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栗島幼稚園
【理事長】 田所由貴子　　【園　長】 矢田泰久　　〒121-0012　足立区青井 5-2-14

【電話】 03-3840-0541　【FAX】 03-3840-0671　http://kurishima.sakura.ne.jp/

入園時の納付金
入園料
入園検定料
教材料

入園後の納付金
保育料（月額）
通園バス料金（月額）

保育時間
月・火・木・金曜日
水曜日
　
給食・弁当

　　
預かり保育の曜日・時間

給食
弁当

月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　　　
　　　　　　　　●

月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●

※早朝7時30分～始業
※終業18時30分
※長期休業中も実施します。

（令和4年度）

1955年（昭和30年）　
創立（東京都認可幼稚園）　
初代園長　鴨下多吉就任

1967年（昭和42年）　
敷地を拡張（全敷地面積
4,300㎡）

1981年（昭和56年）　
鴨下多吉初代園長逝去　
園長　鴨下光江就任 

1988年（昭和63年）　
学校法人認可

2001年（平成13年）　
新園舎落成　現在の園舎（総延
床面積1,760.93㎡）

2003年（平成15年）　
創立50周年式典挙行

2019年（平成31年）　
園舎外壁改修工事完了　
6代園長　矢田泰久就任

※今年創立68周年を迎え、これま
でに8,909名の卒業生を輩出。

○元気がある　
○自分のことは自分でする
○仲良く遊ぶ　
○ものごとに 興味・関心をもつ
〇思ったことを話し、人の話を聞く
○体験や考えに感動する　
○工夫して表現する

 4月 入園式、保育参観
 5月 園外保育、スイミング・体

操・自転車・習字教室始
 6月 個人面談、園外保育
 7月 お泊り保育、夕涼み会
 8月 夏季保育
 9月 親子避難訓練
 10月 運動会、遠足、作品展示会
 11月 入園テスト
 12月 おゆうぎ会、クリスマス会
 1月 ドッジボール大会、ピアニ

カ発表会
 2月 たのしいコンサート、お別

れ遠足
 3月 観劇会、卒業式

　4,300㎡の広い 敷地に、整 備
された園庭や遊具、木調の教室や
舞台のある多目的ホールなど、充
実した施設・設備で、のびのびと
した教育活動を展開します。
　また、専門講師による体操・英
語・音楽・習字の授業の他、自転
車・ピアノ・体操・バレエ・幼児
教室を開講しています。

　あっぷる教室  （2歳児）を週１
回開室（火曜・木曜コース）して
います。金曜と毎月1回土曜に園
庭を開放しています。

100,000円
5,000円

10,000円程度

33,000円
3,000円

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

沿　革 一年間の主な行事

特色・課外授業など

未就園児教室

学校法人鴨下学園

自慢スナップ
みてみて !

園では文字の指導の一つとして習字を取り入れています。

年長組は運動会でソーラン節を踊ります。

多様な活動とともに子どもたちの豊かな感受性を育みます。

　9時～14時
　9時～13時

教育目標

※保育料等は足立区からの補助金があります。

※入園料は足立区からの補助金があります。
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チェリー幼稚園
【理事長】 山崎則子　　【園　長】 山崎一夫　　〒120-0005　足立区綾瀬 7-17-3

【電　話】 03-3605-1580　【FAX】 03-5849-8770　http://www.cherry.ed.jp/

入園時の納付金
入園料
入園検定料
　　
入園後の納付金
教材代、空調代、施設維持代　

保育料 1～3年保育料（月額）
 4年保育保育料（月額）

　
バス代　1カ月につき
父母の会費
※遠足代、給食代、絵本代、その他実費を徴収します
　　　

保育時間
月・火・水・木・金曜日　　9時～14時
※遅お迎え制度あり 15時30分まで
土曜日　　　　　　　　　　　　　 お休み
　
給食・弁当

　　
預かり保育の曜日・時間

給食
弁当

月　火　水　木　金　土
●　　　●　　　●
　　●　　　●

月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●

※時間は18時30分まで。

（令和4年度）

・昭和40年 設立認可　東京都
公認チェリー幼稚
園となる

・平成7年 学校法人菊誠学園
チェリー幼稚園と
なる

・平成18年秋 改築工事終了
　　

○みんな仲良し、元気な子（外でいっ
ぱい遊ぼう）

○最後までがんばる子（鼓笛や、スイ
ミングをがんばろう）

○人の話をよく聞き、よく考えること
のできる子（保育全般）

○いろいろなものに興味関心の持て
る子（いろいろな行事・体験）　

○誰にでも親切、優しい子（動物の
世話、縦割り保育）

　　

