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＜世田谷区内の私立幼稚園＞ 

幼稚園は 子どもが はじめて出会う 学校です 

 

○幼稚園とは、「教育基本法」「学校教育法」「幼稚園教育要領」等に従って、満 3 歳

から小学校就学前までの教育を行っている文部科学省所管の学校の一つです。 

 

○世田谷区内の私立幼稚園は、それぞれの伝統に培われた独自の園風や教育理念の

もと、保護者や地域のニーズも踏まえつつ、子どもたちの健やかな成長を目的と

して、教育･保育に取り組んでおります。 

 

○世田谷区では、幼児教育の振興及び保護者の負担軽減を図るため、「私立幼稚園等

保護者補助金」を交付しています。 

※「子ども・子育て支援新制度」に移行した私立幼稚園・認定こども園（２１～２４頁参

照）を利用する場合を除く。 

 

○「子ども・子育て支援法」の改正により、令和元年１０月から「幼児教育・保育

の無償化」が実施されました。本冊子掲載の私立幼稚園等は、その対象施設とな

ります。 

※私立幼稚園を利用するお子さんが、保育料等の無償化の対象となるには、入園前までに

手続きが必要です（１９・２０頁参照）。 

 

教 育 基 本 法 （ 抜 粋 ） 

（私立学校） 

第 8条  私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国 

及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校 

教育の振興に努めなければならない。 

（家庭教育） 

第 10条  父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生 

活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発 

達を図るよう努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び 

情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

（幼児期の教育） 

第 11条  幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかん 

がみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な 

方法によって、その振興に努めなければならない。 

 

学 校 教 育 法 （ 抜 粋 ） 

第 1条  この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別 

支援学校、大学及び高等専門学校とする。 

第 22条 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼 

児の健やかな成長のために適切な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。 



[最寄駅　小田急線『経堂駅』、世田谷線『宮坂駅』]

■教育方針 ■保育時間　登園 9時～9時30分　　　

　　　　　　降園 月火木金:14時（年長のみ金曜は14時30分）

　　　　　　　　 水：11時30分

■預かり保育　　 月火水木金:保育終了後から17時まで

■3歳未満の児童に対する活動   有

■課外活動　  　 無      　　                  

■通園バス　  　 無

■給食　  　　　 月・火・木（希望者のみ）   

■制服　  　　　 有

■入園前の見学　 ・入園説明会　10月15日（土）

　　　　　　　　　詳細については9月上旬にホームページに掲載

　　　　　　　　　する予定です。

　　　　　　　　 ・保育参観

　　　　　　　　　開催することが決まりましたら、こちらも

　　　　　　　　　ホームページに掲載いたします。

■ホームページ　  http://www.aijyu-kindergarten.jp/

[最寄駅　田園都市線『桜新町駅』]

■教育方針 ■保育時間　登園　9時～9時20分　　　

　　　　　　降園　月水   :11時30分

                  火木金 :14時

■預かり保育　　 お弁当のある日 ～16時30分まで

　　　　　　　 　ただし、急用時のみ

■3歳未満の児童に対する活動   無

■課外活動　  　 体操クラブ　月曜保育後      　　                  

　　　　　　　　 ～14時（年中・年少）　～15時（年長）

■通園バス　  　 無

■給食　  　　　 無   

■制服　  　　　 有　冬用、夏用、体操服

■入園前の見学　 平常の保育見学、行事の見学、参加等は

　　　　　　　　 直接園に問い合わせてください。

■ホームページ　 http://www.airin-youtchien.com

  詳細は直接お電話ください。             

[最寄駅　世田谷線『上町駅』]

