって異なります。

－ － お寺参り（お彼岸・七五三） 修了式（5歳児のみ）※

行事に関する補足事項 毎月誕生会と避難訓練があります。（8月を除く/8月誕生児の誕生会は9月初旬に実施）

山崎小学校、忠生小学校、図師小学校、小山田小学校など

運動会 豆まき

田植え よるのようちえん さつまいも掘り どんぐりもりのギャラリー（創作展）※

じゃがいも掘り － しぜんものがたり ひな祭り

教諭等 事務職員等 合計

春（4－6月）

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 事前申し込み制

月～土（12/29～1/3、祝日は
除く）

【教育時間開始前】７：００～９：３０
【教育時間終了後】１４：３０～１９：００
【土曜日時間】　　７：００～１９：００

おやつの有無実施時間 あり月～土

あり 要相談
３０分１００円　給食代２５０円　１５：１０おやつ、１８：１０おやつ各１００円
※長期休暇中でない土曜日もこれに準ずる。

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ７：００～１９：００

夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

平日 その他変則 土曜日

年度途中入園

入園式（入園児のみ）※ どんぐりもりはおおさわぎ 始業式・引き取り訓練※

職員数

10

開園時間

７：００～１９：００ １０：００～１４：００ －

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

2 47 13 62

園長・副園長
・教頭等

夏休み

可

2号児とのかかわり
（認定こども園のみ）

あり 1号児2号児混合のクラス編成をしています。

クラス編成 クラスなし 4 4 4 12

7/18～8/31 冬休み 12/26～1/9 春休み 3/20～4/7

13

異年齢保育 あり 預かり保育は3～5歳児合同で行います。

無

開園時間
教育時間

定員数 クラスなし 45 45 45

基本理念『いきいき』　1820坪の園庭・雑木林に点在する園舎。子どもが主体となり遊びや様々な体験活動を通して工夫し、没頭し、根気強くやってみる意欲、表現
活動を大切にしています。田植え・稲刈りなども体験し、食とつなげています。（昭和39年・1964年創立）

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

135

合計 ２・３号児の人数

250

幼保連携型認定こども園　町田自然幼稚園（１号児）

施設類型 認定こども園 設置運営 学校法人 正和学園 設置認可年月 1969年11月

TEL 042-791-0015 FAX 042-794-6881 HP http://seiwagakuen.ed.jp/sizen/

所在地 町田市忠生2-7-5

園へのアクセス
小田急線またはJR横浜線「町田駅」より、神奈川中央交通バス「下山崎行き」に乗車、「山崎小学校
前」下車、徒歩6分。または「小山田桜台行き」に乗車、「町田工業高校前」下車、徒歩５分。

送迎バス あり

預かり保育の費用
【教育時間開始前】３０分１００円
【教育時間終了後】３０分１００円　１５：１０と１８：１０におやつ提供。各１００円

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

どんどやき・鏡開き

こどもの日 終業式

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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幼保連携型認定こども園　町田自然幼稚園（１号児）

【８．費用・持ち物について】

●保育料（利用者負担額）は、世帯の市町村民税額を基準に居住地の市町村が決定します。その他、特定負担額や実費等の徴収金がかかることがあります。

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

○

○ ○

【１４．入園手続き関連】

入園後、月々かかる費用 特定保育料6,530円/月　給食費5,000円/月

費用

週2日登園：13,000円
週3日登園：19,500円
週5日登園：30,000円
※町田市外在住児はお問い合わ
せください。

実施日数
/週

5日（週2日登園
コース・週3日登
園コース・週5日
登園コース・があ
ります）

あり（園で用意か保護者持ち込みか要相談）

その他補足事項 税率変動・原材料費の高騰などにより料金が変動する場合があります。

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月～金 給食代月額

行事の公開・
見学について

説明会以外の見学については園HPをご覧ください。

入園時に係る費用 なし

制服 無 制服代 －

無 その他補足

実施 主な実施時間 10：00～15：00

個人面談有り（夏頃/毎年一人一回は必ず行います）
オンラインもあります

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

要相談

完全除去可能なアレルギー品目
１．鶏卵　２．牛乳・乳製品　３．小麦　４．大豆　５．ゴ
マ　６．魚卵　７．魚類　８．肉類　９．果物類

代替品の提供

開催頻度
年に2回
オンラインもあります

保護者会費

面接前（見学時や説明会時など）にお子様の特性などお聞かせいただき、一度ご見学にいらしてください。

年に2回程度
オンラインもあります

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 可 受入れ実績の有無 あり

5,000円

エピペンの預かり 可

補助活動とその費用 無

保護者が購入するもの(必須）・料金
氏名印77円　名札150円　登降園コースバッチ120円　帽子（3年間使用）2,500円　クラス別帽子ヒモ60円　帽子ヒモストッ
パー80円　おたよりケース264円　ポートフォリオ用ファイル313円　トートバッグ295円　通園リュック4,600円　登降園用ネー
ムホルダー（送迎時に保護者が着用）220円

送迎バス代 ４，０００円（月額）
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 8:00 園到着 9:45 園出発 14:00

退園時登園時

片道のみの利用は2,000円（月額）　兄弟割引あり　送迎ステーションの利用については要相談

宗教的配慮をした食事への対応

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出し、栄養士と面談。

保護者が購入するもの(任意）・料金 卒園アルバム・文集　6,000円程度

送迎バス利用の
補足事項

定期利用

1歳児から5歳児（学年） 一時預かりの費用

学童一時預かり

園庭開放、育児講座、はつはなキッズクラブ（親子遊びの会）、給食体験、出前保育

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

入園説明会
開催時期

9月、10月　詳しくは園HPをご覧くだ
さい。

願書配布時期 10月15日
入園申し込み
受付時期

4時間まで1,800円　以降30分200円　給食費別途

11月1日

特別保育・子育て支援に関する補足事項 一時預かりは利用前に登録が必要。（要来園）

一時預かり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】

※年度によって異なります。

預かり保育の費用 １００円／３０分毎

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

おもちつき

園外保育（遠足）(3～5歳児) せいわSDGｓアクション

幼保連携型認定こども園　正和幼稚園（１号児）

施設類型 認定こども園 設置運営 学校法人 正和学園 設置認可年月 1968年9月

TEL 042-791-2746 FAX 042-789-0781 HP http://seiwagakuen.ed.jp/seiwa/

所在地 町田市山崎町2261-1

園へのアクセス 町田駅より神奈中バス「山崎団地」または「山崎バスセンター」行き「山崎団地入口」下車　徒歩3分 送迎バス あり

定員数 クラスなし 15 15 15

緑の木々に囲まれたツリーデッキ、築山、井戸の水路もある広い園庭やオープン保育室、園全体があたたかい雰囲気です。相手の想いを聴き入り、自分の想いも
伝えます。試して、工夫して、作り出す経験をしながら、納得するまで探究します。こどもの興味関心を真ん中に、ご家族・地域・世界ともに「せいわラーニングコミュ
ニティ」としてヒト・モノ・コトとの関係性を重視し、日々の暮らしを大切にしています。

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

45

合計 ２・３号児の人数

183

夏休み

可

2号児とのかかわり
（認定こども園のみ）

あり 日中は2号児と合同で活動します。

クラス編成 クラスなし 2（4グループ） 2（4グループ） 2（4グループ） 0

7/16～8/31 冬休み 12/24～1/9 春休み 3/18～4/7

10

異年齢保育 あり
・日常からすべての学年が関わりあう機会が多い
・4・5歳児ランチルームにて給食

行事による

開園時間
教育時間

平日 その他変則 土曜日

年度途中入園

入園式（入園児のみ） 水遊び 防災引き渡し訓練※

職員数

20

開園時間

７：００～１９：００ １０：００～１４：００ －

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

2 0 0 2

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等 合計

春（4－6月）

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 -

月～土

【教育時間開始前】７：００～９：５９
【教育時間終了後】１４：３１～１９：００
【土曜日】７：００～１９：００

おやつの有無実施時間 あり月～土

あり 要相談１００円／３０分毎

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ７：００　～１９：００

夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

よるようちえん（5歳児） どんど焼き

田植え(5歳児) ピザパーティー 園外保育(2～5歳児) ピザパーティー

玉ねぎ収穫 なんでもやいて味わおう！ あきのかぜフィールドストーリー※ （園庭での親子体験活動） はるのかぜアートストーリー※ (創作展)

七国山小学校・本町田小学校・忠生第三小学校

じゃがいも掘り 夏野菜収穫 稲刈り・さつまいも掘り 修了式(卒園式5歳児)※

行事に関する補足事項 ・誕生会…月に一回実施　・防災訓練…月に一回実施　・年間通して種植え、収穫等活動を実施

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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幼保連携型認定こども園　正和幼稚園（１号児）

【８．費用・持ち物について】

●保育料（利用者負担額）は、世帯の市町村民税額を基準に居住地の市町村が決定します。その他、特定負担額や実費等の徴収金がかかることがあります。

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

○

○ ○

【１４．入園手続き関連】

入園説明会
開催時期

9月18日(土)・9月28日(火)・10月7日
(木)  詳しくは園HPをご覧ください。

願書配布時期 2022年10月15日～
入園申し込み
受付時期

100円/30分毎

2022年11月1日～

特別保育・子育て支援に関する補足事項 -

一時預かり

宗教的配慮をした食事への対応

アレルギー対応に関する補足事項
『町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表』を提出していただきます。当園看護師、管理栄養士と
の面談の上決定。

保護者が購入するもの(任意）・料金 ・卒園アルバム 5,000～6,000円(5歳児)

送迎バス利用の
補足事項

定期利用

1歳～5歳 一時預かりの費用

学童一時預かり

補助活動とその費用 無

保護者が購入するもの(必須）・料金
リュック4,600円・帽子(園オリジナル)　2,500円・お便りケース107円・名札150円・氏名印77円・保護者用ネームホルダー220
円・ポートフォリファイル163円

送迎バス代 ４，０００円（月額）
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 8:00 園到着 8:30 園出発 14:00

退園時登園時

・バス代は年額を12ヶ月で割った金額、保育回数の変動に関わらず月額同額を徴収

開催頻度 年2回 保護者会費

申し込み前にお子さんと一緒に見学・相談が必要です。

学年ごとに年2回
参加自由形式：月2回程度開
催

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

5,000円

エピペンの預かり 可

行事の公開・
見学について

園のHPをご覧ください。

入園時に係る費用 -

制服 無 制服代 －

無 その他補足

実施 主な実施時間
10:00～
14:00/9：00～
15：00

オンライン形式もあり
送迎時に希望者のみのものもあり

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

可

完全除去可能なアレルギー品目
鶏卵　牛乳・乳製品　小麦　蕎麦　ピーナッツ　大豆
ゴマ　ナッツ類　甲殻類　軟体類・貝類　魚卵　果物類

代替品の提供

未就園児親子あそび会『ころころひろば』、地域の居場所『ゆったりラウンジ』、園庭開放

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

入園後、月々かかる費用

・施設設備費　3,060円/月
・施設維持費　510円/月
・体験教育活動費  1,530円/月
・食育活動日　1,430円/月

費用

【定期利用】
週五日　4時間まで22,000円
週五日　6時間まで33,000円
上記を超えた時間200円/30分
給食費250円/1食　おやつ100円/1
食

実施日数
/週

5日

あり（園で用意か保護者持ち込みか要相談）

その他補足事項 -

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月～土 給食代月額

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】

※年度によって異なります。

預かり保育の費用
【教育時間開始前】１００円
【教育時間終了後】６００円

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

カナリヤこども園（１号児）

施設類型 認定こども園 設置運営 学校法人 福川学園 設置認可年月 1969年6月

TEL 042-791-2290 FAX 042-789-7374 HP https://kanariya.ac.jp/

所在地 町田市山崎町2088-1

園へのアクセス 小田急町田駅から神奈中バス「山崎団地」行き「北一号」バス停まで20分、バス停より徒歩4分 送迎バス あり

定員数 クラスなし 75 75 75

●人間としての立派な人格形成の土台作りを行うこと
●素直で情操豊な心を持つこと
●子どものもつ創造力の芽を育てること　　上記を念頭に、躾を重んじながら、どの子も“あかるく・やさしく・たくましい子ども”になるように、保育を行っています。
　―　重視していること　―
○しっかりお話が聞ける
○集中して最後までやり通す
○何事にも感謝の気持ちを持つ
○きちんとあいさつをする

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

225

合計 ２・３号児の人数

85

夏休み

可

2号児とのかかわり
（認定こども園のみ）

あり クラス編成は、１号・２号の別はありません。また、カナリヤ保育園の３号児と合同の行事等があります。

クラス編成 クラスなし 4 3 3 10

7/18～8/31 冬休み 12/19～1/6 春休み 3/19～4/7

20

異年齢保育 あり
3歳児～開始。カナリヤ保育園の１～２歳児と合同の行事のほか、
３～５歳児の合同の活動があります。

無

開園時間
教育時間

平日 その他変則 土曜日

年度途中入園

入園式（入園児のみ）※ 七夕、宿泊保育（年長のみ）、夕涼み会※、 引き渡し訓練※、運動会※、こどもまつり※、

職員数

5

開園時間

７：３０～１８：３０ ９：３０～１３：３０
９：３０～１１：３０

（始業式・終業式など）

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

2 31 7 40

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等 合計

春（4－6月）

実施曜日

預かり保育に関する補足事項

月～金

【教育時間開始前】７：３０～９：３０
【教育時間終了後】１３：３０～１８：３０

おやつの有無実施時間 あり月～金

無 要相談１，３００円

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ７：３０～１８：３０

夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

豆まき、ひなまつり会※、

学年会（懇談会）、遠足（年少のみ親子参加）、 夏期保育 芋掘り（年中・年少のみ）※、柿もぎ（年長のみ）、 ユニフォック大会（年中のみ）※、

母の日参観※、父の日参観※、プラネタリウム（年長のみ）、 － 焼き芋大会、もちつき、クリスマス会 サッカー大会（年長のみ）※、

お店やさんごっこ － － お別れ遠足（年長のみ）、

七国山小学校などの近隣の小学校

－ － － 卒園式（卒園児のみ）※

行事に関する補足事項 行事には、接続施設のカナリヤ保育園と共同開催のものも含まれます。

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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カナリヤこども園（１号児）

【８．費用・持ち物について】

●保育料（利用者負担額）は、世帯の市町村民税額を基準に居住地の市町村が決定します。その他、特定負担額や実費等の徴収金がかかることがあります。

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

無

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

×

× ×

【１４．入園手続き関連】

定期利用

－ 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

9月頃 願書配布時期 10月中旬
入園申し込み
受付時期

－

11月初旬

特別保育・子育て支援に関する補足事項 園庭解放、室内解放など（カナリヤクラブ）のほか、マタニティクラスも実施しております。

一時預かり

4,300円

エピペンの預かり 可

宗教的配慮をした食事への対応

アレルギー対応に関する補足事項 給食担当教諭との面談・書類提出あり。

保護者が購入するもの(任意）・料金
カバン３，８３０円、上靴入れ１，８８０円、体操服上下４，７００円、ウィンドブレーカー４，７５０円、
その他活動に必要な各種用品代７，９４０円、登降園ＩＤカード５００円

送迎バス利用の
補足事項

補助活動とその費用
往復月額３，５００円
片道月額２，０００円

保護者が購入するもの(必須）・料金
【幼体連サッカー教室】3,240円
【ローランド音楽教室】6,500円
【ジンジン英会話教室】3,000円

送迎バス代
往復月額３，５００円
片道月額２，０００円

送迎バスの利用時間
（最長コース） 園出発 8:00 園到着 9:40 園出発 13:45

退園時登園時

開催頻度 － 保護者会費

年１回（学年会）

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

行事の公開・
見学について

随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡下さい。

入園時に係る費用 入園準備費２５，０００円

制服 あり 制服代
男児１８，９６０円、女児１９，４１０円（夏服含
む）

－ その他補足

実施 主な実施時間 9:00～11:30

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

不可

完全除去可能なアレルギー品目 ２．牛乳・乳製品３．小麦６．大豆１２．魚類　１３．肉類 代替品の提供

園庭解放、室内解放など（カナリヤクラブ）

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

入園後、月々かかる費用 教育活動充実費３，５００円、教育環境充実費２，０００円、食育活動費４，３００円

費用
入会金5,000円
保育料6,000円／月

実施日数
/週

4日

あり（保護者持ち込み）

その他補足事項 カラー帽子５００円、その他各種用品

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日
月～土（土曜日は2号
認定児のみ）

給食代月額

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】

※年度によって異なります。

預かり保育の費用

【早朝特別保育７：３０～８：００】２５０円
【早朝保育】無料
【延長保育１４：００～１８：００】２５０円／ｈ
【延長特別保育１８：００～１８：３０】２５０円

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

作品展※

歯科検診・内科健診 プール遊び

認定こども園　境川幼稚園

施設類型 認定こども園 設置運営 学校法人 町田きそ学園 設置認可年月 1968年2月

TEL 042-791-3680 FAX 042-793-5556 HP http://www.sakaigawa.jp

所在地 町田市木曽東3丁目16-17

園へのアクセス 古淵駅より徒歩10分 送迎バス あり

定員数 18 60 60 60

「じょうぶなからだ」「やさしいこころ」「よくかんがえるこども」の3本柱が教育目標です。よく遊び、よく学び、様々なことを体験することで子どもたちの健やかな成長を
支えていきます。

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

198

合計 ２・３号児の人数

40

夏休み

可

2号児とのかかわり
（認定こども園のみ）

あり 日中は2号児と合同で活動します。

クラス編成 1 3 2 2 8

7月20日から8月31日まで 冬休み 12月20日～1月6日まで 春休み 3月18日から4月8日まで

20

異年齢保育 あり 毎日、園庭で年少児、年中児、年長児が一緒に遊びます。

無

開園時間
教育時間

平日 その他変則 土曜日

年度途中入園

入園式（入園児のみ）※ 七夕会 避難引き取り訓練※

職員数

30

開園時間

７：３０～１８：３０ ９：００～１４：００
９：３０～１１：３０

（始業式・終業式）

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

2 27 10 39

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等 合計

春（4－6月）

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 1号児の場合は、お得なチケットがあります。

月～金

【教育時間開始前】７：３０～９：００
【教育時間終了後】１４：００～１８：３０

おやつの有無実施時間 あり月～金

あり 要相談特別早朝保育・特別延長保育以外は１時間２５０円

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ７：３０～１８：３０

夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

運動会※ 参観週間※

参観週間・土曜参観※ 夕涼み会※ 秋の遠足 サッカー大会（年長）※

春の遠足 夏のお楽しみ会 参観週間※ お別れ会

木曽境川小学校　忠生第三小学校

プール開き － 発表会※ 修了式・卒園式※

行事に関する補足事項 誕生会が毎月1回あります。ジャガイモ掘り、さつまいも掘りが春と秋にそれぞれあります。

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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認定こども園　境川幼稚園