（毎月の行事）公園散歩、縦割り保育、
あそびの日、誕生日会　

（各月の行事）遠足、公園遊び、七夕
盆踊り、夜店、花火大会、作物の収
穫（ジャガイモ、トウモロコシ、ダイ
コン、ミカン、サツマイモなど）、ど
ろんこ遊び、スイカ割り、年長お泊

り会、移動動物園、運動会、もちつ
き大会、焼き芋、お遊戯会、プール
活動他

　　
どろんこ遊びでは、素手でドジョウ
を園児とともに捕まえる保護者の
姿があります。背伸びをせずに今そ
の時を大切にする、園児とともに楽
しめる、園児とともに体験のでき
る、一緒に成長できる幼稚園です。
今しかできないこと、幼児期を大切
に過ごせる幼稚園です。「小学生に
できることは、小学校でやればよい
のです」

※働く保護者のために春、夏、冬休み
も預かり保育があります。

※年長児は、温水プールでのプール
指導が年間であります。 

※専用の農園があります。 
※園庭の広さは、2,200㎡あり、砂

と土でできています。雨上がりの
園庭では、どこでも、水たまりなど
でどろんこ遊びや水あそびができ
ます。運動会も自園でできます。 

※カメ、ウサギなどの小動物をみん
なで世話をしています。

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

学校法人菊誠学園

自慢スナップ
みてみて !

バスの乗り降りやいろいろな場面で年長児が年少児の面倒を見ます

一日動物園ではポニーやヤギなどいろいろな動物が来ます

5月に植えた稲の苗も10月には立派な稲になり収穫です

※保育料等は国・東京都・足立区からの補助金
があります。

※足立区葛飾区の場合満3歳以上33,000円ま
で無償化です。

120,000円
5,000円

　　

合計毎月
2,000円
31,000円
33,000円

　　　
4,000円

なし

80 81



東
エ
リ
ア

聖フランシスコ幼稚園
【理事長】 谷崎新一郎　　【園　長】 谷崎新一郎　　〒120-0003　足立区東和4-3-18

【電話】 03-3605-1459　【FAX】 03-3605-2584　http://st-kolbe.org/st_francisco

入園時の納付金
入園料
入園検定料
施設設備料
　　
入園後の納付金
保育料（月額、教材費含む）
空調費（年額）
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

給食
弁当

月　火　水　木　金　土
●　　　●　　　●　　　
　　●　　　●

月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●　

※時間 早　朝  7時30分～8時45分
 降園後  14時～18時
※行事後も預かり保育あり
※夏・冬・春休みも預かりあり

（令和4年度）

1959年4月東京都認可。学校法人
聖コルベ学園の姉妹園のひとつです。
聖フランシスコ幼稚園の設立母体
は、イタリア・アシジの聖フランシ
スコによって創立されたコンベン
ツアル聖フランシスコ修道会です。
聖フランシスコはイエス・キリスト
に倣い人々を大切にし、動植物や自
然をいたわりながら平和を説きま
した。そのために「平和の人」と讃
えられています。

<保育目的> 本園は、学校教育法の
定めに従って、幼児の心と身体の発
達を助長し、さらに宗教的情操教育
によって、人格形成をはかることを
目的とし、創立者聖フランシスコが
提唱された「平和と善」をモットー
に、社会に役立つ誠実で明るい幼児
を育成することをめざしております。
<園の教育方針>
・キリスト教的愛と平和の精神に基