■教育方針 ■保育時間　○徒歩通園　　　

　　　　　　登園　8時50分～9時20分　　　

　　　　　　降園　（通常）　　13時10分～13時20分

　　　　　　　　　（午前保育）11時10分～11時20分

　　　　　　○バス通園はコースによって異なります。

■預かり保育　　 保育終了後～18時まで（月火水木金）

■3歳未満の児童に対する活動   無

■課外活動　  　 体操・新体操・サッカー      　　                  

■通園バス　  　 2台4コースずつで運行しています。

　　　　　　　　 ※時間はコースによって異なります。

■給食　  　　　 無   

■制服　  　　　 有

■説明会　　　　 9月26日（月）

　　　　　　　　 （事前予約制）

　　　　　　　　 個別の見学はお受けいたしますので事前に

　　　　　　　　 お電話でご連絡ください。

■ホームページ　 http://www.aobagakuen-kinder.jp/

愛珠幼稚園
経堂1-1-14　　TEL　3429-7575　

【沿革】昭和９年の創立以来、少人数で
一人ひとりの個性を重視した保育を実践
しています。
　モンテッソーリ教育を導入して５０年
近く経過しました。子どもが自分で考え
行動出来るように援助することを目標に
しています。
　また異年齢児の交流を重視しクラス編
成は縦割りですが、状況により学年別保
育も行っております。

愛隣幼稚園
新町2-7-8　　　　TEL　3420-0638　

　個人を尊重し、常に将来に向かって芽
生えていく新しい芽の育成や、国際人と
して活躍できるよう、質の高い幼児教育
を与える場と環境を提供しています。
「元気に遊べる子」「根気よくやりぬく
子」「素直で思いやりのある子」を目標
とし、豊かな人間性、自ら考える力、人
として生きるための基礎づくりを行って
いきます。
●感性教育…具体的な経験を積み重ね、
感性を育て、生きる力のベースを養いま
す。●教育相談…教諭やカウンセラーが
ご相談をお受けします。●英会話・体育
の指導…週に一度専門講師と遊びます。

●幼児の持っている能力を充分発揮させ
るよう、偏らない教育を、という考えか
ら、モンテッソーリ、フレーベル、シュ
タイナー等の教育も研究し取り入れたカ
リキュラム　●美しさ、喜びを実現でき
感性豊かな人間性を育てるよう、また、
宗教的情操を加え日常生活の中で「秩序
ある自由」の自覚、「思いやりの心」を
育てるよう実践　●基礎的な生活習慣、
知的発展にも目を向け、楽しみながら遊
びながら成長してゆけるよう、親御様に
も指導、相談、説明を常に実施（育児、
教育相談）　●日本に住む者として日本
の文化や行事、キリスト教の精神に基づ
いたそれらを知り、楽しく経験　●澪漂
教育(みおつくし教育)の実施

青葉学園幼稚園
世田谷3-11-3　　　　TEL　3429-5165　

　　　　　　　　  詳細は幼稚園のホームページに掲載する予定です。
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■保育時間　登園　9時　　降園　14時（水曜日11時30分）