【８．費用・持ち物について】

●保育料（利用者負担額）は、世帯の市町村民税額を基準に居住地の市町村が決定します。その他、特定負担額や実費等の徴収金がかかることがあります。

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

無

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

○

○ ×

【１４．入園手続き関連】

入園説明会
開催時期

６月・９月　詳細は園HPをご覧くださ
い。

願書配布時期 44849
入園申し込み
受付時期

1時間250円

11月1日

特別保育・子育て支援に関する補足事項
園庭開放、教育相談、お楽しみ会
詳しくは園のHＰをご覧ください。

一時預かり

宗教的配慮をした食事への対応

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。

保護者が購入するもの(任意）・料金 体育着半ズボン1,700円　半袖スモック1,800円　半袖ブラウス1,900円

送迎バス利用の
補足事項

定期利用

満3歳から 一時預かりの費用

学童一時預かり

補助活動とその費用 英語教室　月額6,200円　体育教室　月額5,940円　サッカー教室　月額5,940円　音楽教室　月額4,600円

保護者が購入するもの(必須）・料金 絵本代１２ヶ月　年長・中　5,760円　年少4,800円　夏園服3,100円　帽子2,200円

送迎バス代 ３５００円（往復利用：月額）
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 8:00 園到着 9:35 園出発 14:00

退園時登園時

片道利用は2,500円　兄弟割あり

開催頻度 － 保護者会費

町田市発達センター等と連携

半年に1回程度

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

4,500円

エピペンの預かり 要相談

行事の公開・
見学について

説明会の前に見学会があります。
ご連絡ください。

入園時に係る費用 入園準備金30,000円

制服 あり 制服代 男児26,000円　女児28,000円

－ その他補足

実施 主な実施時間 〇9:00～11:30

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

要相談

完全除去可能なアレルギー品目 個別対応しています。 代替品の提供

園庭開放、教育相談、お楽しみ会

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

入園後、月々かかる費用 特定負担額4,500円  施設維持費1,500円

費用 1回1,000円
実施日数

/週
〇1回程度

あり（園で用意か保護者持ち込みか要相談）

その他補足事項 スモックは、ご家庭で用意していただいても構いません。

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日
月～土（土曜日は２
号認定児のみ）

給食代月額

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】

※年度によって異なります。

土曜参観※ 1年生の集い 発表会※ 卒園式※

行事に関する補足事項

町田第五小学校　南大谷小学校　金井小学校　  

観劇会 豆まき

カレー弁当 プール遊び 運動会※ 作品展

引き取り訓練※ 夕涼み会※ 懇談会※ ひなまつり集会

教諭等 事務職員等 合計

春（4－6月）

実施曜日

預かり保育に関する補足事項

月～金

【教育時間開始前】７：００～８：３０
【教育時間終了後】１４：００～２０：００
１３：００～２０：００（水曜日のみ）

おやつの有無実施時間 あり月～金

あり 要相談
７時～２０時　３７００円
７時～２０時　７４００円（満三歳児）

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ７：００～２０：００

夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

平日 その他変則 土曜日

年度途中入園

入園式※ 年長お泊り保育 遠足（年長のみ親子遠足）

職員数

8

開園時間

７：００～２０：００ ８：３０～１４：００
８：３０～１１：３０

（半日保育日など）

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

2 19 13 34

園長・副園長
・教頭等

夏休み

要相談

2号児とのかかわり
（認定こども園のみ）

あり 日中は2号児と合同で活動します。

クラス編成 1 2 2 1 6

7/26～8/26 冬休み 12/27～1/6 春休み 3/24～4/6

15

異年齢保育 あり 3歳児～開始。3,4,5歳児合同で行う活動があります。

無

開園時間
教育時間

定員数 10 15 25 30

地域のニーズに即し帰国子女の受け入れや、家庭の事情によりきめ細やかな保育を必要とする幼児の為少人数クラスで、異年齢児交流で互いの関係を認識し合
い、思いやりや友情を育てる配慮をしています。毎週水曜日に園庭開放も行っています。

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

80

合計 ２・３号児の人数

60

玉川中央幼稚園（１号児）

施設類型 認定こども園 設置運営 学校法人 玉林学園 設置認可年月 1969年11月

TEL 042-725-8446 FAX 042-729-5557 HP https://tamachu.com/

所在地 町田市玉川学園2-3-27

園へのアクセス 玉川学園前駅から徒歩5分 送迎バス あり

預かり保育の費用
教育時間開始前２００円／３０分毎・４００円／３０分毎（満三歳児）
教育時間終了後１８時まで１００円／３０分毎・２００円／３０分毎（満三歳児）１９時まで２００円／３０分毎・４００円／３０分毎（満三歳
児）２０時まで４００円／３０分毎・８００円／３０分毎（満三歳児）

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

個人面談※

春の親子遠足（年少・年中※） 七夕集会

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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玉川中央幼稚園（１号児）

【８．費用・持ち物について】

●保育料（利用者負担額）は、世帯の市町村民税額を基準に居住地の市町村が決定します。その他、特定負担額や実費等の徴収金がかかることがあります。

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

無

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

×

× ×

【１４．入園手続き関連】

コロナ禍が落ち着いたら園庭開放の予定です。

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

入園後、月々かかる費用 特定保育料2,500円/月 教材費1,500円/月 施設整備費10,000円/月   

費用
検定料5,000円
入会金20,000円
保育料15,000円/月

実施日数
/週

2日

あり（園で用意）

その他補足事項

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月～土 給食代月額

行事の公開・
見学について

まずは園にご連絡ください。

入園時に係る費用
入園準備金5,000円
検定料5,000円

制服 あり 制服代 45000円（夏服含む）

－ その他補足

実施 主な実施時間 8:30～13:30

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

要相談

完全除去可能なアレルギー品目 １．鶏卵　２．牛乳・乳製品　７．ゴマ 代替品の提供

開催頻度 － 保護者会費

学期に１度

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 可 受入れ実績の有無 あり

補助活動とその費用

サッカー教室（4,000円/月　入会金3,000円）英語リトミック（3,500円/月　入会金2,000円）
新体操教室（4,000円/月　入会金1,000円）体操教室（6,600円/月　入会金5,500円）
絵画教室（5,830円/月　入会金5,500円）ピアノ教室（7,700円/月　入会金5,500円）
ＳＴＡＲＳ(英語ミュージカル)（5,500円/月(週1)　8,000円/月(週2)　入会金　5,000円）

保護者が購入するもの(必須）・料金
名札605円　おたより帳350円
シール帳300円
自由画帳450円

送迎バス代
往復４０００円／月　片道２５０
０円／月

送迎バスの利用時間
（最長コース） 園出発 8:00 園到着 8:45 園出発 14:00

退園時登園時

給食費324円/1回

エピペンの預かり 可

宗教的配慮をした食事への対応

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表を提出していただきます。

保護者が購入するもの(任意）・料金
のり250円　クレヨン600円　ハサミ440円　粘土410円　粘土版451円　粘土ケース340円　粘土ベラ231円　カラー帽子(襟
付）1050円　防災クッション2420円

送迎バス利用の
補足事項

定期利用

－ 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

9月、10月
詳しくは園HPをご覧ください。

願書配布時期 10月中旬
入園申し込み
受付時期

－

11月初旬

特別保育・子育て支援に関する補足事項 親子で未就園児教室など月数回行ってました。詳しくは園のHPをご覧ください。

一時預かり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】

※年度によって異なります。

預かり保育の費用
【教育時間開始前】１００円
【教育時間終了後】１６：３０まで３６０円　１８：３０まで７２０円

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

開進幼稚園（1号児）

施設類型 認定こども園 設置運営 学校法人 湯目学園 設置認可年月 1970年11月

TEL 042-725-7851 FAX 042-725-7847 HP http://www.kaishin.ac.jp

所在地 町田市藤の台1-2-1

園へのアクセス
小田急線・JR横浜線　町田駅バス15分
本町田または藤の台団地中央下車徒歩3分

送迎バス あり

定員数 5 95 95 95

幼児期の発育段階に合わせた、知育・徳育・体育のバランスが取れた保育を目指しています。
園庭には、「まきば広場」「冒険の丘」「テラス広場」「運動広場」が設けられ、子供たちがアクティブに遊びに取り組める環境を備えております。保育面では、音感･リ
ズム感の育成するリトミック、ネイティブな外国人講師による英会話、また園内に幼児専用の室内温水プールを備えており、子供たちの健康な身体づくりにも役立て
ております

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

290

合計 ２・３号児の人数

106

夏休み

可

2号児とのかかわり
（認定こども園のみ）

あり 幼稚園活動時間は1号児2号児の区別はなく保育を行います。

クラス編成 1 3 2 3 9

7/21～8/31 冬休み 12/21～1/7 春休み 3/21～4/7

26

異年齢保育 あり
自由遊び・作品展共同制作など、活動内容によっては、異年齢児と
合同活動を行っている。

8:30～11:30
（年に数回）

開園時間
教育時間

平日 その他変則 土曜日

年度途中入園

入園式・進級式※ 水遊び　・　プール(温水） 祖父母の会

職員数

20

開園時間

７：３０～１８：３０ ８：３０～１４：００
８：３０～１３：００

（水曜日）

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

2 41 3 46

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等 合計

春（4－6月）

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 通常期に、預かり保育から課外教室に行く場合、割引制度あり

月～金

【教育時間開始前】７：３０～８：３０
【教育時間終了後】１４：００～１８：３０

おやつの有無実施時間 あり月～金

あり 要相談

７：３０～８：３０　１００円
８：３０～１１：３０　３６０円
１１：３０～１４：００　３６０円
１４：００～１６：３０　３６０円
１６：３０～１８：３０　３６０円

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ７：３０～１８：３０

夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

カルタ会

春の遠足 七夕会 運動会※ こま回し会

健康診断（内科、歯科） 夕涼み会※ １日動物村 お遊戯会※

春の体力測定 年長お泊り保育 秋の遠足　・　おいも掘り お別れ遠足(キッザニア東京）

金井小学校・本町田東小学校 藤の台小学校・町田第三小学校

親子歩け歩け大会※ 夏季保育 お餅つき会　・　クリスマス会 卒園式※

行事に関する補足事項

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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開進幼稚園（1号児）

【８．費用・持ち物について】

●保育料（利用者負担額）は、世帯の市町村民税額を基準に居住地の市町村が決定します。その他、特定負担額や実費等の徴収金がかかることがあります。

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

○

○ ×

【１４．入園手続き関連】

定期利用

2歳児～ 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

9月・10月
詳しくは園HPをご覧ください。

願書配布時期 10月15日より
入園申し込み
受付時期

1回　2,000円

11月1日

特別保育・子育て支援に関する補足事項
園庭開放は基本的に毎日11：30～12：30に行っています。
その他0・1・2歳児の子育て支援は、連携施設の開進こども保育園で行っています。

一時預かり

１号こども　３，４００円

エピペンの預かり 可

宗教的配慮をした食事への対応

アレルギー対応に関する補足事項 可

保護者が購入するもの(任意）・料金 水泳帽子５６０円・水着他

送迎バス利用の
補足事項

補助活動とその費用

ピアノ個人レッスン・・・月額７０００円
体操教室・・・・・・・・・・月額７２６０円
新体操教室・・・・・・・・月額７２６０円
サッカー教室・・・・・・・月額６７００円
英会話教室・・・・・・・・月額７２６０円
硬質・学習・・・・・・・・・月額６９３０円

保護者が購入するもの(必須）・料金
遊び着2120円・体操服長袖1430円・体操服半袖1300円・体操パンツ1180円　・鍵盤ハーモニカ4340円
個人用品（粘土・クレヨン等）約3000円　・その他約15000円

送迎バス代
往復　３，０００円（月額）
片道　２，０００円（月額）

送迎バスの利用時間
（最長コース） 園出発 7:45 園到着 9:40 園出発 14:00

退園時登園時

２歳クラスより利用可
午後4時15分発の送りバスもあり。

開催頻度 年1回 保護者会費

基本的に1学年、1名～2名まで

年1回

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

行事の公開・
見学について

見学は随時受け付けますので、まずは園にご連絡ください。

入園時に係る費用 入園準備金　３０，０００円

制服 あり 制服代
男児１９５００円（夏服含む）
女児２００００円（夏服含む）

あり その他補足

実施 主な実施時間 8:30～13:00

参加自由の「お父さん会」があります

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

完全除去可能なアレルギー品目
1．ソバ　2．ピーナッツ　　3．ゴマ
4．ナッツ類　5．甲殻類　6.魚卵
7．鶏卵　8．牛乳・乳製品

代替品の提供

2歳児定期保育、2歳児一時保育事業、0歳～2歳児未就園児親子教室

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

入園後、月々かかる費用  特別教育費 １号こども　４，６００円／月 

費用
登録費1,000円（毎年）
1日2000円

実施日数
/週

2日

あり（園で用意か保護者持ち込みか要相談）

その他補足事項 遠足費は別途徴収いたします。

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月～金 給食代月額

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】

※年度によって異なります。

父母講演会※ 満３歳～夏期保育 クリスマス※ －

行事に関する補足事項 誕生会（毎月）※、避難訓練（毎月）

本町田小学校   町田第5小学校  七国山小学校  　　　その他多数

運動会※ お別れ遠足

親子遠足（年中・少）※ 夕涼み会（年中）※ 親子鑑賞会（満３歳児～）※ 卒業式※

なかよしデー親子土曜交流日（２歳児クラス）※ お楽しみ会（１歳・２歳・満３歳年少組） プレイデー※ －

教諭等 事務職員等 合計

春（4－6月）

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 昼食が1食250円で注文できます

月～金

【教育時間開始前】７：３０～８：３０
【教育時間終了後】～１８：３０

おやつの有無実施時間 あり月～金

無 要相談
３０分１００円

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ７：３０～１８：３０

夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

平日 その他変則 土曜日

年度途中入園

入園式（入園児のみ）※ プール・水遊び 地震時引取り訓練※

職員数

20

開園時間

７：３０～１８：３０ 8:30～14：00（月・火・木・金）
8：30～13：00（水）

８：００～１１：３０
（始業日・終業日・行事の前日

など）

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

2 32 15 49

園長・副園長
・教頭等

夏休み

可

2号児とのかかわり
（認定こども園のみ）

あり
３歳児からは、１号児と２号児が一緒に教育時間を過ごします。
3号2歳児クラスと1号満3歳児クラスの交流があります

クラス編成 1 3 2 2 8

7/21～8/31 冬休み 12/21～1/9 春休み 3/21～4/7

40

異年齢保育 あり
3歳児と５歳児・４歳児と５歳児
合同で行う行事があります。

無

開園時間
教育時間

定員数 12 40 40 40

 １９７２年４月にさふらん幼稚園として開園しました。
 子どもは遊びを通じて、様々な生きるために必要な能力や法則を自らの力で獲得していきます。  遊びの中で育つ力は子ども達の「血」となり「肉」となるものです。
さふらんでは遊びを大切に考え、「物事を教え込む」のではなく、遊ぶ子ども達の様子を注意深く見守りながら、「子どもが必要とする時に必要な援助」をすることで、
より良い育ちへと導いて行きます。

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

132

合計 ２・３号児の人数

90

幼保連携型認定こども園　さふらん（１号児）

施設類型 認定こども園 設置運営 学校法人 松本学園 設置認可年月 2015年4月

TEL 042-791-0036 FAX 042-791-0136 HP http://www.safuran.ed.jp/

所在地 町田市本町田2441

園へのアクセス
町田駅から神奈中バス
山崎団地、又は山崎団地センター行
山崎団地センター下車　徒歩3分

送迎バス あり

預かり保育の費用
３０分１００円
新２号は１日につき４５０円の補助あり

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

もちつき

バス遠足（年長） 年長組サマーキャンプ（１泊）

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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幼保連携型認定こども園　さふらん（１号児）

【８．費用・持ち物について】

●保育料（利用者負担額）は、世帯の市町村民税額を基準に居住地の市町村が決定します。その他、特定負担額や実費等の徴収金がかかることがあります。

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

×

× ×

【１４．入園手続き関連】

入園後、月々かかる費用 特定保育料4000円 卒業準備費1000円(年長のみ)

費用
初回に登録料として
2000円のみ

実施日数
/週

2～3回

あり（園で用意）

その他補足事項 任意の物は、兄姉等、譲り受けた物を使用しても構いません。

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月～土（土曜日は2号認定児のみ） （11:30降園・休暇中は2号認定児のみ）給食代月額

宗教的配慮をした食事への対応

アレルギー対応に関する補足事項 可

保護者が購入するもの(任意）・料金

行事の公開・
見学について

随時、見学も受け付けますので、園にご連絡ください。
11月第2土曜日、園開放行事あり

入園時に係る費用
施設設備20,000円
面接料3,000円

制服 無 制服代 －

あり その他補足

実施 主な実施時間 10:00～11:30

父母会役員は年度初めに選出します。

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

要相談

完全除去可能なアレルギー品目
１．鶏卵　２．牛乳・乳製品　３．小麦　４．ソバ　　５．
ピーナッツ　．ナッツ類　6．甲殻類　７．軟体類・貝類
８．魚卵　９．魚類　１０．果物類

代替品の提供

開催頻度 不定期　必要に応じて 保護者会費

希望者が多い場合は、受け入れられないことがあります。

学期に1回程度

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 可 受入れ実績の有無 あり

4500円／月(8月を除く）

エピペンの預かり 可

補助活動とその費用 無

保護者が購入するもの(必須）・料金 クレヨン・自由画帳・着替えかご・・・約1000円

送迎バス代
３５００円／月
兄弟割引あり

送迎バスの利用時間
（最長コース） 園出発 8:45 園到着 9:43 園出発 14:45

退園時登園時

事情により、片道送迎あり
2000円／月

カバン・日よけ付き紅白帽・はさみ・粘土板・・・約5000円

送迎バス利用の
補足事項

定期利用

－ 一時預かりの費用

学童一時預かり

親子ヨガのワークショップ、リトミック等

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

入園説明会
開催時期

9月
詳しくは園HPをご覧ください

願書配布時期 10月中旬
入園申し込み
受付時期

－

11月初旬

特別保育・子育て支援に関する補足事項 詳しくは園HPをご覧下さい

一時預かり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

水遊び/プール 幼稚部運動会　※ 節分

冬休み 12/24～1/5 春休み 3/17～4/4

4 25 3 32

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等 合計

30

丘めぐり

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 年間契約ではない曜日、時間帯での預かり希望は１ヶ月前に申込み

