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江北さくら幼稚園
【設置者】 鈴木英雄 【園　長】 鈴木英雄 〒123-0874　足立区堀之内2-13-7

【電話】 03-3899-2617  03-3855-3838　【FAX】 03-3855-3838　http://www.kouhoku-sakura.com

入園時の納付金
入園料
入園検定料

入園後の納付金
保育料（月額） 年少
 年中長　
教材料（月額）
通園バス料（月額）
空調費（年額）
父母の会費（月額）

保育時間
月・火・水・木・金曜日

給食
弁当

月　火　水　木　金　土
●　●　●　　　●　　　
　　　　　　●

月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●

（令和4年度）

1966 年（昭和41年） 創立　東京都認可
園名のさくらは、近くにある荒川土手の五色桜が有
名だったことから由来しています。

1990年（平成2年） 園舎改築
2006年（平成18年） 創立41周年目になります。
2008年（平成20年） 園庭の芝生化（半分）。
2011年（平成23年） 耐震補強
 （平屋保育室その他）。
2012年（平成24年） 耐震建替え
 （中央2階建て）。
2020年（令和2年）4月　 
　創立55周年目を迎える。

【心豊かな子。】
人間形成において最も大切な幼児期に社会性の基礎
である集団生活のルールを習慣づけながらコミュニ
ケーション能力と善悪の判断力を育み、無理のない就
学準備を行います。
◇目指す子の姿
1．げんきにあいさつが出来る子
2．先生の話がよく聞ける子
3．お友達と仲良く遊べる子

【教育方針】
1．愛情ある言葉掛けによる見守りの保育
2．毎日少しずつの習慣を大切にした教育
3．メリハリのある幼児教育による就学準備

 1学期　入園式、始業式、親子遠 足、保護者参観日
「保育・給食・体操」新入園児歓迎会、歯科検診、園外
保育「足立区生物園・怪獣公園」、夏野菜の収穫、プー
ル開き、盆踊り、夏期保育「ボディペインティング・ス
イカわり・シャボン玉」、お泊り保育
 2学期　引き渡し訓練、交通安全指導、お年寄りを敬
う会、遠足、鹿浜住区祭り「パレード参加（鼓笛隊）」運
動会、園外保育「交通・都市農業公園」、プラネタリウ
ム見学、おにぎり・サンドウィッチパーティー、移動動
物村、お店屋さんごっこ、卒園旅行「鴨川シーワール
ド」クリスマス会、作品展、握手会（毎学期）
 3学期　お正月制作、お餅つき会、自由参観日「英
語・ドッヂボール大会」、縄跳び大会、おゆうぎ・音楽
発表会「ギャラクシティホール」１日入園「新入園児」
お別れ会、卒園式＆卒園生を送る会、修了式

※30 ㍍走記録会「年 3回（年少2回）」誕生日会「毎月」・
英会話指導「年長／年中」体操・器楽合奏指導（全園児）・
防災避難訓練「年5回」
※水泳指導「スイミングクラブ」

【教育の3代特色】
１．聴覚と協調性を育む音感教育
音感教育とは聴覚を育み表現力を高めることです。
音楽の鑑賞に必要な聴覚や感覚、リズム感を養い歌
唱や合奏で自分を表現できるように取り組みます。
また、ハーモニーを目指して相手を思いやる豊かな感
性や情緒を育み、協調性を育てていきます。
◎鼓笛隊はパレード参加（第１回1985年～）
◎専任講師による音楽授業
◎年中からメロディオン演奏
2．学びの姿勢を身につける知育
知育とは、知能を育み言語能力を高めることです。
毎日のフラッシュカードや読み聞かせで聞き取り能力
を向上させながら言語能力の発達を促し、知識の獲
得により知能を高めていきます。また、学びの姿勢と
鉛筆の正しい持ち方を身につけます。
◎フラッシュカード活動　◎数字の正しい書き方習得
◎かけざん九九の暗唱　◎外国人講師の英語レッスン
3．総合的な体力の向上を図る体育
体育とは、心身を育み体力を高めることです。芝生の
ある30㍍走ができる広い園庭で元気に元気に遊び
駆け回りながら健康な身体を育みます。そして、日課
のラジオ体操やサーキット運動、さらに30㍍走記録
会や縄跳び、水泳を定期的に行うことで総合的な体力
の向上を図ります。
◎就学準備として、また、より集中して話がよく聴ける

ように全学年「スクール机」を使用。
※子ども同士、対面せず食事が出来ています。

◎園内の防犯カメラを通してディズニー遊具、砂場、滑
り台等の園内での園児の様子を見ることが出来る

「ご父兄様専用の映像配信」をしています。
課外授業・・・英語（月）、サッカー（火）、体操（金）ピ
アノ（土）、珠算「皿沼教室（火・水・木・土）」
● 未就園児教室『ちびっこクラブ』のご案内　
幼稚園入園前のお子様が幼稚園を体験できる未就園
児教室です。
〇 パンダクラブ年間50回（週1・2回）
〇 キッスクラブ（月1・2回程度）
詳しくは、当園ホームページをご覧ください。 

100,000円
5,000円

27,000円
26,000円

920～1,020円
3,000円
7,400円

ボランティア制のため0円

幼 稚 園 で す ！私 た ち は こ ん な
デ ー タ フ ァ イ ル

沿　革

教育目標

一年間の主な行事

特色・課外授業など

東京都公認　施設型給付園

自慢スナップ
みてみて !