■預かり保育　　 月･火･木･金　16時コース　17時コース

　　　　　　　　　※詳細は園に直接ご確認ください。

■3歳未満の児童に対する活動   有

　　・プレ保育「どんぐりくらぶ」を実施しております。

　　　実施日　火10時～・水9時30分～・金10時～（約2時間）

　　　ご希望の方はお問い合わせください。

　　・「未就園児園庭開放」を実施しています。

　　　時間：10時～11時（時間内自由参加）

　　　未就園児の方はどなたでも参加できます。無料です。

　　　実施日：6/13・22、7/4・13、9/5・14、10/24・26　

　　　　　　　11/9・14、12/12・14、1/18・30、2/6・22、3/8・13

■課外活動　体操教室・英語教室・絵画教室・チアリーダー教室       

■通園バス　  　 無

■給食　  　　　 無

■制服　  　　　 有  

■入園前の見学 

　　園見学：少人数で園内をご案内しております。

※ご不明な点やご質問は、お電話にてお問い合わせください。

■教育方針 ■保育時間　登園　9時（週5日制）　

　　　　　　降園　14時（水曜日は12時まで）　

■預かり保育　　 希望者のみ実施

　　　　　　　　 月･火･木･金　16時または17時まで

　　　　　　　　 水　　　　　 14時または16時まで

■3歳未満の児童に対する活動   有

■課外活動　  　 英語教室、プログラミング教室

■通園バス　  　 無（徒歩又は自転車で通園）

■給食　  　　　 無（月火木金はお弁当持参）

■制服　  　　　 有　通園着、スモック、体操着

　　　　　　　　 　　年少組は一年間自由服

■説明会　　　　 6/14(火)・6/27(月)・9/17(土) 10時30分～

　　　　　　　　 7/14(木)・10/12(水) 10時～

　　　　　　　　 ホームページより予約制

■入園前の見学 　9/17(土) 9時～12時

　　　　　　　　 オープンデーを開催 予約不要

■ホームページ　 http://www.akebono-preschool.com/

あかつつみ幼稚園

■ホームページ　 https://www.ans.co.jp/k/akatsutsumi/

 　 入園説明会：9/28（水）14時～　10/5（水）14時～ 　予約不要

   　 　　　ご希望の方はお問い合わせください。

[最寄駅　小田急線『祖師ヶ谷大蔵駅』徒歩5分]　　

　キリスト教的「愛」に基づき総てに対
する思いやりの心、感謝など、小さい親
切の実行を心がけ伝えております。
　友達の良さを認め合い、お互いに力を
出し合って子ども達自身で考え、行動で
きるよう、主体性を伸ばしていける保育
を目指しております。
　集団生活の中で善悪の分別ができ、互
いの気持ちに共感し、相手の立場になっ
て行動するような道徳性や規範意識を
培っております。
　豊かな体験を通じて子ども達の感性を
磨くと共に、一人一人の成長に寄り添
い、園生活を通じて自信を持たせ、意欲
的に行動できる力を育んでおります。

あけぼの幼稚園

■教育方針
　本園は、430余年の歴史ある六所神社の
附属幼稚園として､緑に包まれた豊かな環
境の中で､心身の発達を助長し、豊かな情
操を養う事を目指しています。
■教育目標
○自然を愛する子ども　○進んで挨拶が
できる子ども　○好きなことを発見し楽
しめる子ども
■特色
○隣接する六所神社境内の自然を活かし
た木育活動(木工製作や樹木プレートの設
置・ネイチャービンゴなど)を行い、自然
に親しんでいます。
○毎日の読み聞かせや、園長によるお話
の会、絵本の貸出などを積極的に行い、
情緒豊かな人格形成を目指しています。
○幼児期に親子のふれ合いを大切にして
欲しいという願いから、保護者の方に園
までの送迎・お弁当作りをお願いしてい
ます。保護者の方と毎日顔を合わせるこ
とで信頼関係を築き、共に成長を喜び、
見守りながら園生活を送っていきます。

[最寄駅　世田谷線『松原駅』]　　　

赤堤2-25-2　　　　TEL　3321-5397

砧6-20-11    　TEL　3416-1611　
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■教育方針 ■保育時間　登園　9時～9時20分　

　　　　　　降園　13時40分～14時　

■預かり保育　　 無　

■3歳未満の児童に対する活動   無

■課外活動　  　 年中、年長対象のサッカー指導

　　　　　　　　 年長対象の情操教育、特別指導

■通園バス　  　 有　１ヵ月4,500円

■給食　  　　　 無　月～金　週5日お弁当

■制服　  　　　 有　ブレザー、ブラウス、スカート、半ズボン、

　　　　　　　　　　 制帽、その他（体操服）

　　　　　　　 　6/7(火) 6/14(火) 6/28(火) 7/5（火）9/6（火）

　　　　　　　　 10/6(木) 10/18(火)

■説明会　　　　 10/15(土)  予約制

■ホームページ　 http://www.ki.aso.ac.jp/fukasawa/

■備考　　　　　 子どもは社会の宝物です。喜びと責任を持って

　　　　　　　　  共に子どもたちを育ててまいりましょう。

■教育方針 ■保育時間　登園　8時30分～　

　　　　　　降園　14時　

■預かり保育　　 有

■3歳未満の児童に対する活動   有

■課外活動　  　 有

■通園バス　  　 無

■給食　  　　　 有　週1回

■制服　  　　　 有　

■入園前の見学 　日程を決めています。

■ホームページ　 https://awashima-kg.jp

■教育方針 ■保育時間　登園　9時

　　　　　　降園　13時50分　ただし水曜日は11時30分

■預かり保育　　 原則として月火木金

　　　　　　　　 16時30分まで

■3歳未満の児童に対する活動   有　(1回／月　申込制)　