-

【教育時間開始前】なし
【教育時間終了後】１３：４５～１８：００

おやつの有無実施時間 あり月～金

玉川学園幼稚部

施設類型 幼稚園（新制度非適用） 設置運営 学校法人 玉川学園 設置認可年月 1950年12月

TEL 042-739-8623 FAX 042-739-8622 HP http://www.tamagawa.jp/academy/kindergarten/

所在地 町田市玉川学園6-1-1

園へのアクセス
・小田急線「玉川学園前」駅北口より正門まで徒歩3分
・東急田園都市線「青葉台」駅にて東急バス青118系統「奈良北団地折返場」行きに乗り換え「奈良
北団地」停留所下車、徒歩約10分

送迎バス 無

幼稚園から高校までをひとつの学校と捉えた一貫教育の中で、創立以来教育理念の中心として掲げている「全人教育」を実践するべく、玉川学園だからできるさま
ざまな教育活動を展開しています。

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

140

合計

7/22～9/1

クラス編成 クラスなし 2 2 2 6

定員数 クラスなし 40 50 50

冬（1－3月）

職員数

あり

開園時間
９：３０～１８：００
※開門は９：００

年少：９：３０～１３：４５（１学期のみ
水曜日は１２：００降園）、年中：９：３
０～１３：４５、年長：９：３０～１４：００
（１学期）、９：３０～１４：３０（２学期
以降）
※年長の９月より、幼小接続期の
学びのプログラムを実施
※全学年金曜日のみ１３：４５降園

－

異年齢保育 あり

無

開園時間
教育時間

平日 その他変則 土曜日

要相談

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

夏休み

預かり保育の費用
【教育時間開始前】－
【教育時間終了後】約３，０００円

年長体験活動 玉川学園体育祭　※ 防犯訓練

ファミリーデー　※

- -－

長期休園中の
預かり保育

無 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 －

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月）

玉川学園小学部

自発的な遊びの時間や様々な行事を通して
異学年交流が盛んです。また小学校と合同
で開催する行事、大学生ボランティア活動
等、幼稚園から大学までの総合学園ならで
はの活動に取り組んでいます。

年度途中入園

－ － クリスマス礼拝　※ －

行事に関する補足事項

－ 親子のアトリエ　※ 玉川学園展（こども会）　※

保育参観　※ － 音楽祭　※ 卒園式　※

入園式　※

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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玉川学園幼稚部

【８．費用・持ち物について】

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

×

× ×

【１４．入園手続き関連】

定期利用

－ 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

詳しくはHPをご覧ください。 願書配布時期 4月中旬
入園申し込み
受付時期

－

9月下旬

特別保育・子育て支援に関する補足事項 ―

一時預かり

その他補足事項 年長体験活動費用　4,000円程度

給食の提供 無 給食の提供がある曜日 － 給食代月額 －

エピペンの預かり 可

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 無

要相談

完全除去可能なアレルギー品目 － 代替品の提供 －

宗教的配慮をした食事への対応

保護者が購入するもの(任意）・料金 無

送迎バス利用の
補足事項

－

補助活動とその費用
【レゴ®スクールサテライト玉川学園】、【SOROBAN】、【ふでともかきかた教室】、【Art in English】、【リトミックドレミクラブたまがわ】、【FC町田
ゼルビア フットボールスクール】、【玉川ビルフィッシュ スイミングスクール】、【Classic Ballet in English】、【Let's チアダンス】
※ 各料金は当園までお問合せください

保護者が購入するもの(必須）・料金
制帽　2,800円×2
カラー帽子　990円
通園カバン　11,400円

送迎バス代 －
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 － 園到着 － 園出発 －

降園時登園時

開催頻度 年7回 保護者会費

―

詳細は当園まで

費用 -
実施日数

/週
-

行事の公開・
見学について

詳しくはHPをご覧ください。

入園時に係る費用
入園金200,000円、授業料792,000円、教育諸料129,500円、施設設備金130,000円、父母
会費7,200円

制服 無 制服代 －

あり その他補足

無 主な実施時間 -

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業 -

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

アレルギー対応に関する補足事項 可

入園後、月々かかる費用 無

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

預かり保育の費用
【教育時間開始前】０円
【教育時間終了後】１５：００まで２００円　１６：３０まで５００円　１７：３０まで７００円

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

原町田幼稚園

施設類型 幼稚園（新制度適用） 設置運営 宗教法人 日本基督教団原町田教会 設置認可年月 1928年1月

TEL 042-722-2454  FAX 042-707-9702 HP https://haramachidakindergarten.jimdo.com/

所在地 町田市原町田３丁目９−１６

園へのアクセス

・ＪＲ横浜線町田駅より徒歩7分
・小田急線町田駅より徒歩11分
・神奈川中央交通バス　町田ターミナルバス停より　徒歩5分／原町田3丁目バス停より　徒歩１分
・市営まちっこバス　   原町田3丁目バス停より　徒歩1分

送迎バス あり

定員数 クラスなし 30 35 35

・少人数のため、保育者がひとりひとりに丁寧に関わり、クラスを超えた関わりも豊かです。
・異年齢の中で自由な遊びを行う一方、クラス毎の一斉活動も行います。
・絵本を大切にし、絵本の読み聞かせをたくさんします。
・親子遠足、収穫感謝祭、クリスマス礼拝など様々な行事を経験します。
・保護者の園活動への参加があり、子どもの様子を見ることができ、親同士の繋がりが深まります。

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

100

合計

夏休み 7/20～8/31

クラス編成 クラスなし 1 1 1 3

２〜３人の異年齢による擬似兄弟で１年間の
行事を通して関わり合っています。

年度途中入園

冬休み 12/21～1/9 春休み 3/18～4/7

0

異年齢保育 あり

無

開園時間
教育時間

平日 その他変則 土曜日

可

入園式※ 誕生会※ 防災訓練

職員数
(2020年5月1日時点）

10

開園時間

８：００～１７：３０ ９：００～１４：００ ９：００～１１：３０
（水曜日、長期休暇前後）

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

2 9 2 13

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等 合計

春（4－6月）

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 無

月～金

【教育時間開始前】８：００～９：００
【教育時間終了後】１４：００～１７：３０

おやつの有無実施時間 あり月～金

あり 要相談
９：００～１３：００で５００円
９：００～１６：３０で１，０００円

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ９：００～１７：３０

誕生会※

誕生会※ 合同礼拝 誕生会※ もちつきこま大会※

イースター礼拝・花の日礼拝 プール遊び
　みんなで運動の日※

秋の遠足
春を探しに遠足

親子遠足※ － 収穫感謝祭 お別れ会※

お母さんお招きの日※
プレイデー※

－ クリスマス礼拝※ 卒業式※

行事に関する補足事項

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★41



原町田幼稚園

【７．卒園児の主な入学先】

※年度によって異なります。

【８．費用・持ち物について】

●保育料（利用者負担額）は、世帯の市町村民税額を基準に居住地の市町村が決定します。その他、特定負担額や実費等の徴収金がかかることがあります。

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

×

× ×

【１４．入園手続き関連】

定期利用

－ 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

6月21日(火)10:00〜
9月27日(火)
詳細は園HPをご覧ください。

願書配布時期 10月中旬
入園申し込み
受付時期

－

11月初旬

特別保育・子育て支援に関する補足事項
園庭を開放しています。
詳細は園HPをご覧ください。

一時預かり

１食３５０円×利用回数
（利用時申込制）

エピペンの預かり 要相談

宗教的配慮をした食事への対応

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。

保護者が購入するもの(任意）・料金 絵本　月額440円～

送迎バス利用の
補足事項

補助活動とその費用 【ピアノ教室】月額6,000円　　【アート教室】月額6,500円　　　【英語教室】月額20,000円

保護者が購入するもの(必須）・料金 ほっと安心帽　2,530円(税込)

送迎バス代 月額４，０００円
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 7:51 園到着 9:23 園出発 14:05

降園時登園時

片道利用有り（月額2,000円）

開催頻度 各学期に１〜２回 保護者会費

無

2回/年

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

行事の公開・
見学について

説明会以外の見学は随時受け付けています。
まずは園にご連絡ください。

町田第二小学校、南第三小学校 南大谷小学校

入園時に係る費用 入園選考料　4,000円

制服 無 制服代 －

あり その他補足

実施 主な実施時間 10:00～11:30

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

要相談

完全除去可能なアレルギー品目 代替品の提供

園庭を開放しています。
詳細は園HPをご覧ください。

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

入園後、月々かかる費用 特定保育料　月額2,000円

費用
300円/１回
詳細は園HPをご覧ください。

実施日数
/週

3日/月

－

その他補足事項 遠足費は別途徴収します。

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月・火・木・金 給食代月額

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★42



【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

ごっこ遊びなど3,4,5歳合同で行う活動があり
ます。

年度途中入園

－ － － 保育参観※

行事に関する補足事項 各月誕生会あり※(保護者は子どもの誕生月に参加)

－ 芋ほり(４才児) 英語・ﾘｽﾞﾑ発表会/バスケ大会※

じゃが芋ほり(5才児) － 発表会※ 遠足(5才児)

入園式(入園児のみ)※

金井小学校・本町田小学校・南大谷小学校・大蔵小学校

預かり保育の費用 １００円／２０分

夕涼み会(3･4歳児)※ 遠足 小正月

遠足

無 要相談１００円／２０分

長期休園中の
預かり保育

実施
長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間

【月～金】７：３０～１８：３０
【土】　８：００～１５：３０

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

職員数

20

開園時間

７：３０～１８：３０ １０：００～１４：００
１０：００～１１：３０

（学期の初めと終わり数日
間）

異年齢保育 あり

無

開園時間
教育時間

平日 その他変則 土曜日

可

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 無

夏休み 7/30～8/30

クラス編成 1 4 3 3 11

定員数 10 95 105 105

国際バカロレア・プライマリーイヤーズプログラムの認定校です。年間を通し行う温水プール・リズム・英語レッスンに加え、子どもの主体性を大切にした教育カリ
キュラムに取り組んでいます。英語の活動は、保育の中に外国人講師が加わる時間を設定し、英語力・コミュニケーション能力の向上を目指しています。年長の7月
には「佐渡お泊り会」で多くの事を体験します。多様な経験を通じ、自ら考え主体的に行動する子どもを育てます。

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

315

合計

町田こばと幼稚園

施設類型 幼稚園（新制度非適用） 設置運営 学校法人 神蔵学園 設置認可年月 1965年12月

TEL 042-723-1494 FAX 042-723-1496 HP http://www.m-kobato.ed.jp/

所在地 町田市本町田2904番地

園へのアクセス
【最寄バス停：本町田】
町田駅北口ＰＯＰビル前のバス停より「本町田経由野津田車庫行き」乗車　本町田下車

送迎バス あり

冬休み 12/21～1/7 春休み 3/23～4/7

2 46 10 58

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等 合計

23

運動会※

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 8月中旬5日程休園日あり

月～土

【教育時間開始前】７：３０～８：３０
【教育時間終了後】１４：３０～１８：３０

おやつの有無実施時間 あり月～金

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

佐渡お泊り会(5才児) 秋祭り※ 観劇会

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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町田こばと幼稚園

【８．費用・持ち物について】

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

無

無

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

○

○ ○

【１４．入園手続き関連】

年間20回ほど園庭開放実施

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」提出

入園後、月々かかる費用 保育料35,500円/月、IB教育費12,000円/月、食育費4,500円/月

費用 月額5,000円
実施日数
/週

3日

行事の公開・
見学について

見学会(ｷｮﾛｷｮﾛﾂｱｰ)　年間5回程度開催(ｵﾝﾗｲﾝ見学会有り)

入園時に係る費用
入園料90,000円
施設設備費80,000円

制服 あり 制服代
スモッグ・帽子
約10,000円(夏冬)

－ その他補足

実施 主な実施時間 10：00～11：00

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

開催頻度 － 保護者会費

発達支援センターや専門機関への相談を提案し、専門家の意見と合わせて支援できることが条件

－

登園時

保護者が購入するもの(任意）・料金 無し

送迎バス利用の
補足事項

補助活動とその費用
【バディースポーツ　サッカー（体育）】5,940円【バディースポーツ　体操（体育）】5,940円
【ピアノ】8,000円【絵画造形教室こどものアートクラブ（絵画・図書）】6,800円【プリンス英米学院英会話教室（語学）】7,560円

保護者が購入するもの(必須）・料金 鞄・体操着・園章・名札・クレパス・連絡帳他用品　16,000円程度

送迎バス代 ３，５００円（月額）
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 7:40 園到着 9:40 園出発 15:00

降園時

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

要相談

完全除去可能なアレルギー品目
１．鶏卵　２．牛乳・乳製品　３．小麦　４．ソバ　５．ピーナッ
ツ　６．大豆・　７．ゴマ　８．ナッツ類　９．甲殻類　１０．軟体
類・貝類　１１．魚卵　１２．魚類　１３．肉類　１４．果物類

代替品の提供 あり（園で用意か保護者持ち込みか要相談）

宗教的配慮をした食事への対応

その他補足事項 遠足・お泊り会等は別途徴収があります

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月～金 給食代月額 食育費4,500円（月額）

エピペンの預かり 要相談

定期利用

2歳児 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

6月、7月、9月
詳しくは園HPをご覧ください。

願書配布時期 10月中旬
入園申し込み
受付時期

200円～600円/時（時間帯により異なる）

11月初旬

特別保育・子育て支援に関する補足事項 園庭開放時などに子育て相談をしています。

一時預かり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

3,4,5歳児合同で行う活動があります。 年度途中入園

－ － 展覧会※ －

行事に関する補足事項 毎月誕生会と避難訓練があります。（8月を除く）

－ 保育参観※ 卒園式※

－ － 餅つき －

入園式※

第一小学校、第四小学校、第二小学校、第三小学校

預かり保育の費用
【教育時間開始前】１００円
【教育時間終了後】１７時まで５００円（１８時まで７００円）

七夕集会 運動会※ 音楽会※

遠足

無 －１，１００円（時期や時間帯によって変わります。）

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ８：００～１８：００

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

職員数

20

開園時間

８：００～１８：００ １０：００～１４：００ －

異年齢保育 あり

無

開園時間
教育時間

平日 その他変則 土曜日

可

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

夏休み 7/26～8/31

クラス編成 クラスなし 2 2 2 6

定員数 クラスなし 23 33 52

Ｊ．ピアジェ（発達心理学者）の教育理論に基づいて、従来の教える教育ではなく、子ども達に秘められた可能性を引き出し、育てる教育を展開しています。
●専門講師担当…体操・リトミック・英会話（ベルリッツ提携）

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

108

合計

町田文化幼稚園

施設類型 幼稚園（新制度非適用） 設置運営 学校法人 八木学園 設置認可年月 1973年1月

TEL 042-726-1008 FAX 非公開 HP http://machidabunkayouchien.com/

所在地 町田市旭町1-17

園へのアクセス
【電車】 町田駅より徒歩15分
【バス】 森野3丁目下車 徒歩２分 （市民病院経由 山崎団地行き 他）

送迎バス あり

冬休み 12/22～1/6 春休み 3/24～4/7

2 13 4 19

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等 合計

3

保育参観※

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 -

月～金

【教育時間開始前】８：００～１０：００
【教育時間終了後】１４：００～１８：００

おやつの有無実施時間 あり月～金

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

－ 芋掘り遠足 ひなまつり集会

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
45



町田文化幼稚園

【８．費用・持ち物について】

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

無

あり

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

×

× ×

【１４．入園手続き関連】

-

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

アレルギー対応に関する補足事項 可

入園後、月々かかる費用 30100円（3歳児）、29100円（4、5歳児）

費用 4500円
実施日数

/週
2日

行事の公開・
見学について

見学は園にご連絡ください。

入園時に係る費用
入園料100000円、施設費30000円
（5歳児 入園料50000円、施設費10000円）

制服 あり 制服代 男児19430円、女児22150円、制帽3080円

あり その他補足

実施 主な実施時間 10：00～11：30

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

開催頻度 無 保護者会費

要相談

－

登園時

保護者が購入するもの(任意）・料金 防災頭巾3360円、体操帽子1100円　など

送迎バス利用の
補足事項

-

補助活動とその費用
【ピアノ教室】月額8,000円～
【体操教室】月額6,000円
【英会話】月額8,000円

保護者が購入するもの(必須）・料金 学用品一式　14820円（年少）、11300円（年中）

送迎バス代 ３，７００円（月額）
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 8:00 園到着 9:30 園出発 14:00

降園時

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

完全除去可能なアレルギー品目
小麦・大豆・肉類（鶏豚牛）以外は除去可能。詳細別
途

代替品の提供 あり（園で用意）

宗教的配慮をした食事への対応

その他補足事項 -

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 火～金 給食代月額 5120円（16日分として）

エピペンの預かり 可

定期利用

－ 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

6月、7月、9月 願書配布時期 10月中旬
入園申し込み
受付時期

－

11月初旬

特別保育・子育て支援に関する補足事項 -

一時預かり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】

※年度によって異なります。

－ － － －

行事に関する補足事項 今年度は、行事の保護者参加・実施の有無等に変更有り。

町田第三小学校・町田第五小学校・金井小学校等

作品展※

土曜参観※ 水遊び・プール遊び 芋煮会（参観・懇談会兼ねる）※ 卒園式（年長児のみ）※

水遊び・プール遊び － 遠足（クラス委員のみ） －

防災引渡し訓練※ － ゆうぎ会※ －

合計

春（4－6月）

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 通常保育は毎日の受付。長期休暇中は予約制。料金にはおやつ代含む。バス送迎は無し。