玄関をリニューアル＝花咲か爺さんをモチーフ
に子ども達の願いが叶いますように

大好評＝大型遊具「ボルダリング・ネット登り・
ゆらゆら丸太渡り等＝を設置しました。

さあ、パレードの出発です！（鹿浜住区祭り）
〈地域の皆様にも密着、ご支援頂いております〉

8時45分～14時15分

（7月～9月は、全て給食）

入園説明会
9月中　午前10：00（受付）～
※ＨＰのインフォメーションでご確認願います。
※予約制ですので事前に必ず電話でご予約願います。
見学日は、毎週の月曜日の午前10時15分～

　（事前の問い合わせをお願いします。）

給食・弁当

預かり保育の曜日・時間

※土（月1回程度）保護者参観、盆踊り、
　お年寄りを敬う会、運動会、作品展等

※時間は17時まで（早朝8時～）
※夏休み中の預かりは9時～17時

春休みは3月25日まで冬休みは12月25日まで
のそれぞれ３日～５日間お預かりします。

※保育料等は国・東京都・足立区からの補助金があります。
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足立サレジオ幼稚園
【理事長】 並木豊勝　　 【園　長】 野口重光 〒123-0872　足立区江北3-40-27

【電　話】 03-3899-4497  【F A X】 03-3899-4490  http://www.adachi-salesio.com

入園時の納付金
入園料　 3年保育
 2年保育
　　
入園後の納付金
保育料（月額）
教材料・空調費・防災備蓄費 込み
　年少
　年中
　年長
父母の会費（年額）

保育時間
月・火・水・木・金曜日

預かり保育の曜日・時間

給食・弁当

給食
弁当

月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●
　　●　　　●　

※火・木は給食か弁当のどちらかを選べます。
　月・水・金曜日は全員給食です。

月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●

※時間は17時30分まで。
※春・夏・冬もあり。

（令和4年度）
デ ー タ フ ァ イ ル

学校法人育英学院

自慢スナップ
み て み て !

8時40分～14時20分

1966年　園舎建設
1967年　東京都認可
本園の経営母体であるカトリック・サ
レジオ修道会はイタリアに本部を置
き、1872年にヨハネ・ボスコ神父

（通称ドン・ボスコ）によって創立さ
れ、全世界に保育園、幼稚園から大学
まで1700校以上を運営する国際的
なカトリック教育修道会です。本園は
地元の方々の強い要望と協力により
開園され、ドン・ボスコの予防教育理
念に基づいて、誠実で明るい社会人の
育成に力を入れてきました。
耐震改築工事を実施し、2014年新園
舎完成。レンガ造りの園舎で園舎内は
木のぬくもりがいっぱいです！

基本的生活習慣を身につける
自分の気持ちや意見を伝えられるよ
うに思いやりと道徳心を育てる

 4月 入園式　5月 遠足、マリア祭
 6月 保育参観　7月 プール遊び、七
夕、夕涼み会、ゆり組 わくわくフェス
タ　8月 夏期保育（プール遊び）　
 9月 引き取り避難訓練　10月 運動
会、バザー　11月 七五三の祝い、英

語参観、ハロウィンパーティー 12月 
クリスマス会　1月 おもちつき、郵
便屋さん抽選会　2月 節分豆まき　
 3月 ひなまつり、ゆり組お楽しみイ
ベント、ありがとうの会、前夜祭、卒
園式

1、小規模である点を生かし、一人ひと
りを大切にし、よく目のとどいた保
育を実施します。

2、週１回異年齢児で関われる縦割保
育を行なっています。
朝会、お弁当、ゲーム等時間を一緒
に過ごします。

3、礼拝堂での道徳的な話。
4、専門体育講師による運動指導、英

会話講師による英会話指導。
※保育後希望者のみスポーツクラブ、英語、

ピアノレッスンがあります。

　●未就園児教室　
2歳児対象：ひよこ組　
親子クラス・分離クラスに分かれて行っ
ています。詳細は幼稚園までご連絡下さ
い。

　0、１、2 歳児対象：いちごクラブ
会費：無料

月2回幼稚園ホール・園庭を開放してい
ま す。時 間 10 時～11 時。実 施日はHP

“お知らせ”に毎月載っています。申込み
希望の方は幼稚園までご連絡下さい。

幼 稚 園 で す ！私 た ち は こ ん な
沿　革

教育目標

一年間の主な行事

特色・課外授業など

広い園庭でみんな楽しく外遊び

週１回 縦割り保育で異年齢の関わりを大切にしています 

教会でお祈り

入園説明会
9月10日（土）10時～
※申込み希望の方は幼稚園までご連絡下さい。

120,000円
110,000円

33,000円
32,000円
30,000円
10,800円
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西新井幼稚園
【理事長】 宝田文勝　 【園長】 宝田文勝　 〒123-0845　足立区西新井本町1-17-20

【電話】 03-3890-0088　【FAX】 03-3856-1177　http://www.nishiaraikinder.com/

入園時の納付金
入園料
入園検定料
　　
入園後の納付金
教育時間利用保育料（幼稚園・月額）
長時間利用保育料（月額）

教材料（年額）
通園バス料（月額）
空調費（年額）

教育時間
月・火・水・木・金曜日
土曜日　　 園児・保護者参加の行事に充当
　
給食・弁当

　　
預かり保育の曜日・時間

給食
月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●

月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●

※早朝保育は7時30分～。
※保育後18時30分まで。
※夏休み、冬休み、春休み中も実施日あります。

（令和4年度）

100,000円
5,000円

　
0円

デ ー タ フ ァ イ ル

学校法人東京宝蕾学園

自慢スナップ
みてみて !