づいて、人間としても最も大切な
情操教育を行う

・恵まれた広い園庭でのびのびと
遊び、心と身体を育む

・友だちとの関わりを通じて切礎琢
磨し、生きる喜び、生きる力を培う

・意欲的に生活し、聴く・話す・考
える力を養う

・園内の自然とのふれあいを通し

て、感性を磨くように育てる

 4月 入園式　5月 マリア祭　6月 保
育参観　7月 8月 夕涼み会、夏祭り
 9月 秋の 遠 足、運 動 会 　10月 秋
の 実りの 祭　11月 避 難 訓 練 、七
五三のお祝い、勤労感謝の職場訪問
 12月 聖劇発表会、クリスマス会、お
もちつき  2月 保育参観、豆まき、お
別れ遠足　3月 卒園式
※教会でお誕生日会をしています。

広い園庭を充分に利用して、保育後
の園庭開放が行われています。ス
クールバスの運行はなく保護者によ
る送迎のため、保育やこどもの1日の
様子は保護者へ直接そして確実に伝
えられ、こどもに関するきめこまやか
な相談等も随時行われています。
課外として体育クラブがスポーツ教
室講師によって行われています。
また、英語が専門講師によって行わ
れています。
2017年度から畑をつくり全園児で
様々な野菜を育て、収穫し、食べてい
ます。
2018年度から広い園庭でマラソン
大会をはじめました。
2021年度からダンス教室の課外が
行われています。

90,000円
5,000円

10,000円

29,000円
7,000円
3,000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

学校法人聖コルベ学園

自慢スナップ
みてみて !

マリア祭

お別れ遠足　ジブリ美術館

うんどうかい

8時45分～14時

※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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親愛幼稚園
【理事長】 多田太郎　　【園　長】 多田 進　　〒120-0003　足立区東和2-25-2

【電　話】 03-3605-0677　【FAX】 03-3620-1171　http://www.shinai-kid.jp/

入園時の納付金
入園料（入園受入準備金）
入園検定料

入園後の納付金
保育料（月額）
特別講師料
通園バス費（月額）
教材料（年額）
施設維持費

給食
弁当

月　火　水　木　金　土
●　　　●　　　●　　　
　　●　　　●

月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●

※早朝8時～9時。 保育後17時まで。
※夏休み、冬休みも実施しています。
※1ヵ月のカリキュラムを決め楽しく
　活動しています。

（令和4年度）

昭和28年、地域のみなさんの強い要望
から、河合平内前園長が子どもたちのた
めにと決意を固め親愛幼稚園を開園しま
した。
創立70年を迎え、現在までに約5,100名
以上の卒園生を送り出しております。

＜教育方針＞　○元気な挨拶
　　○仲よく遊ぶ　○少しの我慢
＜教育目標＞　
幼稚園で過ごす多感な時期に美しい言葉
を学び身に付けることが大切です。
美しい言葉から美しい心を育む教育に取
り組んでいます。

一学期 入園式　こどもの日　内科検
診　歯科検診　父母の会総会
春の親子遠足　授業参観　個人面談　七
夕　夏祭り　すいか割り
二学期 防災訓練   秋の親子遠足  運動
会  作品展  授業参観  新入園児入園受付  
おいもほり  みかん狩り  親子お楽しみ会  
お遊戯会  クリスマス会
三学期 節分　授業参観　音楽会
お別れ遠足　ひなまつり　お別れ会
卒園式 
※預かり保育（夏・冬・春休み中）を決めら

れた日程で行なっています。
※その他、毎月避難訓練を実施しています。

〈園からのお知らせ〉　
4 年保育（2 歳～満3 歳児）を募集して
います。

親愛幼稚園は、少人数制の幼稚園です。
園児一人一人をしっかりサポートし、手
厚い保育を行っております。
特色1 サントレ言葉の教育（科学的

幼児教育）「言葉は心を育み、
心は言葉を育む」
子どもたちの可能性を引き出
す最新の言葉の教育法を取り
入れております。
親愛幼稚園は、このサントレ
言葉の教育を先駆けて実施
し、現在ではモデル園として、
全国に発信しています。

特色 2 専門講師による授業　体育・
音楽（歌唱・楽器・ハーモニ
カ・鍵盤ハーモニカ）英語・
ダンス・水泳

特色3 課外教室　体操・サッカー・
 英語・ピアノ・ヴァイオリン・

ダンス・総合音楽教室
（私たちの夢）　
子どもたちの未来のために、楽しい嬉し
いやってみたいをたくさん経験させて
あげたいと考えております。
親愛幼稚園での学びと思い出が輝き将
来は自立・独立し、他人に頼られ、必要
とされる大人として活躍されることを
願っています。

●未就園児教室　
・くららランド（0歳～入園前のお子様）

月１回　無料
　（日程はホームページをご覧ください）
・つぼみ組（1歳児クラス）9月～3月　

毎週金曜日　月謝制
・さくら組（2 歳児クラス）5月～3月　

毎週火曜日　月謝制

110,000円
5,000円

25,700円
　6,300円

3,000円
15,000円
10,000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

学校法人　河合学園　施設型給付園

自慢スナップ
みてみて !