■課外活動　  　 体操教室、おうたの教室

■通園バス　  　 無

■給食　  　　　 無

■制服　  　　　 有　

■入園前の見学 　事前にお申し出ください。

■ホームページ　 http://www.ikusei.ed.jp/

[最寄駅 小田急線・井の頭線『下北沢駅』、京王線『笹塚駅』]
育成幼稚園

  子どもの主体性を大切にしながら、幼
児期にふさわしいさまざまな体験・遊び
を通して、感じる力・考える力、そして
人と関わる力が身に付くと共に、明るく
元気な子どもらしさを尊重した教育を実
践しています。

＜目標とする幼児の姿＞
・元気よく伸び伸びと活動する
・仲良く秩序を知って楽しくする
・自分のことは自分でする
・人を物を大切に思い丁寧に接する
・集中して取り組み根気よくがんばる
・感じる心考える姿勢を持つ

　淡島幼稚園は、一人ひとりの個性の伸
長をめざし、心身の調和した発達に力を
入れます。
　特に、自然に親しみ仏教の教えを大切
にし、心豊かな子どもを育てます。
　その心は、感謝の心、平和の心、優し
い心、考える心に要約できます。
　一日一日を明るく楽しくすごせる幼稚
園です。

[最寄駅　小田急線・井の頭線『下北沢駅』徒歩10分]

■入園前の見学 　10時～11時 予約制

淡島幼稚園

[最寄駅　大井町線『尾山台駅』または『等々力駅』]

代沢3-27-1    　TEL　3419-3811　

　豊かで安定した環境の中、"生きる力"
を育てます。心身ともに健やかでたくま
しく明るい子どもを育てます。四季の風
を感じながら、太陽と土と水に触れ、五
感を使って遊び生活します。集団の活動
を通して人間にとって大切な事を自然に
学びます。朝の会では当番活動をはじ
め、生活指導や季節の歌や時の話題を取
り上げ、社会性を身につけます。リズム
運動は音楽と運動を組み合わせた保育
で、素足で行う表現や反応は脳を刺激し
自律神経を発達させ、集中力と想像力と
体力を身に付けます。特に音楽、絵画製
作、運動に力を入れ、より専門的な指導
が行われます。

深沢3-29-11    　TEL　3704-6341　
麻生学園深沢幼稚園

北沢4-20-5    　TEL　3466-6038　
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■教育方針 ■保育時間　登園　9時