8時45分～13時

昭和30年頃、地域に根ざした幼稚
園の必要性を強く感じ、周囲の方々
の期待もあって、約10年の準備期
間を経て昭和40年開園、同42年
東京都認可を受けました。さらに平
成8年、学校法人に改組。子どもた
ちに夢を与える新園舎が完成しま
した。平成25年西園舎も鉄骨耐震
化され、平成26年幼稚園型認定こ
ども園となりました。

成長盛んな幼児期に知性感性を伸
ばし、協調の中に個性の発芽を促し
て、小学校以降の学習生活に成果
の出せる子どもに育てることを目
標にしています。そのために適正少
人数クラス、親身な支援、動植物と
のふれあい、縦割り保育体験、絵
本・楽 器の愛 用、体育指導、ネイ
ティブ英語、SI学習活動等に力を
入れています。

 4月 入園式、始業式　5月 子ども
の日祝会　6月 親子遠足、じゃが
いも掘り（園内畑にて）　7月 夕涼

み会　8月 夏期保育、プールあそび
 10月 運動会　11月 お餅つき大
会、音楽会、さつまいも掘り（園内
畑にて）　12月 クリスマス会　
1月 大根掘り（園内畑にて）　2月 
お遊戯会、節分の豆まき　3月  卒
園式、終了式

〈特色〉
晴れた日は、毎日広い芝生の園庭
で遊びます。遊具は安全性の高い
大手メーカーのもの。園庭樹木で
森林浴効果。日光学園で年長児芋
掘り。自園内で運動会発表会。
平成25年2月に完成した園舎で
は、外遊びの出来ない日でもたくさ
ん体を動かせる造りになっていま
す。日々、体を活発に動かすことで、
丈夫な体と能力を養います。平成
27年に完成した園舎は、栄養たっ
ぷりのあたたかい給食を提供でき
る厨房と食堂が完備されています。
＜課外活動＞
幼児体育・ECC英語・サッカー・
ダンスヴァイオリン・スイミング教
室の各教室。

幼 稚 園 で す ！私 た ち は こ ん な
沿　革

教育目標

一年間の主な行事

特色・課外授業など

元気いっぱい運動会

ランチルームで栄養たっぷりの自園給食

子ども達に人気のアンパンマン遊具

幼稚園型認定こども園

3号認定…基本負担額（保護者の世帯所得に応
じて、区市町村が定める金額）と特定負担額。
2号認定…基本負担額は0円ですが、特定負担
額を要します。

◆幼稚園利用の保育料は、あらかじめ保護者補助
金を差し引いた金額です。

※自園給食

0円
2,700円

0円
※保育料等は国・東京都・足立区からの補助金

があります。
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こだま幼稚園
【理事長】 石鍋達夫　　【園　長】 石鍋達夫　　〒121-0816　足立区梅島3-35-7

【電話】 03-3887-5225　【FAX】 03-3849-5366　http://www.kodama-adachi.ed.jp

入園時の納付金
入園料 （受付事務費）
入園検定料
入園後の納付金
保育料（月額） 
・基本保育料  25,700円→
・特定保育料 
　　（教育充実費充当分）   3,300円→
　　（施設維持費充当分）   1,400円→
　　（冷暖房費充当分）   650円→
　　（教材費充当分） 満3   480円→
  年少 980円→
  年中 1,100円→
  年長 1,100円→
　　（環境衛生費）月額
※１ 住所地のある自治体により、教育・保育給付の認定（第１号）を受けた場合
※２ ※１プラス、足立区以外であるときは、当該自治体に取り扱いによる
通園バス料（月額）
父母の会費（月額）

保育時間
月・火・水・木・金曜日　　9時～14時30分
給食・弁当

預かり保育の曜日・時間
月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●

※早朝預かり保育7時30分～。
※保育終了後の預かり保育18時まで。
※夏・冬・春期の休業中の預かり保育もあります。

（令和4年度）

50,000円
5,000円

0円※1

0円※2

0円※2

0円※2

0円※2

0円※2

0円※2

0円※2

350円

3,500円
300円

デ ー タ フ ァ イ ル

学校法人あぐり郷学園　施設型給付園

自慢スナップ
みてみて !

1965年4月 開園
2006年4月 学校法人あぐり郷
 学園として法人認可
2013年10月 新園舎竣工
2015年4月 子ども・子育て支
 援新 制 度を受け
 る幼稚園に移行

○健康で明るく、意思のつよい子
に育てる。

○情操豊かな、やさしい子に育てる。
○社会性を身につけ、知性豊かな

子に育てる。

  4 月 入園式
  5 月 入園歓迎会・親子遠足
  6 月 日曜参観・個別面談
  7 月 夏の日の夕べ・日帰り保育
  (年長)
  8 月 夏期預かり保育・夏期保育
  9 月 園児引渡し訓練
10 月 運動会
11 月 おいもパーティー・保育参観
12 月 クリスマスおゆうぎ会

  1 月 マラソン大会
  2 月 豆まき・作品展示会・
  保育参観
  お別れ遠足（年長）
  3 月 ひなまつり会・卒園式

ド  リ  ル…各学年、年齢に応じた
勉強ワークに、毎月取
り組み思考力を育て
る。

運動あそび…先生による柔軟性や
敏 捷 性、体 力 の 向 上
を養う。

水泳あそび…専門コーチにより、体
力のバランス及び健
康の向上を図る。

ＡＢＣあそび…英語・中国語にふれ、
国際性を養う。外国人
講師による指導の下
でより身近に感じる。

 満3歳児クラス設置　4年保育実施
●未就園児教室　

プレ保育（ぱんだ組）　母子分離
10時～13時（お弁当持参）
週１、2、3コースが有り

幼 稚 園 で す ！私 た ち は こ ん な
沿　革

教育目標

一年間の主な行事

特色・課外授業など

こだましぜんえん

広いグランドでマラソン大会

みんなでシャボン玉遊び

給食
弁当

月　火　水　木　金　土
●　●　　　●　●　　　
　　　　●

入園説明会
毎年10月15日開催　後日入園申込・面談あり
幼稚園見学、随時受付（事前連絡）

123あそび
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橘幼稚園
【園　長】 北村富佐江 〒123-0852　足立区関原3-47-11

【電　話】 03-3886-4758 【F A X】 03-3848-2072

入園時の納付金
入園料
入園検定料
　　
入園後の納付金
保育料（月額）

通園バス料（月額）
空調費（年額）
父母の会費（月額）

保育時間
月・火・木・金曜日
水曜日
土曜日

（第2・第4土曜日休園） 

給食・弁当

預かり保育の曜日・時間
月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●

※時間は17時まで。
※夏期・冬期・春期の預かり保育に
　ついては問い合せください。
※17時以降については問い合せてください。

（令和4年度）

100,000円
5,000円

29,000円

3,000円
6,000円
600円

デ ー タ フ ァ イ ル

東京都公認　施設型給付園

自慢スナップ
みてみて !