月～金

【教育時間開始前】７：３０～８：３０
【教育時間終了後】１４：００～１８：３０

おやつの有無実施時間 あり月～金

あり 要相談
７：３０～９：００　５０円／１５分　　９：００～１７：００　１０００円　　１７：００～１８：３０　最大８００円
満３歳児　２５０円／時

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ７：３０～１８：３０

土曜日

要相談

入園式（入園児のみ）※ 夏祭り※ 運動会※

職員数
(2020年5月1日時点）

約30

開園時間

７：３０～１８：３０ ９：３０～１４：００ －

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

2 16 6 24

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等

夏休み 7/20～8/31　　　　　　　　　　　　　　　

クラス編成 1 2 1 2 6

年中主体で行う「お店やさんごっこ」やお散
歩、合同の昼食など。

年度途中入園

冬休み 12/22～1/10 春休み 3/19～4/6

30

異年齢保育 あり

無

開園時間
教育時間

平日 その他変則

定員数 クラスなし 44 38 28

本園で取り組む”夢中ＤＥあそぼうプログラム”は「運動遊び」「本物体験」をはじめ、多彩なプログラムから成り立っており、その全てが、子どもたちを各方向から刺
激し、可能性を見出し、成長を促すプログラムとなっています。

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

110

合計

山ゆり幼稚園

施設類型 幼稚園（新制度適用） 設置運営 個人 足立　健次 設置認可年月 1968年10月

TEL 042-723-2474 FAX 042-723-2324 HP http://www.it-service.co.jp/9059c.html

所在地 町田市本町田3450

園へのアクセス JR町田駅・小田急町田駅から「藤の台行き」バス乗車・「市立博物館」下車 送迎バス あり

夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

預かり保育の費用
７：３０～８：３０　　５０円／１５分　　　１４：００～１７：００　　５００円　　　１７：００～１８：３０　最大８００円　　　　　　　（満３歳児　２５０円
／時）

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
47



山ゆり幼稚園

【８．費用・持ち物について】

●保育料（利用者負担額）は、世帯の市町村民税額を基準に居住地の市町村が決定します。その他、特定負担額や実費等の徴収金がかかることがあります。

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

×

× ×

【１４．入園手続き関連】

火・水　11:30～12:30園庭開放　　親子ＤＥあそぼう・きらきらママ等（詳しくはHP参照）

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

入園後、月々かかる費用 施設整備費：3,500円　特別教育経費：3,000円　給食費：3,500円　スクールバス費：3,100円

費用

入会金10,000円(保険料含む)
月額5000円(教材費含む)
延長保育料：1000円(利用分/
日　給食費含む)
冷暖房費：1500円(年間)

実施日数
/週

３日

あり（園で用意か保護者持ち込みか要相談）

その他補足事項 行事等における諸費用は別途徴収

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月・火・水・金 給食代月額

行事の公開・
見学について

見学や説明会については、ホームページにてお知らせ致します。

入園時に係る費用 １３，０００円

制服 あり 制服代
年少：約12,000円(体操着代等含)　年中（年
長）：約29,000円（体操着代等含）

あり その他補足

実施 主な実施時間 5～7月　10:30～12:30(親子活動)　9～3月　10:30～12:30～13:30(母子分離)　

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

要相談

完全除去可能なアレルギー品目
１．鶏卵 ２．牛乳・乳製品３．ピーナッツ４．ゴマ５．甲
殻類６．魚卵

代替品の提供

開催頻度 年間４回 保護者会費

自力で歩行可能。1対1対応で無いといけない場合は不可。

個人面談２回

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

補助活動とその費用 【体操クラブ】5,850円【サッカー教室】4,630円【ECC(語学）】6,480円【メガロス】7,500円

保護者が購入するもの(必須）・料金 ・制服（料金は制服代参照）・用品　約6,000円

送迎バス代 ３１００円（月額）
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 8:00 園到着 9:30 園出発 14:00

降園時登園時

片道乗車・兄弟割引等有　　預かり保育・課外活動後・長期休暇中の送迎無し

3500円

エピペンの預かり 要相談

宗教的配慮をした食事への対応

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。

保護者が購入するもの(任意）・料金 ・長袖体操服上下　5,000円　・夏服Ｔシャツ　2,100円

送迎バス利用の
補足事項

定期利用

－ 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

６月～
詳しくは園HPをご覧ください。

願書配布時期 10月15日～10月31日
入園申し込み
受付時期

－

11月1日

特別保育・子育て支援に関する補足事項 「山ゆりFan Club」で園庭開放等をしています。詳しくは園のHPをご覧ください。親子であそぼうは予約制。

一時預かり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
48



【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

お泊り会・盆踊り 個別懇談会※ おたんじょうび会

冬休み 12/26～1/7 春休み 3/24～4/8

2 8 2 12

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等 合計

約20

おたんじょうび会

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 －

夏休みのみ月～金

【教育時間開始前】８：００～９：００
【教育時間終了後】１４：００～１８：００

おやつの有無実施時間 あり月～金

小川幼稚園

施設類型 幼稚園（新制度非適用） 設置運営 学校法人 荻窪学園 設置認可年月 1975年3月

TEL 042-795-1134 FAX 042-799-2244 HP http://www.ogawafkm.server-shared.com/

所在地 町田市小川1-18-1

園へのアクセス 東急田園都市線つくし野駅、JR横浜線成瀬駅から徒歩10分 送迎バス あり

明るい元気な子ども
体育指導・英会話・お預かり保育

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

84

合計

7/24～8/26
（8/27～8/31は夏季保育）

クラス編成 クラスなし 2 2 2 6

定員数 クラスなし 26 29 29

冬（1－3月）

職員数

完備

開園時間

８：００～１８：００ ９：００～１４：００
９：００～１１：３０
（水曜日）

異年齢保育 あり

無

開園時間
教育時間

平日 その他変則 土曜日

可

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

夏休み

預かり保育の費用
【教育時間開始前】１００円
【教育時間終了後】１８：００まで　　　８００円　１時間２００円

おたんじょうび会 大運動会※ 1日入園

親子遠足※

あり 要相談２０００円

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ８：００～１８：００

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月）

小川小学校・つくし野小学校・南つくし野小学校・南第一小学校・南第二小学校・南第四小学校

－ 年度途中入園

－ － 入園説明会 卒園・修了式※

行事に関する補足事項

夏季保育 おいもほり おゆうぎ会※

参観日※ － おたんじょうび会 個別懇談会※

入園・始業式※

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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小川幼稚園

【８．費用・持ち物について】

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

無

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

×

× ×

【１４．入園手続き関連】

定期利用

－ 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

9月　第2水曜日 願書配布時期 10月15日
入園申し込み
受付時期

－

11月1日

特別保育・子育て支援に関する補足事項 －

一時預かり

その他補足事項 －

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月・火・木・金 給食代月額 約5,000円

エピペンの預かり 要相談

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

不可

完全除去可能なアレルギー品目 あり 代替品の提供 あり（園で用意か保護者持ち込みか要相談）

宗教的配慮をした食事への対応

保護者が購入するもの(任意）・料金

送迎バス利用の
補足事項

－

補助活動とその費用 【小川サッカークラブ】約1,500円、【英会話教室】約6,000円、【珠算教室】約6,000円、【水書道教室】約5,000円

保護者が購入するもの(必須）・料金
保育教材など
詳細は入園時にお伝えいたします。

送迎バス代 ３，８５０円（税込・月額）
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 8:00 園到着 9:25 園出発 14:00

降園時登園時

開催頻度 － 保護者会費

－

年２回

費用 －
実施日数
/週

－

行事の公開・
見学について

－

入園時に係る費用 入園料85,000円

制服 あり 制服代 約34,000円

－ その他補足

無 主な実施時間 －

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業 １日入園を年３回実施しています。

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

アレルギー対応に関する補足事項 アレルギー給食または弁当持参

入園後、月々かかる費用 3歳児：25,700円／月、4・5歳児：25,700円／月、教材費：1,000円／月

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】

※年度によって異なります。

－ － － －

行事に関する補足事項

<<令和2年度卒園児 (10名以上) 進学先>> 町田市立南大谷小学校21名 町田市立第6小学校18名 町田市立高ヶ坂小学校10名			

運動会 音楽会

園外保育 － クリスマス会 卒園式※

保育参観 － お餅つき 修了式

教諭等 事務職員等 合計

春（4－6月）

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 2022年度年間294日実施

月～土

【教育時間開始前】７：３０～１０：００
【教育時間終了後】１４：００～１８：３０
【土曜日】７：３０～１８：３０

おやつの有無実施時間 あり月～土

あり 要相談
２，０００円／１日
幼稚園型年間定期預かり保育利用者は月額７，２００円

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ７：３０～１８：３０

夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

平日 その他変則 土曜日

年度途中入園

入園式※ 水のお祭り こども祭り

職員数

30

開園時間

７：３０～１８：３０ １０：００～１４：００ １０：００～１１：３０
（行事の準備などの日）

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

2 47 18 67

園長・副園長
・教頭等

夏休み

要相談

2号児とのかかわり
（認定こども園のみ）

あり 教育時間は合同で活動します。

クラス編成 1 4 3 3 11

8/1～8/19 冬休み 12/26～1/6 春休み 3/22～3/31

53

異年齢保育 あり 1～5歳児合同で行う活動があります。

無

開園時間
教育時間

定員数 24 27 27 27

こ 根気強く最後までやる子
う 運動の好きな元気な子
が 我慢強く思いやりのある子
さ 作業を進んでできる子
か 考えて行動する子

※上記の頭文字を取って
「こうがさか」のよい子

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

105

合計 ２・３号児の人数

182

認定こども園　高ヶ坂幼稚園（１号児）

施設類型 認定こども園 設置運営 学校法人 矢口学園 設置認可年月 1963年4月

TEL 042-728-0321 FAX 042-722-8626 HP http://www.kougasaka.ac.jp/

所在地 町田市高ヶ坂5-6-19

園へのアクセス ＪＲ横浜線や小田急線の町田駅からバス「高ヶ坂団地」行きに乗車し、終点にて下車、徒歩２～３分 送迎バス あり

預かり保育の費用
【教育時間開始前】１５０円／ｈ
【教育時間終了後】１５０円／ｈ

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

発表会

進級式※ 夏季保育

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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認定こども園　高ヶ坂幼稚園（１号児）

【８．費用・持ち物について】

●保育料（利用者負担額）は、世帯の市町村民税額を基準に居住地の市町村が決定します。その他、特定負担額や実費等の徴収金がかかることがあります。

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

無

無

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

○

○ ○

【１４．入園手続き関連】

一般型一時預かり保育利用者にのみ、園庭を開放しています。

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

入園後、月々かかる費用

・施設整備費2,000円
※なかよし保育園・一般型一時預かり保育に在籍していた方は必要ありません。
・教育充実費月額4，5００円(１号児)
・食材料費月額４，５００円(１号児)

費用

・前期保育費(一般型一時預
かり)３０，８００円
・後期保育費(一般型一時預
かり)３５，２００円

実施日数
/週

5日

あり（園で用意か保護者持ち込みか要相談）

その他補足事項 なし

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月～土 給食代月額

行事の公開・
見学について

2023年度の園児募集は、2022年1月15日に締め切りました。
2024年度については、園にご連絡ください。

入園時に係る費用

制服 あり 制服代
男子３３，３１０円 / 女子３２，８７０円
(体操着代含む)

－ その他補足

実施 主な実施時間 9:00～15:00

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

要相談

完全除去可能なアレルギー品目
鶏卵　牛乳・乳製品　甲殻類　軟体類・貝類　魚卵　魚
類　肉類　果物類

代替品の提供

開催頻度 － 保護者会費

療育機関と相談しながら保育を行います。

－

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 可 受入れ実績の有無 あり

補助活動とその費用

【体操教室】8,000円
【チアリーディング】8,000円
【英語教室】8,000円
【音楽教室】8,000円

保護者が購入するもの(必須）・料金

保育用品(年少・年中・年長)
・3年保育新入園時 15,730円
・2年保育新入園時 23,310円
・1年保育新入園時 27,340円

送迎バス代
往復３，０００円／月
片道１，５００円／月

送迎バスの利用時間
（最長コース） 園出発 8:00 園到着 9:45 園出発 14:00

退園時登園時

３歳児クラスから利用可能

4500円(土曜日は別途)

エピペンの預かり 可

宗教的配慮をした食事への対応

アレルギー対応に関する補足事項 可

保護者が購入するもの(任意）・料金 ・卒園アルバム代 8,000円(年長児)

送迎バス利用の
補足事項

定期利用

2歳児 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

2024年度3歳児入園は、2023年1月
にHPでお知らせ致します。

願書配布時期
2024年度3歳児入園は、2023年1月
にHPでお知らせ致します。

入園申し込み
受付時期

登録料年額66,000円(利用料を含む)

2024年度3歳児入園は、2023年1月
にHPでお知らせ致します。

特別保育・子育て支援に関する補足事項 詳しくは園のHPをご覧ください。

一時預かり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

3歳児～開始。3,4,5歳児合同で行う活動が
あります。

年度途中入園

お誕生日会 － クリスマス会 卒園式※

行事に関する補足事項

プール遊び さつまいも掘り 年長お別れ遠足

じゃがいも掘り 夏季保育 作品展 お誕生日会

入園式（入園児のみ）※

高ヶ坂小学校、南成瀬小学校、成瀬台小学校

預かり保育の費用
【教育時間開始前】３００円
【教育時間終了後】１８：００まで７００円
１８：００過ぎた場合３００円増

山中湖合宿 おじいちゃんおばあちゃんと遊ぼう※ お餅つき

年少親子遠足※　年中・年長遠足

無 要相談２，０００円

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ７：３０～１８：３０

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

職員数

50

開園時間

７：３０～１８：３０ ９：００～１４：００ －

異年齢保育 あり

無

開園時間
教育時間

平日 その他変則 土曜日

可

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 無

夏休み 7/19～8/31

クラス編成 クラスなし 3 3 3 9

定員数 クラスなし 80 80 80

子どもは、大きな可能性を秘めた小さな芽。
幼稚園は人間形成の基本をつくる大切な場所です。
子どもが”まんなか”にいる幼稚園で、たくさんの友達と触れ、遊び、学び、集団生活を通じて、人間性あふれる心を育てていきます。
多様な正課授業や行事を通じて、たくさんの体験をしながら、多彩な個性を見つけ、伸ばすことで学ぶ楽しさを知り、積極的に自主的に学ぶことのできる子どもを育
てることを目指します。

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

240

合計

たちはな幼稚園

施設類型 幼稚園（新制度非適用） 設置運営 学校法人 立華学園 設置認可年月 1953年4月

TEL 042-726-4984 FAX 042-726-4976 HP http://www.tachihana.ac.jp/

所在地 町田市高ヶ坂6-29-1

園へのアクセス
・ＪＲ横浜線成瀬駅徒歩15分
・町田バスセンター８番乗場より　「成瀬台」「青葉台駅」「成瀬駅」行バス乗車「鞍掛」バス停下車徒歩２～３分

送迎バス あり

冬休み 12/26～1/6 春休み 3/20～4/7

2 24 4 30

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等 合計

5

日曜参観※

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 長期休暇中の預かり保育は、お弁当を持参する必要あり

月～金

【教育時間開始前】７：３０～９：００
【教育時間終了後】１４：００～１８：３０

おやつの有無実施時間 あり月～金

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

夕涼み会 運動会※ おゆうぎ会

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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たちはな幼稚園

【８．費用・持ち物について】

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

○

○ ×

【１４．入園手続き関連】

園庭開放日があります。

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

アレルギー対応に関する補足事項 要相談

入園後、月々かかる費用 保育料：31800円（年中・年長）32800円（年少）、その他行事費用等

費用
1回800円
午後までの日は1,200円

実施日数
/週

3日

行事の公開・
見学について

説明会以外の見学は随時受け付けますので、まずは園にご連絡ください。

入園時に係る費用
入園料100,000円
施設維持費20,000円

制服 あり 制服代 約50,000円（夏服・水着含む）

無 その他補足

実施 主な実施時間
10:15～11:15
10:15～12:45
（給食がある場合）

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

開催頻度 年に1回程度 保護者会費

学期に1回程度

登園時

保護者が購入するもの(任意）・料金

送迎バス利用の
補足事項

なし

補助活動とその費用
【体操・新体操】、【スイミング・サッカー】、【ピアノ教室】、【バイオリン教室】、【こども英会話教室】、【学研】
※費用については各教室にお問い合わせください。

保護者が購入するもの(必須）・料金
ピアニカ
その他

送迎バス代 ４，０００円（月額）
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 7:40 園到着 9:40 園出発 14:00

降園時

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

要相談

完全除去可能なアレルギー品目 要相談 代替品の提供 あり（園で用意か保護者持ち込みか要相談）

宗教的配慮をした食事への対応

その他補足事項 各種行事費用があります

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月～金 給食代月額
1食300円
牛乳65円

エピペンの預かり 要相談

定期利用

満2歳から 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

6月、9月
詳しくは園HPをご覧ください。

願書配布時期 10月中旬
入園申し込み
受付時期

月額40,000円（定期利用）
1日2,500円（一時利用）

10月下旬
11月1日入園面接

特別保育・子育て支援に関する補足事項 園庭を開放しています。詳しくは園のHPをご覧ください。

一時預かり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

３、４、５歳児合同で行う活動があります。 年度途中入園

－ － クリスマス祝典※（参観） －

行事に関する補足事項

プール遊び 遠足 卒園遠足

－ － 七五三式※ 卒園式※（参加）

入園式※（参加）

つくし野小学校、南つくし野小学校、鶴間小学校

預かり保育の費用
【教育時間開始前】１００円
【教育時間終了後】最初の１時間は２００円、以降３０分毎に１００円

お泊り保育 引き渡し訓練※（参加） もちつき※（参加）

親子遠足※（参加）

無 要相談
８：００～１３：００　１，０００円　／　１３：００～１８：００　１，０００円　／　８：００～１８：００　２，００
０円

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ８：００～１８：００

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

職員数

0

開園時間

８：００～１８：００ ９：００～１４：００
９：００～１１：３０

（水曜日）

異年齢保育 あり

無

開園時間
教育時間

平日 その他変則 土曜日

要相談

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 無

夏休み ７／２１～８／３１

クラス編成 1 2 2 2 7

定員数 12 56 56 56

カトリック精神に基づいて、思いやり、感謝の心、祈る心を育てます。モンテッソーリ教育をもとに、子どもの自主性や好奇心を育んでいます。

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

180

合計

つくし野天使幼稚園

施設類型 幼稚園（新制度非適用） 設置運営 学校法人 つくし野学園 設置認可年月 1968年11月

TEL 042-795-5127 FAX 042-706-9092 HP http://www.tsukushinotenshi.com/

所在地 町田市つくし野2-18-4

園へのアクセス 東急田園都市線つくし野駅下車徒歩2分 送迎バス 無

冬休み １２／２2～１／６ 春休み ３／１９～４／6 

3 16 5 24

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等 合計

0

わくわく土曜日※（参加）

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 -

月～金

【教育時間開始前】８：００～９：００
【教育時間終了後】１４：００～１８：００

おやつの有無実施時間 あり月～金

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

夏期保育 運動会※（参加） 生活発表会※（参観）

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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つくし野天使幼稚園