　　　　　　降園　月火木金 14時30分　　水 11時30分

■預かり保育　　 無

■3歳未満の児童に対する活動   有

■課外活動　  　 無

■通園バス　  　 無

■給食　  　　　 無

■制服　  　　　 無

■入園前の見学 　事前にお申し出ください。

■ホームページ　 http://izumi-baptist.org

■教育方針 ■保育時間　登園　9時～9時15分　

　　　　　　降園　14時　

■預かり保育　　 14時～15時、14時～16時、14時～17時

　　　　　　　　 課外活動後～16時、17時

■3歳未満の児童に対する活動   無

■課外活動　  　 サッカー,体操（年中・年長）

　　　　　　　　 花まる学習会（年長）

　　　　　　　　 こぐまチャイルド（年中・年長）

　　　　　　　　 造形教室（年中・年長）

■通園バス　  　 有

■給食　  　　　 無

■制服　  　　　 有　

■入園前の見学 　ホームページよりメールにて申し込んでください。

■ホームページ　 http://www.eianjigakuen-kindergarten.ed.jp/

■備考　　　　　 正課に専任講師による「体育指導」「英語」

　　　　　　　  「茶道」があります。

■教育方針 ■保育時間　月～金曜日　

　　　　　　登園　9時（月～金）　

　　　　　　降園　14時　

　　　　　　　　　ただし水曜日と4月中は11時30分。

　　　　　　　　　3歳児は慣れるに応じ降園時間を別に定める。

　　　　　　日曜日　8時30分～9時30分

■預かり保育　　 有  14時～16時30分

■3歳未満の児童に対する活動   有

■課外活動　  　 2歳児保育「さくらんぼの会」毎週金曜日・　 

　　　　　　　　 音楽教室・体操教室         

■通園バス　  　 無

■給食　  　　　 無

■制服　  　　　 無

■入園前の見学　入園説明会 7月18日(月・祝)10時30分～11時30分

                           9月27日(火)15時～16時

■ホームページ　 http://www.okusawa-kindergarten.jp

奥沢幼稚園

◆キリスト教主義×アウトドア体験×自
己表現＝いづみの保育
───自由なココロで、自分のカラダ
で、自分のコトバでそしてトモに―――
いづみの保育は「共に歩く」保育です。

◆日毎の保育の中で、さまざまな友だ
ち・先生との出会いや、季節毎の自由な
遊び、自然に触れ合う園外保育、豊かな
絵本、五感を刺激する料理等の活動体験
によって、一人ひとりの子どもの世界が
広がり、深まっていくことを願っていま
す。

奥沢2-36-7　   TEL　3718-2971　

下馬1-20-4    　TEL　3424-3752

永安寺学園幼稚園

いづみ幼稚園

　幼稚園は家庭の延長であり社会生活の
第一歩です。一日の保育は学校教育法に
基づいた教育要領を中心に仏教精神の情
操教育を行い、園児は深い愛情のもとで
正しい規律ある集団生活に適応する力を
身につけます。それぞれの持つ個性、能
力を充分に発揮させて個性の尊重と発達
を促します。自然に恵まれた環境のもと
でのびのびと活動する体育や絵画製作、
音楽、季節の行事等の体験を通して感性
を育てます。広い第一、二園庭があり、
外で思いきり遊べる環境を整えておりま
す。園児を取り巻く全てに安全対策を施
し、衛生面とセキュリティーを徹底させ
ており、耐震性に優れた園舎です。

『二子玉川駅』、東急バス・小田急バス「世田谷総合高校」]

［最寄駅 東急バス「下馬一丁目」より2分]

鎌田3-23-19   TEL　3709-0400　　[最寄駅 田園都市線

[最寄駅　目黒線『奥沢駅』、東横線『自由が丘駅』]　　

◆神の愛に基づく、幼児と教師の自由な人
格的触れ合いを保育の基本としています。
◆幼児期は基本的な人格が形成される大切
な時です。子どもたち一人ひとりの人格を
ありのままに受け入れ、かけがえのない個
性を尊重し、伸ばし、また友だちとの触れ
合いを通して、子どもたちの健やかな心を
育てる保育を大切に図っています。
◆都会の環境の中で、子どもたちの体力が
低下しています。男性体育教師の指導で、
バランスのとれた健康な体を造ることにも
意を用いています。
◆子どもたちの保育環境に常に気を配り、
施設整備、安全確保に努めています。
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若林2-30-17     TEL  3411-2312

[最寄駅　田園都市線『三軒茶屋駅』、小田急線『下北沢駅』]　

■教育方針 ■保育時間　登園　9時

　　　　　　降園　14時（月火木金）

　　　　　　　　　12時30分（水）

■預かり保育　　 有　朝 7時30分～9時30分　午後 14時～18時30分

■3歳未満の児童に対する活動   有

■英会話保育(外人講師)　有

■リトミック保育　　　　有　　　

■課外活動　  　 ピアノ教室･リトミック教室

■通園バス　  　 無

■給食　  　　　 無（希望者のみおにぎり給食　有）

■制服　  　　　 有

■入園前の見学 　○なかよし広場　babyさんの日　予約必要

　　　　　　　　 　未就園児体験入園　

　　　　　　　　　 ●babyさんの日の日程

　　　　　　　　　 6月15日(水)　7月13日(水)　9月14日(水)