親愛キッズ

サントレ言葉の教育

9時00分～14時
9時00分～11時

◆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。

入園説明会
令和4年9月14日（水）
※詳しくは幼稚園のホームページをご覧下さい。

預かり保育の曜日・時間

給食・弁当

保育時間
月・火・水・木・金曜日
土曜日
（第1土曜日のみ）

※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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美松学園幼稚園
【代　表】 脇　尊人　　【園　長】 脇　征子　　〒120-0003　足立区東和2-5-24

【電話】 03-3606-2626　【FAX】 03-3628-5546　http://www.ans.co.jp/k/mishou/

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（年額）
空調費（月額）
　

　　
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

給食
弁当

月　火　水　木　金　土
●　●　●　　　●　　　
　　　　　　●

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30分まで。
　夏休み・冬休み・春休みも
　実施しています。

（令和4年度）

本園は、昭和28年に創設された、

当地区では一番古い歴史を誇る園

です。

宗教法人の寺院が母体ですので、

本園の経営は、営利名利を目的とせ

ず、よりよい幼児教育をめざしてお

ります。経営基盤が安定し、かつ永

続性があり大切なお子様を安心し

てお預けいただける公共性の高い

園です。

1.ごあいさつができる子ども

2.お友達と仲良く楽しく遊べる子

ども

3.よく考え自分で行動できる子ども

　4月 入園式　5月 花まつり、親子

遠足、保育参観　6月 日曜参観、小

遠足　7月 御魂祭り、水遊び　8月 

夏期保育、スイカ割り大会　10月 

運動会、おいもほり、体験保育　

　11月 おいも焼き大会、お店屋さ

んごっこ、マラソン大会 12月 ク

リスマス会、お餅つき大会　1月 

お正月遊び 　2月 豆まき、ひな祭

り発表会　3月 卒園式

＜特色＞　本園は交通騒音から全

く隔離された、極めて閑静なとこ

ろにあります。沢山の樹木に囲ま

れた広い庭を有し、園舎は子ども

の生活に即した広い空間を有して

おります。また1クラス20～25

名の少人数制をとっています。正

課の保育の中で、専門講師による

授業、体育、英語指導があります。

年長組になると温水プールでの

プール指導が年間であります。お

作法、書道のけいこがあります。

＜課外授業＞　サッカー教室、ピア

ノ教室、英語教室、体操教室、新体

操教室、フィジカル教室

100,000円
5,000円

30,000円
36,000円
1,000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

宗教法人宝蔵寺

自慢スナップ
みてみて !

年長組さんになるとお作法を行ないます

お泊まり保育で食べたサンドイッチたくさんおかわりしたよ

みんなの大好きなドラえもんバス

9時～14時

※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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一年間の主な行事

城北幼稚園
【理事長】 山田正子　　【園　長】 山田正子　　〒120-0015　足立区足立4-17-1

【電　話】 03-3889-3155 　【F A X】 03-3849-4001 　http://johoku-y.com

入園時の納付金
入園準備金
入園検定料
　　
入園後の納付金
保育料（月額）
満3歳・3歳・4歳・5歳児
通園バス料（月額）
施設維持費（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