9時～14時30分
9時～14時

9時～11時30分

1952年4月 開園・第一回入園式

 東京都の認可

1969年9月 音楽講師の導入開始

1983年5月 福島県会津田島に

 山荘（和寮）完成　

 英会話講師（外国人）

 の導入開始

1983年7月 山荘での宿泊保育開始

1984年5月 スイミングスクール行き

 開始

1997年4月 体育講師導入開始

1999年7月 第七中生徒の保育実習

 開始

2001年4月 創立50周年記念として

 新制服に変更

2014年1月 新園舎で保育開始

１.自分で考え行動できる子ども

１.健康で明るく素直な子ども

１.約束やルールを守り、忍耐力のあ

る子ども

１.情操豊かな子ども

 4月 入園・進級式　5月 親子遠足

 6月 父の日保育参観　7月 七夕まつ

り、年長児お泊り保育　8月 夏期保

育、橘夏祭り　9月 二学期始業式　

 10月 運動会・作品展　

 11月  個人面談　12月 おもちつき、

クリスマス会　1月 三学期始業式　

 2月 リード合奏発表会、おゆうぎ会

 3月 卒園・修了式

☆のびのびと明るく素直なからだは、

豊かな緑と自然の中から育ってくる

とのこと。当園では、そのような子

どもたちを育てるため、年長児の7

月には、福島県会津田島の山荘で二

泊三日のお泊り保育を行い、大自然

のなかで、すみきった空気と緑の風

を満喫してきます。

☆外国人講師による英会話保育は、満

3歳児から楽しんで参加できるよう

工夫をして取りくんでおります。

☆他に体操・音楽の講師も来園し、楽

しみながら体をきたえ、情操を育て

ております。

幼 稚 園 で す ！私 た ち は こ ん な
沿　革

教育目標

一年間の主な行事

特色・課外授業など

エントランス

楽しい英会話

おゆうぎ会合奏演奏
この金額を上限として保護者の世帯所得等に応
じ、区市町村が定める金額となります。

◆施設型給付園の保育料は、あらかじめ保護者補
助金を差し引いた金額です。

給食
弁当

月　火　水　木　金　土
●　　　●　　　●
　　●　　　●

※保育料等は国・東京都・足立区からの補助金
があります。
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梅島幼稚園
【理事長】 山下有一　　 【園　長】 山下有一　　 〒121-0816　足立区梅島1-21-12

【電話】 03-3852-0753　【FAX】 03-3852-0754　http://umejimayouchien.com

入園時の納付金
入園料（年少）
入園検定料
　　
入園後の納付金
保育料（月額）
教材料（年額） 年少・年中
　　　　　　　 年長
空調費（年額）
父母の会費（月額）
　　
　　
保育時間
月・火・水・木・金曜日
土曜日

（月1回程度） 
　
給食・弁当

　　
預かり保育の曜日・時間

月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●

保育前  8時～　
保育後  ～17時15分

（令和4年度）

150,000円
10,000円

34,000円
8,640円

12,960円
5,000円

200円

デ ー タ フ ァ イ ル

学校法人山下学園

自慢スナップ
みてみて !

9時～14時
9時～11時30分

昭和27年設立。

以来堅実さをモットーとして、適切

な環境の下、生活指導に力を入れ、

常に園児の将来を考え新しい教育

法を探求し、今日に至る。

「心身ともに逞しく」

脳科学を基に大脳の発達に即し、

言語を中心として知育・徳育・体

育による全人教育を大切に、逞しさ

を内包する幼児を育てる。加えて日

本文化の素養を涵養し、世界に通

用し得る素質の育成を目指す。

楽しく元気に過ごせるよう、きめ細

かな保育の中に幼児の向上心に応

える内容を取り入れている。

1.生活指導の根本、聞く態度の養

成

2.薄着・下駄で丈夫な子

3.頭声発声の澄んだ歌声で感性を

磨く

4.系統だった音感教育

5.幼児の夢を大きく膨らますため、

昔 話・童 話・神 話 等「お 話」を

大切にして、名文や漢字も利用し

た保育

●未就園児教室　
 ● プレ保育説明会
　1回目  7月
　2回目 11月
　詳しくはHPをご覧ください。

幼 稚 園 で す ！私 た ち は こ ん な
沿　革

教育目標

特色・課外授業など

皆でお団子滑り台

大好きな先生と手遊び

運動会の組立体操

給食
弁当

月　火　水　木　金　土
●　　　●　　　●
　　●　　　●

入園説明会
園見学・説明会（申込不要）
5月～2月で年間5回程度実施
※詳しくはHPをご覧ください。

※保育料等は国・東京都・足立区からの補助金
があります。
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専念寺幼稚園
【理事長】 川口法之　　【園　長】 石井彰子　　〒123-0852　足立区関原3-3-21

【電話】 03-3887-7000　【FAX】 03-3886-8546　http://home.att.ne.jp/sun/wak/

入園時の納付金
入園料
入園検定料
　　
入園後の納付金
保育料（月額）
教材料（年額）
空調費（年額）

給食・弁当

　　
預かり保育の曜日・時間

保育時間
月・火・木・金曜日

水曜日 

月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●

※時間は18時まで。
※早朝預かりは7時45分～

（令和4年度）

100,000円
10,000円

　

32,000円
28,000円
12,000円

デ ー タ フ ァ イ ル

学校法人専念寺学園

自慢スナップ
みてみて !