                   10月14日(金)　11月16日(水)　12月7日(水)

　　　　　　　　　 1月18日(水)　2月8日(水)　時間:14時～15時

　　　　　　　　 ○入園説明会

                 　9月6日(火)14時～15時

■教育方針 ■保育時間　登園　9時10分～9時40分

　　　　　　降園　月火木金:13時～13時40分

　　　　　　　　　水　　　 11時～11時40分

■預かり保育　　 令和4年10月より開始予定

■3歳未満の児童に対する活動   未定

■課外活動　  　 未定

■通園バス　  　 マイクロバス2台　

　　　　　　　　 瀬田方面、深沢方面、田園調布方面

■給食　  　　　 有（週2日、月・木、希望者）

■制服　  　　　 有 冬制服上下、制帽、男児蝶ネクタイ(式典のみ)

　　　　　　　　　　夏制服男児上下、女児ワンピース、制帽

■入園前の見学 　随時、電話連絡の上、見学可

■入園前の参加行事

      ○説明会　9月7日（水）　時間は未定

      　　　　　決まり次第ホームページに掲載します。

　　　

創立104年
家庭幼稚園の源は、大正の時代まで遡る
ことが出来ます。当時、未だ幼児教育の
必要性が語られていない時代から築き上
げられてきた経験とその手法は、今まさ
に求められている“心の教育”でありま
した。
　それは遊戯の中から育てる［創造性］
であり、仲間との集団から築く［愛情］
であり、自然との触れ合いから生まれる
［感性］であります。
　大いなる可能性をひめている幼児の中
に、教育を通して［個性］を見いだし、
急がず、大きく国の宝として大事に育て
ていきたいと願っています。

　幼稚園の目的が、幼児時代の健康増進
と人格の育成にあることは申すまでもご
ざいません。幼児教育は、温かい快い雰
囲気の中において、自然の感化を与える
ことが最も大切なことでございます。
　本園は、園長はじめ教諭一同が正しい
愛情を基礎として、自らよい感化を幼児
の上に与えられますように修養し、努力
いたしております。
　しつけの点におきましても、形式にと
らわれず、将来、社会に貢献することが
できるようになるための素養と習慣の育
成に細心の注意を払っております。

上野毛幼稚園

家庭幼稚園

上野毛2-10-18　   TEL　3701-0552　

[最寄駅　大井町線『上野毛駅』徒歩5分]

5



東玉川2-30-3　   TEL　3720-6740

[最寄駅　東横線『田園調布駅』、目黒線『奥沢駅』]

■教育方針 ■保育時間　登園　9時

　　　　　　降園　午前保育 11時30分 　午後保育 14時

                  バス通園児はバス時刻表に準ずる

■預かり保育　　・時間：8時～9時、14時～18時 

              　・長期休暇中 4日間～22日間程度 時間:8時～18時

　　　　　　　　・金額：300円～2500円

■3歳未満の児童に対する活動   有　りんごのお部屋/週5日

■課外活動　  　 スポーツクラブ、幼児英会話クラブ

■通園バス　  　 3コース　1コース所要時間約30分

■給食　  　　　 月火 お弁当　　木金（一部水曜もあり）給食

■制服　  　　　 冬制服上下、制帽（ベレー帽）、体操着

　　　　　　　　 夏制服上下、制帽（麦わら帽子）、体操着

■入園前の見学 　随時見学可能、電話予約が必要

■メールアドレス ginsuzu@b01.itscom.net

■備考　　　　　 お問合せ電話やメールはお気軽にどうぞ！

　　　　　　　　 未就園児のイベントもあります。

喜多見8-15-33　　　TEL　3416-4724　　　

[最寄駅　小田急線『喜多見駅』徒歩2分]