【８．費用・持ち物について】

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

×

× ×

【１４．入園手続き関連】

園庭開放しています

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

アレルギー対応に関する補足事項 要相談

入園後、月々かかる費用 保育料29000円／月、環境整備費３２００円／月

費用

親子教室1000円／１回
ﾓﾝﾃｯｿｰﾘ教室18000円／１期
（週２クラス）９０００円／１期
（週１クラス）

実施日数
/週

4日

行事の公開・
見学について

説明会以外の見学は要相談

入園時に係る費用 入園料85000円、設備費20000円

制服 あり 制服代 男児３００００円、女児３１０００円（夏服含む）

あり その他補足

実施 主な実施時間 9:00～11:30

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

開催頻度 学期に２回 保護者会費

年に1回

登園時

保護者が購入するもの(任意）・料金 うわばき、防災頭巾／３７５０円

送迎バス利用の
補足事項

－

補助活動とその費用
【つくし野天使幼稚園課外体操教室】６０５０円/月
【つくし野天使Angel☆Wings（体操関係）】６０５０円／月【英語】7700円/月

保護者が購入するもの(必須）・料金 用品代／７０００円（全員購入）4000円（希望購入）、体操服／７６００円

送迎バス代 －
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 － 園到着 － 園出発 －

降園時

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

不可

完全除去可能なアレルギー品目 1．鶏卵２．乳３．大豆、枝豆４．小麦、５．甲殻類 代替品の提供 －

宗教的配慮をした食事への対応

その他補足事項 遠足など、園外保育の費用は別途徴収します

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 木曜日 給食代月額 1000円

エピペンの預かり 要相談

定期利用

－ 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

6月／9月詳しくは園HPをご覧くださ
い。施設、保育の見学会もあり

願書配布時期 １０月中旬
入園申し込み
受付時期

－

１１月初旬

特別保育・子育て支援に関する補足事項 園庭開放しています。

一時預かり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】

※年度によって異なります。

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

鶴間幼稚園

施設類型 幼稚園（新制度適用） 設置運営 個人 細野和世 設置認可年月 1970年2月

TEL 042-795-1450 FAX 042-785-3751 HP http://www.tsuruma-kinder.ed.jp/  

所在地 町田市南町田二丁目12番1号

園へのアクセス 田園都市線　南町田駅徒歩１５分 送迎バス あり

定員数 15 45 45 45

子どもの中で子どもが育つ、育ち合い、育て合いの心を大切に遊びの中から学ぶ。

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

150

合計

夏休み 8/1～8/19. 8/25～8/31

クラス編成 1 2 2 2 7

外遊び、預かり保育など 年度途中入園

冬休み 12/17～1/9 春休み 3/18 ～4/8

40

異年齢保育 あり

無

開園時間
教育時間

平日 その他変則 土曜日

可

始業式※、入園式※ 七夕まつり 運動会※

職員数
(2020年5月1日時点）

20

開園時間

８：００～１７：００ ８：３０～１４：００
８：３０～１１：２０
（第２・４水曜日）

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

2 11 3 16

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等 合計

春（4－6月）

実施曜日

預かり保育に関する補足事項

月～金

【教育時間開始前】７：４５～８：３０
【教育時間終了後】１４：００～１７：００

おやつの有無実施時間 あり月～金

あり 不可８：３０～１６：００　１時間２００円

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ８：３０～１６：００

夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

預かり保育の費用
【教育時間開始前】２００円
【教育時間終了後】２００円／１時間

お楽しみ会※

対面式 夏祭り バス遠足 小学校めぐり･節分祭

歩き遠足※ 水遊び、 音楽祭・作品展（隔年）※ ひなまつり

父親参観※ 防災訓練 クリスマス会・おもちつき お別れ会・卒園式※

南第一小学校、南つくし野小学校、鶴間小学校

防災訓練 － 防災訓練 防災訓練

行事に関する補足事項

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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鶴間幼稚園

【８．費用・持ち物について】

●保育料（利用者負担額）は、世帯の市町村民税額を基準に居住地の市町村が決定します。その他、特定負担額や実費等の徴収金がかかることがあります。

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

無

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

×

× ×

【１４．入園手続き関連】

定期利用

－ 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

6月から９月
詳しくは園HPをご覧ください。

願書配布時期 10月中旬
入園申し込み
受付時期

－

１１月初旬

特別保育・子育て支援に関する補足事項

一時預かり

１食　３２０円

エピペンの預かり 不可

宗教的配慮をした食事への対応

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。

保護者が購入するもの(任意）・料金 無し

送迎バス利用の
補足事項

補助活動とその費用 【ワイルドスポーツクラブ】5,940円

保護者が購入するもの(必須）・料金 教材費　年間１０，０００円

送迎バス代 ４，４００円（月額）
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 7:50 園到着 8:35 園出発 13:55

降園時登園時

開催頻度 － 保護者会費

各学期に１回

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

行事の公開・
見学について

説明会以外の見学は随時受け付けますので、まずは園にご連絡ください。

入園時に係る費用 入園準備金３０，０００円

制服 あり 制服代 ３５，０００円

－ その他補足

実施 主な実施時間 10:３０～11:3０

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

完全除去可能なアレルギー品目 無 代替品の提供

園庭を開放しています。育児・教育相談

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

入園後、月々かかる費用 冷暖房費５，０００円（年間）

費用 無料
実施日数

/週
１日

無

その他補足事項 遠足費は別途徴収いたします。

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月・火・木 給食代月額

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】

※年度によって異なります。

預かり保育の費用
【教育時間開始前】４００円
【教育時間終了後】時間により異なる。１４～１７時まで７００円

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

作品展

こどもの日集会 七夕集会

認定こども園　光幼稚園（１号児）

施設類型 認定こども園 設置運営 個人 佐藤　光平 設置認可年月 1974年3月

TEL 042-796-1912 FAX 042-799-1076 HP http://www.n-hikariyouchien.ed.jp/

所在地 町田市金森3-41-1

園へのアクセス
町田駅・成瀬駅・つくし野駅からバス「南中学校前」下車、徒歩8分
町田駅・南町田駅からバス「西田」下車、徒歩0分

送迎バス あり

定員数 クラスなし 140 140 140

育てよう豊かな心とじょうぶなからだ
広い芝生の園庭から四季の移り変わりを肌で感じることができ、小鳥や昆虫が遊びに来る。3,000㎡のちびっこ畑では一粒の種が芽を出し育て収穫するという自然
の神秘を体験します。

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

420

合計 ２・３号児の人数

40

園長・副園長
・教頭等

夏休み

要相談

2号児とのかかわり
（認定こども園のみ）

あり 教育時間（１４時まで）は、１号・２号同じクラスで活動をします。

クラス編成 クラスなし 4 4 4 12

7/21～8/31 冬休み 12/25～1/10 春休み 3/24～4/7

異年齢保育
毎月1回、異年齢交
流あり

３歳児～開始。月１回、3,4,5歳児が交流する活動を行います。

無

開園時間
教育時間

冬（1－3月）

平日 その他変則 土曜日

年度途中入園

遠足※ プール遊び 運動会※

職員数

30

開園時間

８：００～１８：００ ９：００～１４：００
９：００～１３：００

（水曜日）

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

1 22 3 26

教諭等 事務職員等 合計

春（4－6月）

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 事前予約制

月～金

【教育時間開始前】８：００～８：５０
【教育時間終了後】１４：００～１８：００

おやつの有無実施時間 あり月～金

無 要相談１日最大２，２００円

長期休園中の
預かり保育

実施

南第一小学校、南つくし野小学校、鶴間小学校

50台
※他にも行事の際には
臨時駐車場あり

－ － クリスマス会・おもちつき 卒園式※

行事に関する補足事項 毎月お誕生会、避難訓練、太陽とあそぼう（異年齢保育）があります。

さつまいも掘り 大根の種まき・収穫 カリフラワー・ブロッコリー収穫 節分集会

交通安全指導 お泊り会（年長） 七五三祝い ひな祭り集会

じゃがいも掘り さつま芋苗植 大根・インゲンの種まき・収穫 ブロッコリー・カリフラワーの 種まき・育苗 発表会 お別れ遠足（年長）

長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ８：００～１８：００

夏（7－8月） 秋（9－12月）

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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認定こども園　光幼稚園（１号児）

【８．費用・持ち物について】

●保育料（利用者負担額）は、世帯の市町村民税額を基準に居住地の市町村が決定します。その他、特定負担額や実費等の徴収金がかかることがあります。

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

×

× ×

【１４．入園手続き関連】

入園説明会
開催時期

説明会はありません。随時個別で
見学を受け付けています。

願書配布時期 10月中旬
入園申し込み
受付時期

－

11月1日

特別保育・子育て支援に関する補足事項 －

一時預かり

送迎バス利用の
補足事項

定期利用

－ 一時預かりの費用

学童一時預かり

園庭を開放しています。

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

補助活動とその費用
スポーツ教室（月額　7,020円）
サッカー教室（月額7,020円）
英語教室（月額　6,500円）

保護者が購入するもの(必須）・料金 カラー帽子

送迎バス代 ３，８００円（月額）
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 7:40 園到着 9:00 園出発 14:00

退園時登園時

要相談 受入れ実績の有無 あり

３２０円/１食

エピペンの預かり 可

保護者が購入するもの(任意）・料金

行事の公開・
見学について

見学は随時受付となっています。

入園時に係る費用 入園選考料５，０００円

制服 あり 制服代 上下一式　男児・女児 購入40,000円程度

無 その他補足

実施 主な実施時間 9：40～13：40

年２回個人面談あり　保育相談（随時）

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

完全除去可能なアレルギー品目 献立表を配布時にアレルゲンをお知らせします。

費用 未定
実施日数

/週
1日／月

－

その他補足事項

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月～金 給食代月額

宗教的配慮をした食事への対応

アレルギー対応に関する補足事項 可

代替品の提供

開催頻度 学期に１回、計３回 保護者会費

入園前に早めにご相談ください。

学期に１回

特別な配慮を要する児童の受入れ※

入園後、月々かかる費用
施設整備費　３年保育：２５００円　２年保育：３0００円
教材代１800円　本代310円前後　冷暖房費７００円　バス代（利用者）３８００円

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

生活行動体験など 年度途中入園

保育参観※ 卒園記念つぼ作り(年長) 防災訓練※ 懇談会※

行事に関する補足事項 懇談会※

夕涼み会(年少・年中)※ 秋の遠足 お別れハイキング

運動会※ 卒園児同窓会※ クリスマス祝会※ 卒園式※

入園式※始園式※

町田第一小学校、町田第二小学校、高ヶ坂小学校他多数

預かり保育の費用
【教育時間終了後】１６時より３０分毎に２００円、１８時迄。午前保育の場合１２時から１６時まで２００円、１６時以降３０分毎に２００
円。

プール遊び・個人面談※ 造形まつり※ 新年お楽しみ会

未就園児教室開始※

無 不可８：００～１６：００が５００円、その後３０分毎に２００円。

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ８：００～１８：００

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

職員数

20

開園時間

８：００～１８：００ ８：３０～１４：００ 無

異年齢保育 あり

無

開園時間
教育時間

平日 その他変則 土曜日

可

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

夏休み 7/21～8/31

クラス編成 1 3 3 4 11

定員数 20 70 75 93

子ども達の発想を豊かにし、知性を育てる思考能力の育成と、全面的成長発達のために「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」(絵画・造形・音楽・劇遊び)の5領
域を柱としてバランスのとれた指導をしています。特に絵画・造形指導は、園独自のカリキュラムによって一人ひとりの知的能力・創造性・美的情操を育てる重要な
内容として取り組んでいます。

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

258

合計

町田こひつじ幼稚園

施設類型 幼稚園（新制度非適用） 設置運営 学校法人 こひつじ学園 設置認可年月 1967年7月

TEL 042-723-3687 FAX 042-739-2252 HP http://m-kohitsuji.xsrv.jp/wp/

所在地 町田市高ヶ坂2-37-24

園へのアクセス JR町田駅より徒歩10分、、小田急町田駅より徒歩15分 送迎バス あり

冬休み 12/24～1/6 春休み 3/25～4/6

2 12 5 19

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等 合計

40

春の遠足※

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 無

月～金

【教育時間開始前】８：００～８：３０
【教育時間終了後】１４：００～１８：００

おやつの有無実施時間 あり月～金

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

お泊り保育(年長) 移動動物園 ひなまつり子ども会※

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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町田こひつじ幼稚園

【８．費用・持ち物について】

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

無

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

×

× ×

【１４．入園手続き関連】

園庭開放　月１～２回

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

アレルギー対応に関する補足事項 要相談

入園後、月々かかる費用 4,000円

費用 １回５００円
実施日数
/週

月１～２回

行事の公開・
見学について

随時

入園時に係る費用 入園料40,000円

制服 無 制服代 －

－ その他補足

実施 主な実施時間 10：00～11：30

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

開催頻度 － 保護者会費

要相談

年３～４回程度

登園時

保護者が購入するもの(任意）・料金 無

送迎バス利用の
補足事項

園バス３台で、３～４コースに分かれて送迎。

補助活動とその費用 無

保護者が購入するもの(必須）・料金 ｶﾗｰ帽子550円、夏用体操着3,400円、冬用体操着4,610円

送迎バス代 ２，５００円（月額）
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 7:40 園到着 10:00 園出発 14:10

降園時

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

要相談

完全除去可能なアレルギー品目 一部除去 代替品の提供 あり（園で用意か保護者持ち込みか要相談）

宗教的配慮をした食事への対応

その他補足事項 スモック(描画の時使用)

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月～金 給食代月額 保育料に含む

エピペンの預かり 要相談

定期利用

－ 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

６月･９月・３月。その他随時。詳しく
は幼稚園へお電話ください。

願書配布時期 10月15日
入園申し込み
受付時期

－

11月1日

特別保育・子育て支援に関する補足事項

一時預かり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】

※年度によって異なります。

保育参観※ 夏期保育（任意参加） 音楽発表会※・懇談会※ 卒園式（年長児のみ）※

行事に関する補足事項

南第三小学校、町田第二小学校、南第一小学校、南第四小学校

お雑煮会・まめまき

対面式 避難訓練 遠足・おいもほり 造形展※・懇談会※

懇談会※・親子遠足※ 個人面談※ 保育参観（給食試食会）※ カレーパーティー・避難訓練

内科歯科検診 夕方からのお楽しみ会（年長のみ） おもちつき・クリスマス会 ひなまつり・お別れ遠足

合計

春（4－6月）

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 土・日・休日の他にも預かり保育を実施しない日があります。事前にお知らせします。

月～金

【教育時間開始前】７：３０～８：３０
【教育時間終了後】１４：００～１８：００
※１７：００以降は要相談

おやつの有無実施時間 あり月～金

無 要相談１時間３００円

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ８：００～１７：００

土曜日

要相談

入園式（入園児のみ）※ 夏祭り 引き取り訓練※・運動会※

職員数
(2020年5月1日時点）

30

開園時間

７：３０～１８：００ １０：００～１４：００
９：４５～１１：３０
（月１回程度）

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

1 13 1 15

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等

夏休み 7/21～8/30

クラス編成 クラスなし 2 2 2 6

3、４、５歳児合同で行う活動があります。 年度途中入園

冬休み 12/23～1/7 春休み 3/19～4/6

7

異年齢保育 あり

無

開園時間
教育時間

平日 その他変則

定員数 クラスなし 0 0 0

7つの特色を生かした教育で、小学校以降の教育・社会生活の基礎（土台）をつくり育てます。
①毎日うたう、たくさんの歌（音楽発表会）
②考え、表現する製作（造形展）
③④⑤専任講師による剣道・書道・体育指導（鉄棒・なわとび他）
⑥作る楽しさと文化を学ぶ、クッキング
⑦園全体で見守り、育てることを目指した明るく見通しの良い家庭的な木造園舎（冷暖房完備・飛散防止フィルム施工）

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

0

合計

町田ひまわり幼稚園

施設類型 幼稚園（新制度適用） 設置運営 学校法人 たけお学園 設置認可年月 1954年10月

TEL 042-726-1207 FAX 042-726-1339 HP http://www.machida-himawari.jp/

所在地 町田市金森1-8-26

園へのアクセス 小田急町田駅より徒歩13分　　　　JR町田駅より徒歩10分 送迎バス あり

夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

預かり保育の費用
７：３０～８：００　１５０円／３０分
８：００～１７：００　１００円／３０分　　１７：００～１８：００　１５０円／３０分

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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町田ひまわり幼稚園

【８．費用・持ち物について】

●保育料（利用者負担額）は、世帯の市町村民税額を基準に居住地の市町村が決定します。その他、特定負担額や実費等の徴収金がかかることがあります。

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

無

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

×

× ×

【１４．入園手続き関連】

園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　ひまわりひろば（イベント）２０２２年度は実施見合わせ

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

入園後、月々かかる費用
教育充実費２，４００円／月　　　　施設充実費１，９００円／月
月刊誌代　８６０円～９３０円／月

費用
入会費　３，０００円
月会費　３，０００円

実施日数
/週

２４回／年
木・金曜日
各２クラス

あり（保護者持ち込み）

その他補足事項 遠足費、行事費等別途徴収します。制服、体操着等は同じものであれば使用可

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月～水 給食代月額

行事の公開・
見学について

説明会以外の見学は随時受け付けていますので、園にご連絡ください。

入園時に係る費用
入園受け入れ準備金１０，０００円
検定料３，０００円

制服 あり 制服代 制服、体操服等３０，０００円程度

－ その他補足

実施 主な実施時間
9:30～10：30
または
11：00～12：00

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

要相談

完全除去可能なアレルギー品目 要相談 代替品の提供

開催頻度 － 保護者会費

面談等で受け入れ可能であるか判断させていただきます。

４回／年

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

補助活動とその費用
【サッカークラブ】7,260円
【体操教室】7,260円　　　　　　　　　　　　　　　　　　入会月によって割引あり
【造形教室】6,000円

保護者が購入するもの(必須）・料金 保育用品（シール帳、ハサミ、クレパス等）学年により４，０００円から８，０００円程度

送迎バス代 ４，０００円（月額）
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 7:50 園到着 9:45 園出発 14:05