8時30分～14 時30分
8時30分～13時30分

1. いっぱい遊ぼう！
　全力で遊んで、たくさん学ぶ、
何事にもがんばれる『力』

2. 仏様を通して…
　仏様を通していろいろなこと
への感謝の心や人の気持ちを考
えられる心を育てていきます。

3. １人と１人のコミュニケーション
　職員全員が子どもたちの名前
と性格を把握しています。私た
ち職員は、常に全員で保育に向
き合っています。
　アットホームな雰囲気で子ど
もたちとふれあいます。

～園行事～
1学期…  たままつり、プール、
 保育参観

 年長 お泊まり保育
2学期…  運動会、作品展、ドッジ
 ボール大会、いもほり　
3学期…  お遊戯会
～ファーザーズクラブ～
 6  月… ファーザーズ祭（バザー）
12 月… ファーザーズ祭（バザー）

最後に……
「子どもたちが楽しく、お父さんお
母さんも楽しく！」
これが専念寺幼稚園です。
課外授業などについては、直接幼
稚園までお問い合わせ下さい。

●未就園児教室　
2歳児クラス「リトルベアー」
週2日コースと毎日コースがあ
り、4月から慣らし保育が始まり
ます。

・保育時間… 9：00 ～ 14：30
（水曜は13：30まで）

・お弁当持参です。
・途中入園も受け付けております。
・説明会と申込につきましては、

園までお問合せ下さい。

幼 稚 園 で す ！私 た ち は こ ん な
沿　革

教育目標

一年間の主な行事

特色・課外授業など

お礼拝の様子

年長組の鼓笛（運動会）

たままつり（盆踊り）

給食
弁当

月　火　水　木　金　土
●　●　　　●　●
　　　　●　

70

入園説明会
9月上旬 園庭開放・説明会
 10：00～12：00

※保育料等は国・東京都・足立区からの補助金
があります。
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興南幼稚園
【設置者】 小宮松三郎・小宮茂子　 【理事長】 小島満里子　　【園長】 小島満里子
〒123-0844　足立区興野2-6-3 【電　話】 03-3890-5030　 

【F A X】 03-3890-5003  http://www.konan.tokyo

入園時の納付金
入園料
入園検定料

入園後の納付金
保育料（月額）
教材料（月額）
空調費（月額）

通園バス料（月額）

給食・弁当

保育時間
月・火・木・金曜日
水曜日

預かり保育の曜日・時間
月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●

（令和4年度）

100,000円
5,000円

31,000円
1,500円

500円

3,000円

デ ー タ フ ァ イ ル

学校法人小宮学園

自慢スナップ
み て み て !

　　　9時～15時
　9時～14時

1970 年 東京都公認　
 興南幼稚園開園
1990 年 学校法人小宮学園設置認可
2006年 事務所改築
 大型固定遊具設置
2013 年 新園舎完成　園庭整備完了
2018 年 大型固定遊具改修
2020年 感染症予防対策の為の
 設備・備品の設置

個性豊かに伸び伸びとした教育の推
進、心身共に健全ですこやかな幼児
の育成、21世紀の社会に貢献し得る
人材の育成、挨拶や感謝のできる幼
児育成、グローバルな視野で判断で
きるインターナショナルな人材の育
成等を目指します。また、五感をフル
に活用し、誰でも楽しく自然に遊び
を通してゲーム感覚で教養が身につ
く指導をしています。頑張ったあと
にはお楽しみが待っている「サンド
イッチ方式」です。

4月 入園式　5月 親子遠足　
6月 保護者参観、プラネタリウム
7月 体操参観、七夕、お泊り保育（年
長）、プール開き、すいか割り、盆踊
り　8月 夏期保育、すもう大会　

 9月 運動会、英会話参観、遠足
10月 カレーパーティー、園外保育、
ハロウィンパーティー　11月 七五三
12月 演奏発表会、おもちつき
 1月 凧揚げ、お正月遊び
 2月 お別れ遠足（ディズニー）、豆ま
き　3月 ひなまつり、卒園式
※毎月お誕生日会、避難訓練、防犯 

訓練

正課授業には、ダンス（エイベック
ス）、体操（リトルジャンボスポーツ
クラブ）、茶道（裏千家）、英会話（イ
ングリッシュコーナー英会話スクー
ル）、スイミング（コナミスポーツク
ラブ）を取り入れています。
♠  課外教室

「エイベックスダンスマスター・幼稚
園クラス」

「リトルジャンボスポーツクラブ」 
（幼児、小学生）
●2歳児クラス「たまご組」無料です！！
・保育時間…毎日9：00～14：00

のお預かり（給食あり）
・募集定員…12名（定員になり次第

締め切り）
※今年度若干名余裕あり、随時入園

可。
幼稚園までお電話にてお問い合わ
せください。

幼 稚 園 で す ！私 た ち は こ ん な
沿　革

教育目標

一年間の主な行事

特色・課外授業など

卒園遠足　ディズニーランド or ディズニーシー

みんなで踊ろう　盆踊り大会

みんな大好きオリジナル遊具「興南キューブランド」

給食
弁当

月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●
　　　　　

入園説明会
9月6日（火）未就園児入園説明会
園見学、入園説明等、随時対応致しますので、
ご連絡ください。
※2・3・4・5歳児随時入園可

※保育料・教材費・空調費は全額補助金が出る
為、お支払いの必要はありません。

※入園料は全額補助金が出ます。

※早朝預かり保育 8時～。
※保育終了後の預かり保育 ～18時。
※夏休み・冬休み・春休みの長期休暇
中の預かり保育 8時～18時。

※令和5年度より 月～金 9時～14時
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足立愛育幼稚園
【設置者】 瀬田育子　　 【園　長】 瀬田育子 〒123-0853　足立区本木 2-18-6
【電　話】 03-3887-6647　 【F A X】 03-3887-7778 
adachiaiiku.jp/