給食
弁当

月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●
●　●　●　●　●

月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●　

※時間は18時00分まで。
※早朝預かりは7時から。

（令和4年度）

地域の子どもたちとお母さんの楽

園をつくりたいという願いをこめ

て、昭 和28年5月に開園しまし

た。幼稚園全体を通して、幼児が

色々な体験を積み重ねるなかで、

総合的な発達を助長しながら主体

的な活動を促し、人との関わりを

大切に心身の調和のとれた発達の

基礎を培うことを援助することに

保育の中心をおいています。

知識より体験を、観念より感動を

大切に、お陽さまや風と仲良しで、

自然の恵みとともにある幼児と一

緒に歩き続ける幼稚園でありたい

と願っています。

 4月 入園式、進級式、親子お弁当

会　5月 親子遠足　6月 参観日

 7月 年長合宿、水あそび　8月 夏

期保育　9月 始業式、避難訓練

 10月 運動会、遠足、参観日

 11月 新入園児面談　12月 お遊

戯会　1月 始業式、お鏡開き　

 2月 作品展　3月 遠足、卒業式

「ひよこ組」　

満3歳になる年度からの4年保育

クラス

「うさちゃん教室」　

満2歳児から（就園前の保育を親

子一緒に）

入園随時　火・水・金の3クラス

10：30～12：00　 

※月会費5,500円

「おひさま教室」　

満1歳児からの親子保育

10月開講　月・木の2クラス

※月会費3,500円

「なかよし広場」　

どなたでも参加できます

火曜13：00～14：30　無料

子育てについてご相談もお受けし

ます。

100,000円
5,000円

28,000円
3,500円
1,750円

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

特色・課外授業など

学校法人日の子学園

自慢スナップ
みてみて !

泥んこ遊びが大好き♥

緑の風わたる五月の園庭

優しいお母さんのお弁当♪笑顔あふれるランチタイム

9時～14時30分

※週2回　水・金　全員給食。
※各自　希望者はいつでも給食を注文できます。

※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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のぞみ幼稚園
【理事長】 岡村徳重　　【園　長】 岡村徳重　　〒120-0013　足立区弘道1-7-11

【電　話】 03-3849-3800　【F A X】 03-3840-4610　http://www.nozomi.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）
教材費（月額）
通園バス料（月額）
空調費（年額）
　

　　
保育時間
月・火・木・金曜日
水曜日
土曜日（自由登園）
（月1回）　　

給食・弁当

　　
預かり保育の曜日・時間

給食
弁当

月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●

月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●　

※時間は17時30分まで。

昭和48年 東京都より認可受け設立

昭和54年 TVワンツージャンプ出演

昭和56年 ソニー研究発表

昭和58年 都道開通記念

 鼓笛パレード

平成  8 年 トリイ・ユキ制服採用

平成 15年 学校法人認可

 新園舎竣工

平成 18年 小学館雑誌「めばえ」

 掲載

平成 23年 講談社雑誌「たのしい

 幼稚園」掲載

平成 29年 ボルダリング設置

幼児に、素晴らしい環境のもと、楽

しい集団生活を通して、その性格の

基礎を培い、個々の善性を認め、更

に豊かな情操と理性を伸ばし、心身

共に健康で希望に燃え、意欲的に明

るく伸びゆく子どもの育成に努めて

おります。

 一学期　入園式、春の遠足、保育参

観、父 の日 参 観、園 外 保

育、人形劇鑑賞、夏祭り　

 二学 期　秋の 遠 足、運 動 会、コン

サート、保育参観、マーチ

ング会、お餅つき会、クリ

スマス会、作品展

 三学期　　カルタ大会、保育参観、プ

ラネタリウム鑑賞、お遊戯

会、観劇会、卒園式

年間を通じて行う諸行事、リトミッ

ク、マーチングを主体とした音楽教

育、石井式漢字教育による言語指

導、時計、百珠そろばんを使用した

数の概念形成、水泳教室や専門講師

の体操指導による体力作り、茶道、

書道による美しい躾作法等、様々な

体験を通して、子どもたちが心身共

に成長していくように発達に沿った

教育カリキュラムの充実を図ってい

ます。

●未就園児教室　
　ホームページをご覧下さい。

140,000円
10,000円

32,000円
1,250円
3,000円
10,000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

学校法人岡村学園

自慢スナップ
みてみて !