降園時登園時

送迎可能な範囲であるか否かを事前にお問い合わせください。

2,100円程度（１食３０８円）

エピペンの預かり 要相談

宗教的配慮をした食事への対応

アレルギー対応に関する補足事項 書面にて申告していただきます。

保護者が購入するもの(任意）・料金 無

送迎バス利用の
補足事項

定期利用

－ 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

９月中旬
その他、随時対応していますので
ご相談ください。

願書配布時期 １０月中旬
入園申し込み
受付時期

－

１１月初旬

特別保育・子育て支援に関する補足事項 園庭を開放しています。詳しくは園のHPをご覧ください。

一時預かり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】

※年度によって異なります。

防災引き渡し訓練※ 夏期休みプール おもちつき※ 卒園式※

行事に関する補足事項

南つくし野小学校、小川小学校、南第一小学校、鶴間小学校、つくし野小学校、南第四小学校、その他

豆まき

親子交流会※ 個人面談※ 運動会※ 展示会※

前期父母会・懇談会・保育参観※ 誕生会（各学年毎）※ 防災訓練 小学校見学（年長児）

春の園外保育（各学年毎） 夕涼み会※ 秋の園外保育（各学年毎） ひな祭り会

合計

春（4－6月）

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 15時以降はおやつ代100円

月～金

【教育時間開始前】
【教育時間終了後】１４：００～１７：３０

おやつの有無実施時間 あり月～金

無 要相談３０分２００円

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ９：００～１７：００

土曜日

要相談

入園式（新入園児のみ）※ 水遊び 後期父母会・懇談会・個人面談※

職員数
(2020年5月1日時点）

20

開園時間

８：４０～１７：３０ ９：３０～１４：００
９：３０～１１：３０
（水曜日）

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

2 17 2 21

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等

夏休み 7/21～8/31

クラス編成 クラスなし 3 2 2 7

朝の自由活動で全異年齢児が遊びを通して
交流する。

年度途中入園

冬休み 12/21～1/7 春休み 3/22～4/6

2

異年齢保育 あり

無

開園時間
教育時間

平日 その他変則

定員数 クラスなし 57 59 56

未来社会で生きる子ども達は、何が必要でしょうか？それは一人ひとりがもって生まれた個性を伸ばし、個をしっかり育てることです。形や外見だけを整えようとする
保育は、大人の目を意識したもので、子どものためのものではありません。子どもに視点を置いた、子ども中心の保育をダイナミックに展開している幼稚園です。

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

172

合計

南ヶ丘幼稚園

施設類型 幼稚園（新制度適用） 設置運営 個人 細野一郎 設置認可年月 1965年1月

TEL 042-795-0057 FAX なし HP http://www.minamigaokayouchien.jp/

所在地 町田市小川6-2-1

園へのアクセス つくし野駅からバス「小川入口」下車、徒歩1分 送迎バス あり

夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

預かり保育の費用
【教育時間開始前】
【教育時間終了後】３０分１５０円

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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南ヶ丘幼稚園

【８．費用・持ち物について】

●保育料（利用者負担額）は、世帯の市町村民税額を基準に居住地の市町村が決定します。その他、特定負担額や実費等の徴収金がかかることがあります。

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

無

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

○

× ×

【１４．入園手続き関連】

月１回の園庭開放

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

入園後、月々かかる費用
基本保育料（各市民税による）
特定保育料：年少5,000円・年中2,500円・年長2,500円
教材費：年少1,700円、年中2,000円、年長2,200円

費用 月額1,500円
実施日数
/週

月３回（5月、6
月、7月、9月）

－

その他補足事項
途中入園の方は、ご相談の上、前幼稚園使用のものでもかまいません。
【その他】冷暖房費：年額5,000円　　行事費：年額1000円

給食の提供 無 給食の提供がある曜日 － 給食代月額

行事の公開・
見学について

説明会以外の見学は随時受け付けますので、まずは園にご連絡ください。

入園時に係る費用 入園準備金４０，０００円

制服 無 制服代 －

－ その他補足

実施 主な実施時間 10：30～12：00

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

要相談

完全除去可能なアレルギー品目 － 代替品の提供

開催頻度 － 保護者会費

集団保育が可能な方

年2回

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

補助活動とその費用 リトミック（無料）、英語（無料）

保護者が購入するもの(必須）・料金 通園用品　：　約7,500円　　　　　　　保育用品　：　約3,000円

送迎バス代 ３，６００円（月額）
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 8:37 園到着 9:03 園出発 14:29

降園時登園時

送迎バス４コース：あおコース（小川・つくし野・南つくし野方面）、ピンクコース（南町田・鶴間・南町田駅方面）、みどりコース（南町田・鶴間・
大ヶ谷戸方面）、きいろコース（成瀬・金森方面）

－

エピペンの預かり 要相談

宗教的配慮をした食事への対応

アレルギー対応に関する補足事項 食物アレルギーの方は、「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。

保護者が購入するもの(任意）・料金 保育用品　：　約6,400円程度

送迎バス利用の
補足事項

定期利用

在園児のみ 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

9月詳しくは園HP、またはお電話で
お問い合わせください。

願書配布時期 10月中旬
入園申し込み
受付時期

30分150円

入園申込手続き11月初旬

特別保育・子育て支援に関する補足事項 年６回1，2歳児対象の幼稚園ホール開放をしています。

一時預かり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

－ 運動会※ マラソン大会

冬休み 12/20～1/7 春休み 3/18～4/5

3 11 11 25

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等 合計

7

親子会※

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 無

月～金

【教育時間開始前】７：５０～９：００【教育時間終了後】１４：
００～１８：００

おやつの有無実施時間 あり月～金

第一富士幼稚園

施設類型 幼稚園（新制度非適用） 設置運営 学校法人 富士学園 設置認可年月 1980年3月

TEL 042-723-4055 FAX 042-723-4055 HP http://www2.tbb.t-com.ne.jp/dai1fuji/

所在地 東京都町田市成瀬7-10-19

園へのアクセス 横浜線成瀬駅より徒歩10分 送迎バス あり

知・情・意・体の四つのバランスの取れた保育と個性開発。一クラス少人数制での保育。

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

140

合計

7/20～8/31

クラス編成 クラスなし 3 3 3 9

定員数 クラスなし 40 50 50

冬（1－3月）

職員数

10

開園時間

７：５０～１８：００ ９：００～１４：００
９：００～１１：００

（始業式・修了式など）

異年齢保育 あり

無

開園時間
教育時間

平日 その他変則 土曜日

可

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

夏休み

預かり保育の費用 教育時間開始前１５０円教育時間終了後１４：３０まで１５０円それ以降３０分１００円

ふじっこ祭り 引渡し訓練※ 発表会※

遠足※

あり 要相談８：００～８：３０までが１５０円それ以降３０分１００円

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ８：００～１８：００

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月）

南第二小学校、南成瀬小学校、成瀬中央小学校、

３歳児から開始。全園児で行う活動がありま
す。

年度途中入園

－ － 秋の遠足 －

行事に関する補足事項

－ こどもフェスティバル 卒園式※

－ － 展示会※ －

入園式※

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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第一富士幼稚園

【８．費用・持ち物について】

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

○

× ×

【１４．入園手続き関連】

定期利用

満２歳から 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

７月、9月詳しくは園HPをご覧くださ
い。

願書配布時期 10月中旬
入園申し込み
受付時期

最初の30分が300円以降30分ごとに250円

11月初旬

特別保育・子育て支援に関する補足事項 園庭開放をしています

一時預かり

その他補足事項

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月～金 給食代月額 1食315円

エピペンの預かり 可

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 可 受入れ実績の有無 あり

不可

完全除去可能なアレルギー品目 1鶏卵2牛乳・乳製品 代替品の提供 あり（園で用意）

宗教的配慮をした食事への対応

保護者が購入するもの(任意）・料金 体操帽子　990円

送迎バス利用の
補足事項

補助活動とその費用
体操教室　月額3000円絵画教室　月額3000円サッカー教室　月額3000円英語教室月額7000円そろばん教室　月額3500円空手教室　月額
3500円音楽教室　月額3000円

保護者が購入するもの(必須）・料金

送迎バス代 ３３００円
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 8:05 園到着 8:40 園出発 14:05

降園時登園時

開催頻度 学期ごとに１回 保護者会費

相談にて対応

半年に２回程度

費用 １回2000円
実施日数
/週

3日

行事の公開・
見学について

運動会、展示会、園にご連絡下さい。

入園時に係る費用 入園料90000円施設維持費20000円

制服 あり 制服代 男児、女児共に29000円（夏服含む）

あり その他補足

実施 主な実施時間 10：30～13：10

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業 園庭開放をしています

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます

入園後、月々かかる費用 教育充実費2500円、冷暖房費750円

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

すいか割り うんどうかい 節分

冬休み 12/23～1/7 春休み 3/22～4/7

2 20 4 26

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等 合計

0

親子遠足※

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 ー

月～金

【教育時間開始前】８：００～９：００
【教育時間終了後】１４：００～１８：００

おやつの有無実施時間 あり月～金

成瀬台幼稚園

施設類型 幼稚園（新制度適用） 設置運営 個人 八木　和子 設置認可年月 1976年3月

TEL 042-726-9123 FAX 042-726-9123 HP http://www.narusedai-youchien.com/

所在地 町田市成瀬台2-2-12

園へのアクセス 横浜線成瀬駅よりバス15分　ポプラが丘バス停0分 送迎バス あり

　教育目標
　『健康で明るく、心豊かな子』
　『友だちと仲良く遊べる子』
　『自分で考え、行動する子』

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

180

合計

7/19～8/31

クラス編成 1 2 2 2 7

定員数 15 45 60 60

冬（1－3月）

職員数

10

開園時間

８：００～１８：００ ９：００～１４：００
９：００～１２：００

（始業式・終業式など）

異年齢保育 あり

無

開園時間
教育時間

平日 その他変則 土曜日

可

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

夏休み

預かり保育の費用
【教育時間開始前】２００円
【教育時間終了後】８００円

七夕会 秋まつり お別れ遠足

内科・歯科健診

あり 要相談１，６００円

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ８：００～１８：００

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月）

成瀬台小学校、成瀬中央小学校

行事への参加（運動会、誕生会、園外保育
等）

年度途中入園

プール開き 水あそび クリスマス会 卒園式※

行事に関する補足事項 天候・状況により延期又は中止の場合あり

ナイトフェスティバル（年長児） 遠足 ひなまつり会

じゃがいも堀り 夏季保育 発表会 お別れ会

入園式※

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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成瀬台幼稚園

【８．費用・持ち物について】

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

無

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

×

× ×

【１４．入園手続き関連】

定期利用

－ 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

9月 願書配布時期 10月中旬
入園申し込み
受付時期

－

11月初旬

特別保育・子育て支援に関する補足事項 。詳しくは園のHPをご覧ください。

一時預かり

その他補足事項

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月・火・木・金 給食代月額 5120円

エピペンの預かり 要相談

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

不可

完全除去可能なアレルギー品目

１．鶏卵　２．牛乳・乳製品　３．小麦　４．ソバ　５．
ピーナッツ　６．大豆　７．ゴマ　８．ナッツ類　９．甲殻
類　１０．軟体類・貝類　１１．魚卵　１２．魚類　１３．肉
類　１４．果物類

代替品の提供 あり（園で用意か保護者持ち込みか要相談）

宗教的配慮をした食事への対応

保護者が購入するもの(任意）・料金 年長児のみ卒園アルバム代（6,000程度）

送迎バス利用の
補足事項

3台　各3便運行

補助活動とその費用
【体育教室】7,260円
【剣道教室】7,260円

保護者が購入するもの(必須）・料金 進級時保育用品代3,000円程度

送迎バス代 ３，５００円（月額）
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 8:00 園到着 9:15 園出発 14:00

降園時登園時

開催頻度 － 保護者会費

入園前に面談をさせていただきます。

年2回

費用
入会金5000円
保育料20000円～22000円

実施日数
/週

3日

行事の公開・
見学について

説明会以外の見学は随時受け付けますので、まずは園にご連絡ください。

入園時に係る費用 保育用品・絵本代10,000円程度

制服 あり 制服代 32,000円程度（夏服・体操服含む）

－ その他補足

実施 主な実施時間 9：30～14:00

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業 園庭開放・子育て相談（月１回）　　　　　　　　　親子サークル（月2回）

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。

入園後、月々かかる費用 教材費2500円/月

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】

※年度によって異なります。

夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

預かり保育の費用
【教育時間開始前】３０分１００円
【教育時間終了後】３０分１００円

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

けいしょう幼稚園

施設類型 幼稚園（新制度適用） 設置運営 学校法人 慶性寺学園 設置認可年月 1967年7月

TEL 042-708-8787 FAX HP http://www.keishou.jp/

所在地 町田市鶴川1-5-2

園へのアクセス 小田急線鶴川駅より徒歩15分 送迎バス あり

定員数 30 70 70 70

創立50周年を迎えた2017年に耐震強化の工事を兼ねて園舎の建て替えをしました。木造の斬新なデザインと内部には子ども達が過ごすのに素晴らしい環境が随
所に配慮されています。天井の高いオーブンルーム、開放的で自由な空間等、子ども達が安全に伸び伸びと成長するためのステージが用意されています。子ども
達の持っている可能性を最大限に引き出し、自立する力を大切にした、保育活動を行っています。

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

240

合計

夏休み 7/15～8/31

クラス編成 1 2 3 2 8

3,4,5歳児合同で行う活動があります。 年度途中入園

冬休み 12/17～1/7 春休み 3/17～4/7

30

異年齢保育 あり

無

開園時間
教育時間

平日 その他変則 土曜日

可

入園式(入園児のみ)※ ほしまつり 防災訓練※

職員数
(2020年5月1日時点）

20

開園時間

７：３０～１８：３０ １０：００～１４：００
１０：００～１１：３０

（行事の準備等の日）

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

2 11 7 20

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等 合計

春（4－6月）

実施曜日

預かり保育に関する補足事項

月～金

【教育時間開始前】７：３０～９：００
【教育時間終了後】１４：００～１８：３０

おやつの有無実施時間 あり月～金

無 －３０分１００円

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ７：３０～１８：３０

節分

子ども会 プール遊び 運動会 けいしょう祭(発表会)

春の遠足 デイキャンプ(年長組) 秋の遠足 音楽会or観劇会

お店屋さんごっこ 夏祭り いもほり ひなまつり

鶴川第三小学校、鶴川第四小学校、鶴川第二小学校、大蔵小学校、金井小学校

健康診断 夏季保育 作品展 お別れ遠足(年長組)

行事に関する補足事項

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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けいしょう幼稚園

【８．費用・持ち物について】

●保育料（利用者負担額）は、世帯の市町村民税額を基準に居住地の市町村が決定します。その他、特定負担額や実費等の徴収金がかかることがあります。

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

×

× ×

【１４．入園手続き関連】

定期利用

－ 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

新型コロナウイルス感染拡大防止の
為日程を立てておりませんが、6月より
随時個人的にご案内させていただいて
おります。見学を希望の方はメール又
はお電話でお問い合わせください。

願書配布時期 10月15日
入園申し込み
受付時期

－

11月1日

特別保育・子育て支援に関する補足事項 親子教室、園庭開放等を開催しています。詳しくは園のHPをご覧ください。

一時預かり

一食324円

エピペンの預かり 可

宗教的配慮をした食事への対応

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。

保護者が購入するもの(任意）・料金

送迎バス利用の
補足事項

補助活動とその費用
【サッカー】月額5,000円
【バレエ】月額6,480円
【英語教室】1回1,000円

保護者が購入するもの(必須）・料金
ポロシャツ、ズボン、園帽、スモック、園章、名札、自由画帳、ハサミ、防災用品等
12,270円(2021年度実績)

送迎バス代 ３，０００円（月額）
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 8:05 園到着 9:45 園出発 14:05

降園時登園時

開催頻度
学期に1回(保育参観と同
日)

保護者会費

医療行為を伴う場合は受け入れられない場合があります。
必ず事前にご相談ください。

学期に1回(保育参観と同
日)

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 可 受入れ実績の有無 あり

行事の公開・
見学について

説明会以外の見学は園にご連絡ください。

入園時に係る費用
入園準備金30,000円
入園面接料4,000円

制服 無 制服代 －

無 その他補足

実施 主な実施時間 9：30～11：00

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

要相談

完全除去可能なアレルギー品目
１．鶏卵　２．牛乳・乳製品　３．小麦　４．ソバ　５．ピーナッ
ツ　６．大豆・　７．ゴマ　８．ナッツ類　９．甲殻類　１０．軟体
類・貝類　１１．魚卵　１２．魚類　１３．肉類　１４．果物類

代替品の提供

園庭を開放しています。

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

入園後、月々かかる費用
特別教育経費　2,900円／月
施設整備費　1,500円／月
研修充実費　500円／月

費用 月額5,000円
実施日数
/週

1日

あり（園で用意か保護者持ち込みか要相談）

その他補足事項 遠足費は別途徴収いたします。

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月～金 給食代月額

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】

※年度によって異なります。

預かり保育の費用 ６０分　４５０円　　　　　　　　　　　　　　（土曜日加算として１日５００円）

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

餅つき　※

防災引き取り訓練　※ お泊まり会（年長児のみ）

認定こども園　フェリシア幼稚園　フェリシアこども短期大学附属（１号児）

施設類型 認定こども園 設置運営 学校法人 明泉学園 設置認可年月 1972年3月

TEL 044-988-4074 FAX 044-988-4803 HP http://kindergarten.felicia.ed.jp

所在地 町田市三輪町122番地12

園へのアクセス

①柿生駅より徒歩15分
②小田急線／鶴川駅よりバス10分
神奈川中央交通　鶴川０１系統フェリシアこども短期大学行き　鶴川高校前下車徒歩１分
・田園都市線／市ヶ尾駅　　バス
西口改札を出て　９番バス乗り場
 小田急バス　柿生２３系統　柿生駅北口　行き　１６個目バス停　新中野橋　下車　徒歩５分

送迎バス あり

定員数 35 39 68 68

「知」 豊かな愛情と信頼関係のもとに探求心を持ち、自ら考えようとする知性を育む。
「情」豊かな感性と思いやりの心を育む。
「意」自分を知り、自らの人生を選び取る意思の力を育てる。
「体」 健全な心と丈夫な体を育て、規則正しい生活習慣を身につける。
「技」自分の気持ちを表現できる技能を身につける。