入園時の納付金
入園料
入園検定料
　　
入園後の納付金
保育料（月額）（無償範囲内）
教材料（月額）
通園バス料（月額）
空調費（年額）
父母の会費（月額）
　

保育時間
月・火・木・金曜日
水曜日
土曜日（※ 月1回行事に充当）

給食・弁当

　　
預かり保育の曜日・時間

月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●

※時間は17時30分まで。
※夏休み、冬休みも実施
※早朝については、問い合せてください。

（令和4年度）

100,000円
5,000円

33,000円
500円

3,000円
6,000円
400円

デ ー タ フ ァ イ ル

東京都公認

自慢スナップ
みてみて !

　　　8時30分～14時30分
　　　8時30分～13時30分

　　　8時30分～11時30分

1957　　創立
1969　　東京都の認可
1970　　園舎建設
1985　　園舎改装
2005　　園舎増改築
2016　　創立60周年

◇健康で生き生きした子ども
（健康性）

◇感情の安定した子ども （安定性）
◇自主的で何でも自分でしようと

する子ども  （自主性）
◇協力してみんなと遊べる子ども

　（協調性）
◇創造的でよく考える子ども

　（創造性）
◇思いやりがあり心情豊かな子ども

　（情操性）
◇ねばり強く集中できる子ども 

　　　　　　（集中性）

 4月 始業 式、入園式　5月 春 の
親子遠足、母親参観日、給食参観
 6月 健康診断、父親参観日　
 7月 プール開き、夏祭り、終業式

 8月 夏期保育（プール遊び）
 9月 2学期始業式、避難訓練、秋
の遠足（園児梨もぎ）　
10月 運 動 会、作品展、母 の 会バ
ザー、公開保育　11月 園児募集
12月 劇とおゆうぎ発表会、終業式
 1月 3学期始業式　2月 個人面
談、豆まき、1日入園、入園説明会
 3月 年長組お別れ遠足、卒園式、
終業式
※ほか　お誕生会　
※毎月　発育測定

＜特色＞
☆幼児一人ひとりの特性を生かす、

少人数クラス編成ですので、教師
の目がよく届きます。

☆体力向上のため、体育講師によ
る指導、英語のレッスンも同様の
指導を受けます。

＜課外授業など＞
☆英会話教室…毎週水曜日午後2

時～（3歳～小学生まで）
☆未就園児 2歳児くらぶ“さくら

んぼ …年12回
　※無料　  
　※親子ご一緒にあそびます

幼 稚 園 で す ！私 た ち は こ ん な
沿　革

教育目標

一年間の主な行事

特色・課外授業など

「親子で体操」似顔絵Tシャツプレゼント～♬

自然とふれあう園外保育

鼓隊リズムパレード年長児

給食
弁当

月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　
　　　　　　　　●
　　　　　

※保育料等は国・東京都・足立区からの補助金
があります。
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第一若草幼稚園
【理事長】 川口静水　　【園　長】 川口静水　　〒123-0852　足立区関原2-40-11

【電話】 03-3840-3541　【FAX】 03-3886-8382　http://www.daiichi-wakakusa.ed.jp/

入園時の納付金
入園料
入園検定料
　　
入園後の納付金
保育料（月額）
通園バス料（月額）
父母の会費

保育時間
月・火・水・木・金曜日

給食・弁当

　　

預かり保育の曜日・時間
月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●

※時間は18時まで
※早朝保育　8時～

（令和4年度）

110,000円
5,000円

33,000円
3,000円

なし

デ ー タ フ ァ イ ル

学校法人若草学園

自慢スナップ
み て み て !

　　　9時～14時30分

昭和5年、西本願寺派専念寺がこ
の地に建立され、昭和24年9月に
足立区認可第1号園として開園し
ました。開園は、仏教思想を人間の
形成の根本理念として人間性豊か
な子どもを育むことを目的として発
足致しました。以来、今日まで七十
有余年、園の目的にそい実践して参
りました。また、平成13年3月には
法人の変更に伴い、宗教法人専念
寺若草幼稚園から学校法人第一若
草幼稚園に名称変更致しましたが、
仏教思想及び教育理念は変わりな
く継承し、今日に至っております。

ほとけさまを　おがむこども
　（強く明るく豊かな心）
ありがとうの　いえるこども
　（感謝と感動）
よくきき　考えるこども
　（創造と自律）
なかよく　するこども
　（思いやりの心）
げんきな　こども
　（健康と行動力）

春の遠足、盆おどり、一泊保育、運
動会、おゆうぎ会（鍵盤ハーモニ
カ・楽器・リード合奏など）、就学
準 備（年長 組）、築地 本願寺 参 拝

（年長組）、おすもうさんとおもちつ
き、毎月のお誕生日会、園外保育

（舎人公園など、避難訓練）
新型コロナウイルス感染予防のた
め行事の中止及び変更がありまし
た。

☆体操教室 水曜日
☆花まる学習会 金曜日
☆ピアノ教室 月・火・水・木
 曜日
☆2歳児クラス「ことり」   週3日
 火・水・木曜日
☆未就園児教室「ひよこ」　月1回