お遊戯会で劇の発表

マーチング大会出場（東京体育館）

運動会での組体操発表

9時～14時
9時～13時
9時～11時

※保育料等は国・東京都・足立区からの補助金
があります。

（令和4年度）
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弘道幼稚園
【理事長】 鳥海伸広　　【園　長】 小倉佳枝　　〒120-0014　足立区西綾瀬3-35-11

【電　話】 03-3880-1717　　【F A X】 03-3880-3170

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（学期毎）
空調費（年額）
父母の会費（学期毎）

　　
保育時間
月・火・木・金曜日
水曜日

給食・弁当

　　
預かり保育の曜日・時間

給食
弁当

月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●

月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●　

※時間は17時まで。

本園が法律上、私立の個人立幼稚
園として認められたのが昭和42
年4月25日。
農村の美しい自然の中の幼児教育
施設として、弘道幼稚園が昭和42
年9月1日に開園しました。

1.園児が心身ともに健康な、たくま
しい人に成長することを願って
努力しています。

2.集団生活の中で、のびのびと園
児の個性を伸ばしていくことを
目指しています。

3.友だちと仲よく、楽しく元気に
集団生活のできる子どもに育て
ます。

遠足（春、秋）、ミニコンサート、運
動会、七夕祭り、温水プール（年3
回）、夏季プール指導、保育参観、夏
季保育、夕涼み会、お遊戯会、もち
つき・クリスマス会、豆まき会、作
品 展、ひなまつり会、誕 生 会（毎
月）、お別れ昼食会等

☆特　色　少人数のクラス編成に
より幼児一人ひとりの
個性、能力に応じた指
導。伸びのびと遊びを
中 心とした保育を行
い、子どもたちの『心と
体と頭』をバランスよ
く育てる。週一回専門
体育講師による体操指
導。

☆園　舎　各室冷暖房及び床暖房
完 備。保 育 室（6 部
屋）、多目的ホール、室
内 プ ー ル、すべ り 台、
ジャングルジム、鉄棒、
砂場など施設完備

☆課外授業  ・スポーツクラブ
 （毎週水曜日）
 ・ひまわり教室
 （就園前の園児対象）

100,000円
5,000円

31,000円（区負担）
11,000円

8,000円（区負担）
2,000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

学校法人鳥海学園　施設型給付園

自慢スナップ
みてみて !

クラス活動の様子

園庭の様子

送迎バス（ひまわり号）

8時30分～14時10分
8時30分～13時

※保育料等は国・東京都・足立区からの補助金
があります。

（令和4年度）

92 93



東
エ
リ
ア

足立白うめ幼稚園
【理事長】 矢作信男　　【園　長】 矢作清美　　〒120-0004　足立区東綾瀬1-24-6

【電　話】 03-3605-5752　　http://www.ans.co.jp/k/adachishiraume/

入園時の納付金
入園料　 3年保育
 2・1年保育
入園検定料

保育時間
月・火・木・金曜日
水曜日
月極あずかり保育
保育時間

給食・弁当

預かり保育の曜日・時間

入園後の納付金
保育料（月額） 
　年中・年少
　年長
　教材費（絵本、知能遊び教材等）・冷暖房費を含む
月極あずかり保育
　年少
　年中・年長
おやつ代
教材費（年額）　　
通園バス料（月額）
父母の会費（月額）
給食費（実費）

給食
弁当

月　火　水　木　金　土
●　●　●　
　　　　　　●　●

月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●　

※時間は18時まで
※早朝あずかり保育7時30分より

1965年 　足立白うめ幼稚園設立認可
1966年　足立白うめ幼稚園　
 　第１回入園式
1974年 　非常食保管庫設置　
1979年 　体操教室を正課として導入
1989年　園舎改築　温水プール、
 　体育館、大型総合
 　遊具、園庭を大改修
 　水泳教室を正課として導入
2003年　学校法人やさく学園設立
2009年　認定こども園開園
2014年 　園舎改築

1.幼児は次なる時代をつくる宝で
す。

　希望と愛情で保育します。
2.自然と土に親しませ、情緒豊かな

人間性を芽生えさせます。
3.運動を通して心身を鍛錬し、礼儀

正しい規律ある生活を目指しま
す。

4.徹底した交通安全指導で尊い生
命を守るしつけをします。

 4月 入園式　5月 マリーゴールド
植え、あさがお種まき、ミニミニ遠
足（水 元 公 園）、カレー 給 食　6月 

春の遠足、ミニミニ遠足（しょうぶ
沼公園）、日曜参観　7月 すいすい
ランド、夕涼み会、年中組お泊り保
育、年長組2泊お泊り保育（日光）
 8月 盆踊り大会、水あそび・どろん
こあそび　9月 防災訓練、秋の遠足