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

210

合計 ２・３号児の人数

110

夏休み

可

2号児とのかかわり
（認定こども園のみ）

あり 日中は1号児・2号児と合同で活動します。

クラス編成 1 3 3 3 10

7/19～8/31 冬休み 12/23～1/10 春休み 3/14～4/7

約60

異年齢保育 あり 3,4,5歳児合同で行う活動があります。

無

開園時間
教育時間

平日 その他変則 土曜日

年度途中入園

入園式（入園児のみ）　※ 盆踊り　※ 運動会　※

職員数

約20

開園時間

７：３０～１８：３０ ９：３０～１３：３０ 無

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

2 38 21 61

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等 合計

春（4－6月）

実施曜日

預かり保育に関する補足事項
当園では預かり保育の時間を「一人ひとりがやりたいことを、ゆったり、じっくり探求する時間」として、各分野のスペシャリストととも
に、様々な世代間交流活動を取り入れています。

月～土

【教育時間開始前】７：３０～９：３０
【教育時間終了後】１３：３０～１８：３０
【土曜日】７：３０～１８：３０

おやつの有無実施時間 あり月～土

あり 要相談通常保育時と同様

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ７：３０～１８：３０

夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

遠足 豆まき

歯科検診 内科検診 水あそび 芋掘り モリユリさん福音コンサート

－ － #REF! フェリシアアート展※ 卒園コンサート(年長児のみ)※

三輪小学校・柿生小学校・東柿生小学校

－ － 発表会　※ 卒園式（卒園児のみ）　※

行事に関する補足事項 ※保護者参加・・・内容は主に観覧のみ。

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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認定こども園　フェリシア幼稚園　フェリシアこども短期大学附属（１号児）

【８．費用・持ち物について】

●保育料（利用者負担額）は、世帯の市町村民税額を基準に居住地の市町村が決定します。その他、特定負担額や実費等の徴収金がかかることがあります。

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

無

無

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

○

○ ○

【１４．入園手続き関連】

入園説明会
開催時期

7月～10月
詳細はHPをご覧ください。
（オンライン説明会もあり）

願書配布時期 10月中旬
入園申し込み
受付時期

4時間未満　1,500円　　　　　　　　　　　　　　　　4時間以上　3,000円

11月初旬

特別保育・子育て支援に関する補足事項
『フェリシア子育てひろば』とは、 認定こども園 フェリシア幼稚園 フェリシアこども短期大学附属、鶴川フェリシア保育園、成
瀬フェリシア保育園の３園で連携して行う子育て支援事業の総称です。 親子で遊びながら子育ての楽しさを感じたり、親子
同士・子ども同士の交流を深めながら、安心して子育てができるような場、情報交換ができる機会を提供しています。

一時預かり

園オリジナルカラーTシャツ(登園着としても着用可）

送迎バス利用の
補足事項

定期利用

満２歳から 一時預かりの費用

学童一時預かり

【フェリシア子育てひろば】　無料
・親子のつどい
・ぴよぴよクラブ
・子育て相談
・プレママ教室

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

補助活動とその費用
【ﾋﾟｱﾉ教室(個人)】月額4,500円　【体操】月額5,000円　【ﾁｱﾀﾞﾝｽ】月額4,500円　【書道】月額4,000円　【ｻｯｶｰ】月額4,900円　【ﾃﾆｽ】月額4,400
円　【そろばん】月額4,950円

保護者が購入するもの(必須）・料金
スモック　2,440円　　カラー帽子　924円　体操着(上)　2,137円　体操着(下)　1,964円　通園カバン　3,465円　　防災頭巾
3,319円

送迎バス代
２，０５０円～７，０００円（月額）
※利用コースによって異なる

送迎バスの利用時間
（最長コース） 園出発 7:45 園到着 9:29 園出発 13:40

退園時登園時

片道料金の設定有り　　　　　　　夕方便の運行有り(園発17:30)

開催頻度 － 保護者会費

要相談

－

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

4,550円

エピペンの預かり 要相談

行事の公開・
見学について

説明会開催時に園内見学も実施しています。それ以外の見学は『HP見学お申し込み』にて随時受け付けております。

入園時に係る費用 なし

制服 あり 制服代 約13000円 (制服・制帽共に冬用のみ)

－ その他補足

実施 主な実施時間 9:30～13:30

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

要相談

完全除去可能なアレルギー品目 1．鶏卵　４．ソバ　５．ピーナッツ　８．ナッツ類 代替品の提供

入園後、月々かかる費用
【施設設備費】 1500円/月　　　　【教育環境充実費 】3000円/月
【給食費】( 1号児)　4550円/月

費用
月額　22,000円
給食費4,350円
保護者負担金4,500円

実施日数
/週

【ひよこ組】週5
日、週4日から選
べます
【ぴよぴよクラス】
0歳児　５回/年
１歳児　10回/年

あり（園で用意）

その他補足事項 なし

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月～土 給食代月額

宗教的配慮をした食事への対応

アレルギー対応に関する補足事項 入園時に「アレルギー対応表」をご提出いただきます。

保護者が購入するもの(任意）・料金

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】

※年度によって異なります。

預かり保育の費用
【教育時間開始前】－
【教育時間終了後】１５０円／３０分

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

お別れコンサート※

イースター礼拝 －

認定こども園　鶴川シオン幼稚園（１号児）

施設類型 認定こども園 設置運営 学校法人 鶴川学院 設置認可年月 1974年3月

TEL 042-735-3136 FAX 042-736-3560 HP https://t-sion.org/

所在地 町田市大蔵町2216

園へのアクセス 小田急線鶴川駅北口より徒歩８分。 送迎バス あり

定員数 クラスなし 25 25 25

キリスト教の精神に基づいて
①いつも神様に守られて愛されていることを感じながら「感謝の気持ち」を大切にします。
②園では年齢の枠をこえて遊びます。異年齢との遊びの中で「人を信頼する心」を伸ばします。また、多様な個性から生ずる違いを認め合いながら「生きる力」を育
みます。
③遊具のない広場や畑、竹林など、里山に出かけ、自然豊かな場所で遊び、自分のしたいことをみつける「豊かな心」を育てます。

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

75

合計 ２・３号児の人数

34

夏休み

可

2号児とのかかわり
（認定こども園のみ）

あり 2号児は日中1号児と一緒の活動です。自分の好きな場所へ行き、好きなことを見つけて遊びます。

クラス編成 クラスなし 1 1 1 3

7/21～8/31 冬休み 12/16～1/9 春休み 3/18～4/7

5

異年齢保育 あり
３，４，５歳は縦割り保育ですが、活動内容によって横割り（学年ご
と）で過ごすこともあります。

無

開園時間
教育時間

平日 その他変則 土曜日

年度途中入園

入園のつどい※ サマーキャンプ（年長児） 防災引取り訓練※

職員数

15

開園時間

７：３０～１８：３０ ９：００～１３：００
９：００～１２：００

（水曜日）

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

2 16 6 24

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等 合計

春（4－6月）

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 特になし

夏休み期間：15日間　冬休み・
春休み期間：各5日間　程度

【教育時間開始前】なし
【教育時間終了後】１４：００～１７：３０

おやつの有無実施時間 あり月～金

無 要相談１５０円／３０分

長期休園中の
預かり保育

実施
長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ９：００～１７：３０

夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

芋ほり 卒業のつどい※

苗植え遠足※ － プレイデー※ －

－ － シオンデー※ －

大蔵小学校、金井小学校、鶴川第三小学校、鶴川第四小学校

－ － 収穫感謝礼拝 ・ クリスマス礼拝※ －

行事に関する補足事項 ・お誕生日会…月に一回実施（※お誕生月のお子さんは保護者も参加）　・避難訓練…月に一回実施

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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認定こども園　鶴川シオン幼稚園（１号児）

【８．費用・持ち物について】

●保育料（利用者負担額）は、世帯の市町村民税額を基準に居住地の市町村が決定します。その他、特定負担額や実費等の徴収金がかかることがあります。

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

×

× ×

【１４．入園手続き関連】

入園説明会
開催時期

9月　詳しくは園ＨＰをご覧ください。 願書配布時期 10月中旬
入園申し込み
受付時期

－

11月初旬

特別保育・子育て支援に関する補足事項 子育てについての相談をしています。

一時預かり

宗教的配慮をした食事への対応

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。

保護者が購入するもの(任意）・料金 クレヨン  2,200円又は2,320円　　　　　はさみ　550円

送迎バス利用の
補足事項

定期利用

－ 一時預かりの費用

学童一時預かり

補助活動とその費用 無

保護者が購入するもの(必須）・料金 無

送迎バス代 ３，０００円（月額）
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 8:20 園到着 9:21 園出発 13:45

退園時登園時

特になし

開催頻度
保護者の会の役員は毎月
1回

保護者会費

事前に園長、副園長と相談をさせていただきます。

各保育期ごと（年3回）

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

－

エピペンの預かり 要相談

行事の公開・
見学について

説明会以外の見学は随時受け付けますので、まずは園にご連絡ください。

入園時に係る費用 入園面接料　5,000円

制服 無 制服代 －

あり その他補足

実施 主な実施時間 10:00～12:00

保護者会の役員は年度末に選出します。

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

要相談

完全除去可能なアレルギー品目 － 代替品の提供

①未就園児の会… 親子で園に遊びに来ていただく。（その中で子育て相談や園見学もあり）
②ちいさな人のゆすらんめ…親子でわらべうた遊びを楽しむ。

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

入園後、月々かかる費用
①施設整備費・・2,000円/月②教育充実費・・1,500円/月③保護者の会会費・・600円/月

※年長児のみ(1,2号児)サマーキャンプ時に21,000円(前年実績）6月に一括徴収

費用 無
実施日数

/週
1～2日/月

－

その他補足事項 クレヨン・はさみ等は、上の子が使用していたものでも構いません。

給食の提供 無 給食の提供がある曜日 － 給食代月額

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】

※年度によって異なります。

保育参観※ － クリスマス会 －

行事に関する補足事項

鶴川第二小学校、第3小学校、柿生小学校

収穫感謝祭

親子遠足l※ 七夕会 秋の遠足 節分

－ お泊まり保育 ハロウィン・パーティー 発表会※

じゃがいも掘り － もちつき会※ 卒園式※

合計

春（4－6月）

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 なし

－

【教育時間開始前】なし
【教育時間終了後】１４：００～１７：００

おやつの有無実施時間 あり月・火・木・金

－ －－

長期休園中の
預かり保育

無 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 －

土曜日

可

入園式（入園児のみ）※ プールあそび 運動会※

職員数
(2020年5月1日時点）

20

開園時間

９：００～１７：００ ９：００～１４：００
９：００～１１：３０
（水曜日）

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

1 5 1 7

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等

夏休み 7/20～8/31

クラス編成 クラスなし 1 1 1 3

日によって合同でお弁当を食べたり、一緒に
遊んだりしています。

年度途中入園

冬休み 12/22～1/10 春休み 3/18～4/6

20

異年齢保育 あり

無

開園時間
教育時間

平日 その他変則

定員数 クラスなし 35 35 35

恵まれた環境の中で、一人ひとりの個性を大事にしながら情操豊かに、健康にして、逞しい意欲をもった21世紀に生きる子どもを育みます。

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

105

合計

鶴川平和台幼稚園

施設類型 幼稚園（新制度適用） 設置運営 個人 神藏　良実 設置認可年月 1973年3月

TEL 042-735-4918 FAX 042-735-3128 HP https://www.tsurukawa-heiwadai.ed.jp/

所在地 町田市能ヶ谷6-41-1

園へのアクセス 小田急鶴川駅よりバスで15分 送迎バス 無

夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

預かり保育の費用
【教育時間開始前】－
【教育時間終了後】５００円

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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鶴川平和台幼稚園

【８．費用・持ち物について】

●保育料（利用者負担額）は、世帯の市町村民税額を基準に居住地の市町村が決定します。その他、特定負担額や実費等の徴収金がかかることがあります。

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

無

あり

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

×

× ×

【１４．入園手続き関連】

予約不要、無料のプレイルームを開放しています。日時はHP参照。

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

入園後、月々かかる費用 特定負担額3,500円

費用

今年度は1回ごとにお申し込
みいただけます。1回300円で
すが、内容によって変わること
もあるのでHPをご確認くださ
い。

実施日数
/週

1日

あり（保護者持ち込み）

その他補足事項
体操服と帽子は園指定の物ですがその他の保育用品は自宅で使用しているものがあればそれを使用してもかまいませ
ん。

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 火・木・金 給食代月額

行事の公開・
見学について

説明会以外の見学は随時受け付けますので、まずは園にご連絡ください。

入園時に係る費用 検定料3,000円

制服 無 制服代 －

無 その他補足

実施 主な実施時間 9：30～11：10

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

完全除去可能なアレルギー品目 要相談 代替品の提供

開催頻度 年1回 保護者会費

－

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 無

補助活動とその費用 【ラビットスポーツクラブ】4,000円

保護者が購入するもの(必須）・料金 シールノート700円、自由画帳250円、名札150円

送迎バス代 －
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 － 園到着 － 園出発 －

降園時登園時

－

1回420円（選択希望制）

エピペンの預かり 要相談

宗教的配慮をした食事への対応

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。

保護者が購入するもの(任意）・料金 体操服上2,300円下2,200円

送迎バス利用の
補足事項

定期利用

－ 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

今年度は予約制になっています。
平日10：00、10：30、11：30の中から
お選びいただけます。

願書配布時期 10月中旬
入園申し込み
受付時期

－

11月初旬

特別保育・子育て支援に関する補足事項

一時預かり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

宿泊保育（年長のみ） 交通安全教室 作品展

冬休み 12／22～１／9 春休み 3／23～4／9

2 29 7 38

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等 合計

60

一日動物園

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 －

月～土

【教育時間開始前】７：３０～８：３０
【教育時間終了後】１４：００～１９：００
【土曜日】７：３０～１５：００

おやつの有無実施時間 あり月～土

鶴川若竹幼稚園

施設類型 幼稚園（新制度非適用） 設置運営 学校法人 萩原学園 設置認可年月 1967年1月

TEL 042-735‐5210 FAX 042-736-6129 HP https://www.t-wakatake.com

所在地 町田市野津田町1303番地

園へのアクセス 小田急線鶴川駅より神奈中バス乗車（野津田車庫行）綾部入口下車徒歩3分 送迎バス あり

心身の健康を基本とし、知育・徳育・体育のバランスのとれた人間育成。

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

360

合計

7／15～8／31

クラス編成 2 4 4 3 13

定員数 30 90 120 120

冬（1－3月）

職員数

多数

開園時間

７：３０～１９：００ ８：３０～１４：００
８：３０～１１：１５

（始業式・終業式など）
８：３０～１３：００

異年齢保育 あり

無

開園時間
教育時間

平日 その他変則 土曜日

可

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

夏休み

預かり保育の費用
【教育時間開始前】２００円
【教育時間終了後】１５：００まで２００円　１６：００まで４００円　１７：００まで６００円　１８：００まで９００円　１９：００まで１，５００円

七夕会 防災引き取り訓練※ お店屋さんごっこ

春の遠足※年少のみ保護者参加

あり 不可１時間　３００円

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ７：３０～１９：００

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月）

鶴川第一小学校、大蔵小学校、鶴川第四小学校

3歳児～開始。3,4,5歳児合同で行う活動が
あります。

年度途中入園

プール開き － もちつき 卒園式（卒園児のみ）※

行事に関する補足事項

納涼会※ 運動会※ 体操発表会（年長のみ）

じゃがいも堀り 夏期保育 生活発表会 お別れ会

入園式（入園児のみ）※

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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鶴川若竹幼稚園

【８．費用・持ち物について】

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

無

あり

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

○

○ ×

【１４．入園手続き関連】

定期利用

2歳児 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

6月から月に1回程度開催
詳しくは園HPをご覧ください。

願書配布時期 10月中旬
入園申し込み
受付時期

8800円／日（8時間まで／日）　　　　※8時間以上利用は3号認定が必要で　　　30分
毎300円

11月初旬

特別保育・子育て支援に関する補足事項 園庭開放、ピヨピヨくらぶ（親子教室）、コミュニティ広場を開放しています。　　詳しくは園のHPをご覧ください。

一時預かり

その他補足事項 行事費は別途徴収いたします。

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月～土 給食代月額 ４６２０円

エピペンの預かり 可

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

要相談

完全除去可能なアレルギー品目 １．鶏卵　２．牛乳・乳製品　３．ナッツ類 代替品の提供 あり（園で用意か保護者持ち込みか要相談）

宗教的配慮をした食事への対応

保護者が購入するもの(任意）・料金 無

送迎バス利用の
補足事項

鶴川駅付近に　　　　　　　　　　　　わかたけバスステーションあり

補助活動とその費用 【ヤマハ音楽教室】7,560円、【コスモスポーツクラブ】6,480円、【カルフォルニア外語学院】6,480円

保護者が購入するもの(必須）・料金
保育用品一式　１３０００円
体育着上下　４８００円

送迎バス代 ３３００円（月額）
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 8:00 園到着 8:30 園出発 14:00

降園時登園時

開催頻度 年に1回 保護者会費

－

－

費用 月額3,500円
実施日数
/週

週1回（月曜ク
ラス、水曜クラ
ス）

行事の公開・
見学について

説明会以外の見学は随時受け付けますので、まずは園にご連絡ください。

入園時に係る費用
入園料・施設費30,000円
選考料5,000円

制服 あり 制服代 男女児共に２９０００円（夏服含む）

無 その他補足

実施 主な実施時間 10:00～12:00

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業 園庭開放、ピヨピヨくらぶ（親子教室）、コミュニティ広場

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

アレルギー対応に関する補足事項 可

入園後、月々かかる費用 保育料３１０００円、給食費４６２０円／月

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

スイカ割り 遠足 節分豆まき

冬休み 12/25～1/10 春休み 3/19～4/7

1 9 2 12

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等 合計

園内７
園外9

交通安全教室

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 通常期200円/1時間、17時～17時半100円、17時半～18時200円　長期休暇中は4部制

月～金

【教育時間開始前】８：００～９：００
【教育時間終了後】１４：００～１８：００

おやつの有無実施時間 あり月～金

藤の台幼稚園

施設類型 幼稚園（新制度非適用） 設置運営 学校法人 学校法人　清心学園 設置認可年月 1971年1月

TEL 042-725-5472 FAX 042-860-2101 HP http://www.fujikids.sakura.ne.jp/

所在地 町田市藤の台３－２－１

園へのアクセス 藤の台東バス停より徒歩2分　または小田急玉川学園駅より徒歩20分 送迎バス あり

本園は、元気で明るく、しっかりした子、清らかでやさしい心の子を育てることを創立以来の教育の基本方針とし、知育、徳育、体育の調和のとれた教育を求めてい
ます。また、少人数ならではの、きめ細やかな指導を行っています。具体的にはＥＣＣジュニアによる英語遊び、協栄スイミング町田による水泳指導、カワイ音楽教
室による音楽指導、専任講師による毎日の体育指導、リトミック、自由遊び等、正課のなかで別途費用を頂くことなく行っています。