幼 稚 園 で す ！私 た ち は こ ん な
沿　革

教育目標

一年間の主な行事

特色・課外授業など

年長組  花まる学習会講師による就学準備

年中組女の子のお遊戯会

年長組によるリード合奏

給食
弁当

月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●
　　　　　　　　●　

※家庭からの弁当日は月1回。ただし春秋は月2回。

※保育料等は国・東京都・足立区からの補助金
があります。
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足立双葉幼稚園
【理事長】 葉本喜信　　 【園　長】 葉本喜信 〒123-0873　足立区扇1-29-1

【電話】 03-3890-4848　 【FAX】 03-3856-2100　 http://adachi-futaba.ed.jp/

入園時の納付金
入園料
入園検定料
施設設備費
　　
入園後の納付金
保育料（月額）
教材費（年額）
通園バス料（月額）
空調費（年額）
父母の会費（年額）

保育時間
月・火・水・木・金曜日

給食・弁当

　　
預かり保育の曜日・時間

月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●

※時間は17時30分まで。

（令和4年度）

100,000円
5,000円
10,000円

31,000円
15,000円
3,000円
9,000円
7,000円

デ ー タ フ ァ イ ル

学校法人　葉本学園

自慢スナップ
みてみて !

　　　8時45分～14時15分

創始者の前園長は、幼児がより良
い環境の下、きめ細かい指導に恵
まれて、心身共に健全に成長して
いくことを強く願望していました。
昭和40年5月22日に東京都より
幼稚園設立の認可を受け、同年9
月10日に第一回の入園式を挙行。
同日を開園記念日としました。
幼児教育の場として地域社会に支
えられ、現在、卒園児4000名超を
数えています。その間、教育環境の
整備・充実に取り組んでいます。園
舎の耐震化を図るため、平成24年
9月より園舎の全面改築に着手し、
平成25年9月より新園舎です。
平成30年 4月2日より学校法人
として、再スタートしました。

身体強健にて、知性に富み、実践力
豊かな社会人となる育成の基盤を
つくることを教育目標に掲げ、日々
の生活を通して、
①げんきよくあそびましょう
②かんがえたり　くふうしたりする

子になりましょう
③おもったことは　はっきりいいま

しょう

この3つの保育目標を柱に、一人ひ
とりの個性を大切にして、心身共に
逞しい子どもたちの育成に努めて
います。

幼児期の望ましい体験が、人格形
成の基礎になるという観点から、
豊かな教育環境の下で、季節に応
じた行事を取り入れたり、種々の体
験活動を重視して、日々の保育を
実践しています。
①年長組になると、専門の先生の

指導の下、体操教室、水泳教室を
通して、体力づくりに励んでいま
す。また、鼓笛の練習を取り入れ、
運動会やリズム発表会に披露し
ます。夏季にはお泊り保育を郊
外の豊かな自然のなかで実施し
ます。

②正課の保育のなかで、外国人の
指導による英語教育を定期的に
取り入れています。

③課外では、ECCジュニア、体操
教室、サッカー教室、クラシック
バレエ教室、ピアノ教室がありま
す。

④未就園児教室を併設しています。

幼 稚 園 で す ！私 た ち は こ ん な
沿　革

教育目標

特色・課外授業など

ネイティブ講師による英語教室

鹿沼お泊まり保育

舎人スイミング教室

給食
弁当

月　火　水　木　金　土
●　●　●　
　　　　　　●　●　

※保育料等は国・東京都・足立区からの補助金
があります。
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東京白百合幼稚園
【理事長】 大西　智　　【園　長】 大西　智　　〒120-0047　足立区宮城1-16-9

【電話】 03-3919-7031　【FAX】 03-3919-7962　https://www.tokyo-shirayuri.jp

入園時の納付金
入園料
入園検定料

入園後の納付金
短時間利用保育料
（幼稚園・月額）

　
長時間利用保育料（月額）

通園バス料金（月額）

諸雑費（月額）

絵本代（月額）
教材費

保育時間
幼稚園保育時間
　※午前保育 11時　降園有り
　※早朝保育  7時～9時
　　延長保育 14時～20時有り
認定こども園開所時間
　※土曜保育有り

給食・弁当

（令和4年度）

100,000円
5,000円

デ ー タ フ ァ イ ル

学校法人千葉学園

自慢スナップ
みてみて !

9時～14時

7時～20時

昭和28年 創立

平成16年4月 学校法人認可

「足立白百合幼稚

園」か ら「東 京 白

百合幼稚園」へ名

称変更

平成23年5月 認定こども園認可

平成24年1月 １・2歳の保育施

 設開設

「明るく・たのしく・のびのびと」

を教育理念とし、家族的情味あふ

れる幼稚園として、異年齢児と触れ

合う行事や機会を多く設定。更に体

験活動や遊びを重視し、感性豊か

な園児の育成を目指している。

１学期 …入園式・親子遠足・個人

面談・感謝の日集会・す

いかわり・夏期保育・夏

祭り

 2学期 …運動会・いもほり遠足・

消防署訪問・もちつき・

クリスマス会

 3学期 …音楽リズム発表会・年長

お別れ遠足・卒園式

教育課程として専門講師による体

操・英語・スイミング授業を行っ

ている。

課外授業としては、サッカー・チア

リーディング・体育教室・学習教

室など多彩な授業を展開し、園児

たちの個性・能力の伸長に寄与し

ている。

●入園説明会

10月15日　10：00 ～

※申し込み不要　開始時間までに

園ホールにお越しください。

●園見学　

※随時申込み可能

幼 稚 園 で す ！私 た ち は こ ん な
沿　革

教育目標

一年間の主な行事

特色・課外授業など

運動会

音楽リズム発表会

年長お別れ遠足

◆短時間利用の保育料は、あらかじめ保護者補助
金を差し引いた金額です。

保護者の世帯所得等に応じ、区市町村が定める金
額となります。

保護者の世帯所得に応じて、区市町村が定める金額と
なります。ただし、特定負担額15,000円がかかります。

給食
弁当

月　火　水　木　金　土
●　　　●　●　●　
　　●　●　　　●　

（選択） （選択）

附属保育施設　トム

幼稚園型認定こども園

2,000円～3,500円
※降園時間によって異なる

3,000円～15,000円
※幼稚園・認定こども園利用によって異なる

400円
【必要に応じて】

※保育料等は国・東京都・足立区からの補助金
があります。
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八千代幼稚園
【園　長】 千葉伊代子　　〒123-0851　足立区梅田1-21-8