（梨狩り）、秋季大運動会　10月 カ
レー給食、お店屋さんごっこ　11月
創立記念日、ミニミニ遠足　12月 
お遊戯会、お餅つき大会　1月 お好
み焼き大会、郵便やさんごっこ
 2月 交通公園、展示会・バザー、年
長組卒園遠足　3月 非常食訓練、
親子謝恩会、卒園式

☆温水プールでの水泳教室、跳び
箱、トランポリンなど色々な器具
を使った体操教室でつよい身体
を身につけます。

☆知育教材などを用いて、考える
力、集中力、忍耐力を身につけま
す。

☆交通安全教室、避難訓練を繰り返
し行い、身を守る力を身につけま
す。

☆長時間の預かり保育で、働く保護
者の皆様の子育てのお手伝いを
いたします。

120,000円
100,000円
5,000円

32,000円
31,000円

　
（保育料別）13,000円
（保育料別）12,000円

2,000円
12,000～17,000円

3,300円
1,400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

学校法人やさく学園　

自慢スナップ
みてみて !

楽しい英語教室

園庭の様子

１５ｍ×６ｍの温水プール

9時30分～14時30分
9時30分～13時

7時30分～18時30分

※保育料等は国・東京都・足立区からの補助金があります。

（令和4年度）
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春光幼稚園
【理事長】 田中靖子　　【園　長】 田中律子　　〒120-0015　足立区足立3-4-15

【電　話】 03-3887-0617　　【F A X】 03-3889-0132　　http://shunkou-y.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）
教材費（月額）
施設整備費（月額）
冷暖房費（月額）
後援会費（月額）

保育時間
月・火・水・木・金曜日
土曜日

（第2・第4土曜日自由登園）

給食・弁当

預かり保育の曜日・時間

給食
弁当

月　火　水　木　金　土
　　●　●　　　●　
●　　　　　●

月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●　

※早朝8時から9時  有料、保育後から17時  無料、
　17時から18時  有料
※長期休暇中も実施しています  有料

昭和28年2月 足立区より設置認可
昭和28年4月 開園第1回入園式
平成   2 年3月 学校法人立となる
平成 15年3月 創立50周年記念式
 典開催
平成25年2月 創立60周年記念式
 典開催

昭和28年設立以来、まどらかな
春光にも似た、ゆたかな人間性を
培い、知性をたかめ、すこやかな創
意に満ちた子どもを育てることを
目標に精進しています。
○健康で明るい子ども
○物事に対して考え努力する子ども
○安全に注意する子ども

 4月 入園式、進級式　5月 こども
の日、ミニ運動会と会食　6月 保
育参観、避難引取訓練　7月 七夕
集会、宿泊保育　8月 高尾山ハイ
キング　9月 震災避難訓練
 10月 運動会　11月 幼稚園まつり
 12月 クリスマ ス 会、会 食　1月 

音楽鑑賞会、観劇会　2月 作品展
 3月 ひなまつり会、会食、卒園式、
終了式

☆徒歩集団通園‒友だちと手を
つないでしっかり歩き交通ルー
ルが身につきます。

☆園内手作給食‒季節の素材を
使った、できたての食事です。

☆年間を通しての水泳指導（年長）
‒十分に水慣れし、泳ぐ楽しさ
が自信につながります。

☆年間を通しての科学あそび（年
長）‒物事の発見を友だちと伝
え合います。

☆年間を通しての運動あそび（年
中）‒体のいろいろな動かし方
を身につけます。

☆年間を通しての音あそび・音の
玉手箱（年中）‒いろいろな楽
器に触れ、興味関心を広げま
す。

☆多くの園外保育・見学
☆多くの読み聞かせ・読書
☆幼稚園と家庭との連携

100,000円
5,000円

30,000円
1,500円
1,000円

500円
1,500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

学校法人萌明学園　施設型給付園

自慢スナップ
みてみて !