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

180

合計

7/21～8/31

クラス編成 クラスなし 1 1 1 3

定員数 クラスなし 60 60 60

冬（1－3月）

職員数

20

開園時間

８：００～１８：００ ９：００～１４：００
９：００～１３：００（水曜日）
９：００～１１：３０（始業式・終業
式）

異年齢保育 あり

無

開園時間
教育時間

平日 その他変則 土曜日

可

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

夏休み

預かり保育の費用
【教育時間開始前】１００円
【教育時間終了後】～１７：００　２００円／１時間、１７：００～１７：３０　１００円、１７：３０～１８：００　２００円

七夕の会 運動会※ 人形劇鑑賞

対面式

無 無
８：００～９：００　１００円／３０分、９：００～１３：００　６００円、１３：００～１７：００　６５０円（おやつ
代含む）、１７：００～１７：３０　１００円、１７：３０～１８：００　２００円

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ８：００～１８：００

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月）

藤の台小学校、金井小学校、大蔵小学校

3歳児～開始。3,4,5歳児合同で行う活動が
あります。

年度途中入園

保育参観※ － おゆうぎ会 卒園式※

行事に関する補足事項

夕涼み会※ おいも掘り 作品展※

遠足 お泊まり会 おもちつき 卒園生を送る会

入園式（新入園児）※

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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藤の台幼稚園

【８．費用・持ち物について】

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

無

あり

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

×

× ×

【１４．入園手続き関連】

定期利用

－ 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

9月、１０月 願書配布時期 10月中旬
入園申し込み
受付時期

－

11月初旬

特別保育・子育て支援に関する補足事項 園庭を開放しています。詳しくは園のホームページをご覧下さい。

一時預かり

その他補足事項 遠足費は別途徴収致します。

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月～木 給食代月額 4,115円

エピペンの預かり 可

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

無

完全除去可能なアレルギー品目 卵・乳・胡麻等、要相談 代替品の提供 あり

宗教的配慮をした食事への対応

保護者が購入するもの(任意）・料金 紅白運動帽588円他

送迎バス利用の
補足事項

なるべく自宅の近くで乗降できるよう、添乗員の目が行き届くよう、小型のバスで運行しています。

補助活動とその費用

【カワイ音楽教室（絵画・図書）】7,020円
【サッカークラブ】3,000円
【スポーツクラブ】5,980円
【絵画教室】5,500円

保護者が購入するもの(必須）・料金 名札135円

送迎バス代 ２，７５０円
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 8:05 園到着 9:33 園出発 13:56

降園時登園時

開催頻度 半年に1回 保護者会費

要相談

－

費用 無料
実施日数
/週

17回／年

行事の公開・
見学について

説明会・見学会以外の見学は随時受け付けますので、まずは園にご連絡ください。

入園時に係る費用 入園金：２０,０００円

制服 あり 制服代 年中以上：男児10,700円、女児11,000円

無 その他補足

実施 主な実施時間 11：00～12：00

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業 園庭、遊具の開放、自由遊び、プール遊び、手遊び、ゲーム、お誕生会、製作等

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

アレルギー対応に関する補足事項 可

入園後、月々かかる費用
保育料：無償、暖房費・行事費・給食費：5,015円、絵本代：440円（年長・中）420円（年少）、
バス代：2,750円

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

もりたかコンサート からだまつり（運動会）※ ゆめまつり（発表会）※

冬休み 12/21～1/6 春休み 3/19～4/6

2 20 4 26

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等 合計

15

顔合わせ会※

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 お弁当持参

月～土

【教育時間開始前】７：３０～８：３０
【教育時間終了後】１４：３０～２０：００

おやつの有無実施時間 あり月～土

夢の森幼稚園

施設類型 幼稚園（新制度非適用） 設置運営 学校法人 柿の実学園 設置認可年月 2007年3月

TEL 044-988-7811 FAX 044-988-7812 HP http://www.kakinomi.com/yumenomori/

所在地 町田市三輪町1051-2

園へのアクセス
小田急線鶴川駅バス4番乗り場より「鶴川女子短期大学」行きに乗車、7番目のバス停「妙福寺前」
下車

送迎バス あり

①全人教育
②労作教育・手作り教育
③環境教育・食農食育教育・安全教育
④子どもの育ちの原点、原体験、原風景を大切にする教育の原点を探る
⑤三位一体の教育
⑥五感を通しての自然体験・作物の世話と収穫の喜び・山遊び野外活動を通した自然体験　見えないものが見え、聞こえないものが聞こえる
⑦いきいき、のびのび、ほのぼの、ふれあい教育
⑧晴耕雨読の教育
⑨あかるいあいさつ教育
⑩共感・共有・共育・共生・共食・共遊

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

200

合計

7/20～8/31

クラス編成 クラスなし 2 2 2 6

定員数 クラスなし 60 70 70

冬（1－3月）

職員数

20

開園時間

７：３０～２０：００ ９：００～１４：００
９：００～１１：００
（水曜日）

異年齢保育 あり

無

開園時間
教育時間

平日 その他変則 土曜日

要相談

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 無

夏休み

預かり保育の費用
【教育時間開始前】３００円
【教育時間終了後】７００円

七夕 遠足※ どんど焼き

遠足※

無 －１，１００円

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ７：３０～２０：００

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月）

三輪小学校

3,4,5歳児合同で行う活動があります。 年度途中入園

保護者総会※ 夏まつり おもちつき 一日入園（未就園児）※

行事に関する補足事項 誕生日会（誕生月保護者参加）　運動遊び・山遊び（毎月）　温水プール（年３回程度）　参観日（学期に１回）

お泊り保育 秋まつり※ 高尾山登山

じゃがいもパーティー 一年生の集い クリスマス会※ 卒園式（卒園児のみ）※

入園式（新入園児のみ）※

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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夢の森幼稚園

【８．費用・持ち物について】

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

×

× ×

【１４．入園手続き関連】

定期利用

－ 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

見学は６月以降随時受け付けてい
ます。

願書配布時期 １０月１５日～
入園申し込み
受付時期

－

11月1日

特別保育・子育て支援に関する補足事項 未就園児・学童体験教室あり、詳しくはHPをご覧ください。

一時預かり

その他補足事項 道具類、防災関係品はお持ちのものも使用して構いません。

給食の提供 無 給食の提供がある曜日 － 給食代月額 －

エピペンの預かり 要相談

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

要相談

完全除去可能なアレルギー品目 － 代替品の提供 －

宗教的配慮をした食事への対応

保護者が購入するもの(任意）・料金 道具類、防災関係品：8000円程度

送迎バス利用の
補足事項

スクールバス申込金7000円

補助活動とその費用

【ありんこ教室】4,000円
【スーパーアスリート】5,000円
【鳥居音楽教室】7,500円
【STARS（語学）】6,000円

保護者が購入するもの(必須）・料金 年間消耗教材費：10000円

送迎バス代 ３，３００円（月額）
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 7:40 園到着 8:40 園出発 14:00

降園時登園時

開催頻度 年1回 保護者会費

事前にご相談ください。

学期1回

費用 月額18500円
実施日数
/週

2日

行事の公開・
見学について

見学は６月以降随時受け付けています。

入園時に係る費用 150000円

制服 あり 制服代 １８０００円程度

あり その他補足

実施 主な実施時間 9:00～14:00

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業 親子体験教室あり

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。

入園後、月々かかる費用 年少29500円　年中・年長28000円

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

なつまつり※ 秋の遠足 美術展※

冬休み 12/21～1/9 春休み 3/21～4/7

2 9 4 15

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等 合計

100

休日参観※

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 -

月～金

【教育時間開始前】８：００～９：００
【教育時間終了後】１４：５０～１８：３０

おやつの有無実施時間 あり月～金

和光鶴川幼稚園

施設類型 幼稚園（新制度非適用） 設置運営 学校法人 和光学園 設置認可年月 1969年3月

TEL 042-735-2291 FAX 042-736-5606 HP http://www.wako.ed.jp/k2/

所在地 町田市真光寺町1271-1

園へのアクセス
小田急線鶴川駅、京王相模原線若葉台駅からバス10分
 （小田急線新百合ヶ丘駅周辺、小田急多摩線小田急多摩センター駅、東急田園都市線たまプラーザ駅周
辺・青葉台駅などからスクールバスあり）

送迎バス あり

和光鶴川幼稚園では、次のような願いをもって子どもたちに接しています。
 　・自分っていいなと思える子どもに
　・自分の好きなことを、とことんやれる子どもに
　・つまづきや失敗から学べる子どもに
　・人と一緒に何かをすることが楽しい、心地いいと感じられる子どもに
　・ちがう人とかかわり合うことを楽しめる子どもに
　・主体的・能動的に生き、人とつながろうとする子どもに
　・夢を持って生きていく子どもに

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

170

合計

7/26～8/30

クラス編成 クラスなし 2 2 2 6

定員数 クラスなし 48 60 62

冬（1－3月）

職員数

10

開園時間

８：００～１８：３０ ９：００～１４：５０
９：００～１１：２０

（月曜日）

異年齢保育 無

無

開園時間
教育時間

平日 その他変則 土曜日

要相談

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

夏休み

預かり保育の費用

●月極利用
【教育時間開始前】４，０００円
【教育時間終了後】１５，０００円～２０，０００円
●一時利用　【教育時間終了後】８００円～１，４００円

星組合宿 運動会※ 劇の会※

春の遠足

無 要相談
８：３０～１７：３０　　２，５００円
８：００～８：３０　　　　＋３００円
１７：３０～１８：００　　＋３００円

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ８：００～１８：００

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月）

和光鶴川小学校、和光小学校、公立小学校ほか

－ 年度途中入園

－ － － －

行事に関する補足事項 新型コロナウイルス感染対策のため保護者の参加に変更や制限がある場合があります。

プール遊び ふゆまつり※ 卒業を祝う会※

－ － － 卒業式※

入園式※

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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和光鶴川幼稚園

【８．費用・持ち物について】

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

×

× ×

【１４．入園手続き関連】

定期利用

－ 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

7月、8月、9月
詳しくは園HPをご覧ください。

願書配布時期 10月中旬
入園申し込み
受付時期

－

10月下旬

特別保育・子育て支援に関する補足事項 -

一時預かり

その他補足事項 -

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日
火・金（給食）
木（手作りおやつ）

給食代月額 給食・手作りおやつ合わせて2000円

エピペンの預かり 要相談

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 可 受入れ実績の有無 あり

完全除去可能なアレルギー品目
１．鶏卵　２．牛乳・乳製品　３．小麦　４．ソバ　５．ピーナッ
ツ　６．大豆・　７．ゴマ　８．ナッツ類　９．甲殻類　１０．軟体
類・貝類　１１．魚卵　１２．魚類　１３．肉類　１４．果物類

代替品の提供 あり（園で用意）

宗教的配慮をした食事への対応

保護者が購入するもの(任意）・料金 -

送迎バス利用の
補足事項

-

補助活動とその費用 -

保護者が購入するもの(必須）・料金 指定の通園リュックと帽子（夏用・冬用）・クレヨン等5,000～10000円（初年度のみ）

送迎バス代
５，０００円／月
（片道のみは３，０００円／月）

送迎バスの利用時間
（最長コース） 園出発 7:00 園到着 9:00 園出発 14:55

降園時登園時

開催頻度 学級親和会は月1回 保護者会費

9月に教育相談を受けてください。詳細は園にお問い合わせください。

年数回

費用 1回500円
実施日数

/週
2日／週

行事の公開・
見学について

夏まつりなどの行事のほか、説明会以外の見学は随時受け付けますので、まずは園にご連絡ください。

入園時に係る費用
・入園料150,000円（4,5歳児は130,000円）
・施設設備金50,000円
・親和会（PTA）入会金2,000円

制服 無 制服代 －

あり その他補足

実施 主な実施時間 9:30～11:20

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業
2歳児保育説明会：12月
※プレ保育≪体験≫希望の方は園にお問い合わせください。

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

アレルギー対応に関する補足事項 父母と相談で対応については考えていきます。

入園後、月々かかる費用
•保育料28,620円　教育充実費11,500円
•この他に預り金として学級費月額700円、親和会費月額500円が必要です。

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】

※年度によって異なります。

たけのこ堀、いちご摘み、さつまいも苗植え 夏祭り 消防署見学、秋の遠足 卒園式※（卒園児のみ）

行事に関する補足事項 誕生会・避難消火訓練は毎月

鶴川第二小学校・鶴川第三小学校・鶴川第四小学校

親子運動会※ 懇談会※　　体育参観※

懇談会※個人面談※ 和太鼓遊び 大根種まき、みかん狩り、大根抜き、さつまいも堀り 節分会

籾まき・田植え 防犯教室 稲刈り、収穫祭 思い出遠足

教諭等 事務職員等 合計

春（4－6月）

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 無

月～金

【教育時間開始前】８：００～９：１５
【教育時間終了後】１３：３０～１７：００

おやつの有無実施時間 あり月～金

あり 要相談３０分ごと　１５０円

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ８：００～１７：００

夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

平日 その他変則 土曜日

年度途中入園

入園式（入園児のみ）※ 水遊び・プール遊び 引き渡し訓練※

職員数

10

開園時間

８：００～１７：００ ９：３０～１３：３０ 行事等により変更あり

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

3 27 2 32

園長・副園長
・教頭等

夏休み

可

2号児とのかかわり
（認定こども園のみ）

あり 日中は2号児と合同で活動します。

クラス編成 クラスなし 1 1 1 3

7/21～8/31 冬休み 12/23～1/10 春休み 3/23～3/31

19

異年齢保育 あり 3歳児～開始。3,4,5歳児合同で行う活動があります。

無

開園時間
教育時間

定員数 クラスなし 3 3 3

命・健康・感謝を大切にできる子を育てます。
「教育保育目標」
①だいじないのち
②げんきなからだ
③ありがとうのきもち
④かんがえるあたま
⑤いきるちから

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

9

合計 ２・３号児の人数

100

東平ひまわりこども園

施設類型 認定こども園 設置運営 社会福祉法人 明社会 設置認可年月 2021年4月

TEL 042-736-2266 FAX 042-736-2212 HP  https://www.higashidaira.com

所在地 町田市広袴町543-1

園へのアクセス 小田急鶴川駅よりバス10分 送迎バス 無

預かり保育の費用 ３０分ごと　１５０円

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

どんと焼き

大地沢遠足 トマト摘み

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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東平ひまわりこども園

【８．費用・持ち物について】

●保育料（利用者負担額）は、世帯の市町村民税額を基準に居住地の市町村が決定します。その他、特定負担額や実費等の徴収金がかかることがあります。

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

無

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

×

× ×

【１４．入園手続き関連】

入園後、月々かかる費用 原則０円無

費用 0
実施日数

/週
0

あり（園で用意）

その他補足事項 体操着等、各自用意しています。

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月～金 給食代月額

行事の公開・
見学について

随時受け付けますので、まずは園にご連絡ください。

入園時に係る費用 入園準備金0円

制服 無 制服代 －

－ その他補足

無 主な実施時間

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

不可

完全除去可能なアレルギー品目

１．鶏卵　２．牛乳・乳製品　３．小麦　４．ソバ　５．
ピーナッツ　６．大豆  ７．ゴマ　８．ナッツ類　９．甲殻
類　１０．軟体類・貝類　１１．魚卵　１２．魚類　１３．肉
類　１４．果物類

代替品の提供

開催頻度 － 保護者会費

無

年２回

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

5,400円

エピペンの預かり 要相談

補助活動とその費用 体操教室　月額4,500円(希望者のみ)

保護者が購入するもの(必須）・料金 無

送迎バス代 ３５００円（月額）
送迎バスの利用時間

（最長コース） 園出発 8:30 園到着 9:30 園出発 13:45

退園時登園時

※今年度利用児なし

宗教的配慮をした食事への対応

アレルギー対応に関する補足事項 要相談

保護者が購入するもの(任意）・料金 特になし

送迎バス利用の
補足事項

定期利用

－ 一時預かりの費用

学童一時預かり

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

入園説明会
開催時期

随時。
園見学時に行います。

願書配布時期 保育・幼稚園課と調整中
入園申し込み
受付時期

－

保育・幼稚園課と調整中

特別保育・子育て支援に関する補足事項 園庭開放やイベントへの参加。

一時預かり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
88



 

 

89


	00_施設情報冊子＿表紙_ｺﾞｼｯｸ幼稚園
	はじめに～質問
	★堺地域まとめ 2
	★堺地域まとめ 3
	★堺地域まとめ 4
	★堺地域まとめ 5
	★堺地域まとめ 6
	★堺地域まとめ 7
	★堺地域まとめ 8
	★堺地域まとめ 9
	★堺地域まとめ 10
	★堺地域まとめ 11
	★堺地域まとめ 12

	08_中表紙もくじ（幼稚園）
	01_30001_相原幼稚園
	02_30018_町田サレジオ幼稚園
	03_30014_町田すみれ幼稚園
	04_10607_子どもの森幼稚園
	05_30002_桜美林幼稚園
	06_10604_町田自然幼稚園
	07_10612_正和幼稚園
	08_10613_カナリヤこども園
	09_10008_境川幼稚園
	10_10608_玉川中央幼稚園
	11_10609_開進幼稚園
	12_10606_さふらん
	13_30007_玉川学園幼稚部
	14_10006_原町田幼稚園
	15_30012_町田こばと幼稚園
	16_30015_町田文化幼稚園
	17_10005_山ゆり幼稚園
	18_30003_小川幼稚園
	19_10614_高ヶ坂幼稚園
	20_30006_たちはな幼稚園
	21_30008_つくし野天使幼稚園
	22_10002_鶴間幼稚園
	23_10610_光幼稚園
	24_30013_町田こひつじ幼稚園
	25_10007_町田ひまわり幼稚園
	26_10004_南ケ丘幼稚園
	27_30005_第一富士幼稚園
	28_10003_成瀬台幼稚園
	29_10009_けいしょう幼稚園
	30_10617_フェリシア幼稚園
	31_10615_鶴川シオン幼稚園
	32_10001_鶴川平和台幼稚園
	33_30010_鶴川若竹幼稚園
	34_30011_藤の台幼稚園
	35_30017_夢の森幼稚園
	36_30016_和光鶴川幼稚園
	37_242_東平ひまわりこども園
	10_裏表紙