【電話】 03-3887-0485　【FAX】 03-3889-2755　https://www.yachiyoyouchien.com/

入園時の納付金
入園料

入園検定料

入園後の納付金
保育料（月額）
教材費（月額）
施設整備費（月額）
空調費（年額）
通園バス（月額）
父母の会費 

保育時間
月・火・水・木・金曜日

土曜日（月1回程度） 

※保育料等は国・都・区から補助金があり、保
護者負担はありません。

給食・弁当

預かり保育の曜日・時間
月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●

（令和4年度）

　100,000円
（後日全額補助が出ます）

5,000円

27,000円→0円
1,700円→0円
3,900円→0円
4,000円→0円

2,000円（利用者のみ）
なし

デ ー タ フ ァ イ ル

東京都公認　施設型給付園　

自慢スナップ
みてみて !

9時45分～13時45分
9時45分～11時30分

1956 年東京都公認幼稚園として設立。
耐震補強済み園舎、全面砂の安全な園庭。
芝生の第2園庭、新築のホール、別棟の体育館完
備。全室暖冷房完備の安全で充実した環境を整
えております。

「強く、明る＜、かしこい子」の育成という教育目
標を持ち、人間形成において最も大切な幼児期
に社会性や見通しを持って行動する力が身につ
くように、集団生活を通して子供同士のかかわり
を大切にしています。

入園式、春の親子遠足、保育参観日、歯科・内科
検診、保護者（父親）参親日、公開保育、七夕まつ
り、個人面談、夏期保育、運動会、秋の芋ほり遠
足、ハロウィンパーティー、お弁当参観日、クリス
マスイルミネーション、作品展、英語参観日、学
芸会、豆まき、年長組お別れ遠足、卒園式

八千代幼稚園では製作、体操、英語、音楽、習字、
スイミング、漢字などを保育に取り入れていま
す。課外授業（クラブ）としてえんぴつクラブ、英
語クラブ、造形教室、サッカークラブもあります。
充実した保育と安全な砂の園庭と共に、保護者
負担の軽減・少人数制クラス・預かり保育の充
実・コミュなびの導入も特色としています。
■保護者の負担が極めて少ない園です
・例えば運動会、学芸会の衣装作りはありません。
・園内で行う水遊びやスイミング場での着替え

のお手伝いはありません。
・役員さんでも運動会当日のお手伝いを含め年

間で4回程度です。
・母の会、父の会はありません。
■少人数のクラス編成の園です
・具体例として令和 3 年度と4 年度は1クラス

20 名以下のクラス編成です。
・各学年 2クラスです。
・担任の先生は各クラス1名ですが必要に応じ

て補助の先生が入ります。
■保育時間外のお預かりを行っている園です

◆早朝保育（8：15 ～ 9：45）
・早朝保育の料金は無料で、毎日8：15 ～ 9：

45にお預かりしています。
・やむを得ない事情の際は、前日までの予約で、

8：00前後からの早朝保育も受付けます。
◆長時間保育（15：00 ～17:15）
・行事当日を除きほぼ毎日実施しています。費用

は1日500円です。
・事前予約制ではなく当日でも受付けます。人数

制限もありません。
・保育後～15：00までは無料です。
※午前保育の日も予約制にて実施しています。
◆長期休み中のお預かり保育
・春・夏・冬休み中に先生がついてお預かりす

る制度です。
・長期休み中のお預かり保育は年間30日程度

行なっています。
・1日1,500 円で、8：30 ～ 15：00、事 前の

予約制になります。
・長時間保育（15：00 ～ 17：15）、早朝保育
（8：00 ～ 8：30）もあります。
■コミュなびの活用
・令和3 年度からスマートフォンやパソコンを用

いて緊急連絡、園バスの運行管理、出欠席申請
を出来る【コミュなび】のシステムを導入しま
した。

＜主な機能＞
【連絡なび】…緊急連絡網です。メール配信機能
で迅速な連絡と情報の共有が図れます。
【バスなび】…園バスの運行時間の確認や運行状
況・位置情報の確認が出来ます。
【出欠申請なび】…出欠席の連絡が電話ではなく
スマートフォンやパソコンから出来ます。

●プレ保育　
2 歳児、3 歳児をお預かりするひよこ組とさくら
組、満1歳からの無料サークル等があります。
さくら組：月木 9：45 ー13：15　
※週 2回又は3回も可、バス通園も可、給食有
　保護者と分離の保育が中心です。
ひよこ組：水10月まで10：00 ー 11：30、11
月から10：00 ー12：00、さくらへの移行可
保護者と共にゆっくり慣れていただくクラスです
いちごサークル：満1歳からの無料親子サーク
ルです。園庭開放などがご利用できます

幼 稚 園 で す ！私 た ち は こ ん な
沿　革

教育目標

特色

体育館

夏祭り

大人気のアンパンマンバス

給食
弁当

月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●　

一年間の主な行事

入園説明会
6月24日（金）10時30分～
9月16日（金）10時30分～

※早 朝8時15分より保育終了後17時
15分まで

※長期休暇中の預かり保育実施
※時間外保育もご相談下さい。

※くわしくは
　HPをご覧下さい。
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