工夫しながら高さくらべ

おいしい手作り給食

自分の手足でしっかり歩く通園

　　　9時～14時
9時～11時30分

・少人数規模園
の特徴をいか
して、全職員
が一人ひとり
を知りかかわ
りを持ち、指
導しています。

・遊びながら学
ぶ子どもたち。
繰りかえし楽
しむなかで集
中力協力を友
だちと共有し
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。

未就園児すくすくルーム　4月～3月 有料
週1回コース　週2回コース（親子分離）
親子あそび　学期1回 無料
子育て相談も行っています。

入園説明会
園見学、入園説明等、随時対応致しますので、
お電話にてご連絡下さい。
※新型コロナウイルス予防対策として、大人数での
　入園説明会は行いません。

（令和4年度）
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五反野幼稚園
【理事長】 野尻佳宏　　【園　長】 葛谷裕治　　〒120-0014　足立区西綾瀬2-6-18

【電　話】 03-3889-7621　　【F A X】 03-3889-7621

入園時の納付金
入園料

入園検定料
（未就児教室 年間コースにご参加の方は無料）

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（月額）

保育時間
月・火・水・木・金曜日

・週1回 未就児教室たんぽぽクラブ
・週2回 未就児教室いちご組
・保護者の方へのサポートとして
　年数回専門カウンセラーによる
　無料カウンセリングを行っています。

給食・弁当

預かり保育の曜日・時間

給食
弁当

月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　
　　　　　　　　●

月　火　水　木　金　土
●　●　●　●　●　

※時間は17時30分まで。
※夏休み冬休みの預りは9:00～17:30
　（お盆期間は預りはありません）

◎すべての生活から健全な心身を作る
◎すべての生活からよく考える力を作る
◎すべての生活から愛情と自立心を作る

春　入園式、春の遠足、高尾山登山（年
長）、プール開き、日曜参観

夏　お泊り保育、盆おどり、同窓会、七
夕参観

秋　運動会、敬老参観、観劇教室
冬　お遊戯会、おもちつき大会、お別

れ会、卒園遠足、親子体操、卒園式
※その他、各学年ごとに園外保育や楽

しい行事を行っています。

教育活動について
小学校１年生の生活や学習にスムー
ズに移行できるよう、いろいろな力
を育てています。

　具体的には、基本的な生活習慣、運
動能力、芸術性、学習能力等の育成
に取り組んでいます。

　① 基本的な生活習慣：
明るく素直で元気、あいさつが上
手、心が温かく道徳心が豊か、率
先垂範ができるリーダー性があ
る、整理整頓が上手など、豊かな
人間性と基本的な生活習慣や社
会規範を育んでいます。

　② 運動能力・芸術性：
脳の発達を意識した音楽（歌や
鍵盤ハーモニカ他）・図工（絵画

や工作他）・体育（運動指導員に
よる運動や水泳）等の活動を行っ
ています。

　③ 学習能力：
小学校１年生の学習活動に向け、
40分を単位に日々の保育活動を
行っています。
国語では、鉛筆の持ち方やひらが
なの練習さらに書く力や発表力
など。
算数では、数遊びを通して、数の
成り立ちや足し算引き算の基礎
など。

　④ 学習への興味関心：
自然教室や数遊び教室では、「勉
強大好きな子供」を育てるため
に、「わかった」「できた」「見つけ
た」「なぜ・どうして」など、感動
を味わえるよう工夫した保育活動
を行っています。

　
衛生や施設について

教育環境を良くすることが子供の教
育に繋がります。一番の教育環境は、
教職員であり、その向上に努めると
共に、施設面でも努力しています。
① 園庭が広い。広さは足立区内トッ

プレベルです。
② 温水プールは浄化設備や24時間

塩素管理機器等を備え、24時間
水の管理をし、園児の安全と健康
に配慮している。

③ 新型コロナをはじめ、衛生管理に
力を入れています。

120,000円
（兄弟割引100,000円）

5,000円

31,000円
26,000円～27,500円

　　3,000円
9,000円
200円

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

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

自慢スナップ
みてみて !

親子でいっぱい遊ぼう！未就児教室たんぽぽクラブ

毎日が発見の自然とのふれあい

新しいプールで楽しくスイミング

9時00分～14時

※保育料等は国・東京都・足立区からの補助金
があります。

※入園料は各自治体からの補助金があります。

（令和4年度）

98 99