■教育方針 ■保育時間　登園　8時30分～9時30分　　

　　　　　　降園　月火木金 14時

　　　　　　　　　水のみ　 11時30分

■預かり保育　　 保育後、18時まで（月～金）

　（にじ組）　　 長期休暇中もあり 

■3歳未満の児童に対する活動   有

                 2歳児クラス、ぴよっこ会、園庭開放

■課外活動　  　 幼児体操・サッカー・英語で遊ぼう・

                 ピアノ・造形教室・キッズチア

■通園バス　  　 有　3台（各2コース）

　　　　　　　　 通園バス代　月4,500円

■給食　  　　　 週3回（月火金）             　　

                 木曜はお弁当持参

■制服　  　　　 有　　制服・制帽・体操着

■入園前の見学　 入園に関するスケジュール等のご案内は

　　　　　　　　 ホームページをご覧ください。

■ホームページ　 https://www.kunimoto.ac.jp/kindergarten/

喜多見4-17-2　　　TEL　3417-4321　　[最寄駅

小田急ﾊﾞｽ・東急ﾊﾞｽ「次大夫掘公園」(成城学園前駅より二子玉川駅行き)

小田急バス「喜多見中学校前」(狛江駅南口より宇奈根行きバス)]

■教育方針 ■保育時間　登園　8時30分～9時

　　　　　　降園　14時（月火木金曜日）　

　　　　　　　　  13時（水曜日）

　　　　　　　　　11時15分（月に1回の水曜日）

■預かり保育　　 令和5年度より実施予定

■3歳未満の児童に対する活動   令和5年度より実施予定

■課外活動　  　 体操教室、新体操教室、サッカークラブ、

　　　　　　　　 短期水泳教室、ヴァイオリン教室

■通園バス　  　 無

■給食　  　　　 無　    　　

■制服　  　　　 有  

■入園前の見学　 見学会を行っております。

　　　　　　　　 事前に電話連絡の上、お越しください。

■ホームページ　https://www.keigenjiyouchien.ed.jp/sp/

■ホームページ　 http://ginnosuzu.ed.jp/　（Instagram　有）

慶元寺幼稚園

 「明るく　正しく　仲良く」の信条を柱
として、仏教的情操教育をしています。
幼稚園が楽しいところであると感じるこ
とができるよう、あたたかい雰囲気を大
切にし、その中で一人ひとりの持つ力を
引き出し、前向きに生きる力を育みま
す。
　多くの経験を通して、良いこと悪いこ
との判断、感謝の心、自分で考える力を
育てます。人を思いやりお互いを認め
「共に生きる」大切さを伝え、立派な社
会人となる素地を養います。

銀の鈴幼稚園

　子どもらしさ、明るさ、素直さの中に
自立心の強い、のびのびとした子に育て
ます。
　国本幼稚園は1953年に有木春来先生に
より創立されました。子どもを育てるこ
とは、愛情をこめ、手塩にかけ、手間隙
かけたぬくもりのある親子関係を通して
のみ実感できるもの　　創立者の教育理
念は、いつまでも脈々と受け継がれてお
ります。
　本園は楽しい遊びの生活を通して健や
かな心を育み、将来大きく伸びていく子
どもを送り出しています。

１．その子にふさわしい発達を身につ
け、自己肯定感の持てる子ども
２．生活の中で支え合い、協力しあい、
社会性、協調性をもてる子ども
３．自分の心やイメージを感じ取り、情
操と感謝をもてる子ども

　幼稚園教育要領が目指す幼児教育のバ
ランスをもとに、日々の具体的な教育案
に反映し、幼児期の大切さを踏まえ、3歳
から5歳の子ども達の独自な発達を受け止
めながら幼児教育にあたっていきます。
　また、「ともに生きともに育ちあう」
仏教の精神を背景にして、楽しく安心し
て遊びながら、たくさんの体験を通して
学んでいけるように、努めております。
　ご家庭との連絡を取りながら、子ども
達の姿を共有しあい、保護者の皆様とと
もに幼稚園生活を進めてまいります。
　預かり保育も年間を通じて行い、子育
て支援にも力を入れています。

国本幼稚園
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給田2-11-1 　   TEL　3308-2161

[最寄駅　京王線『千歳烏山駅』]

■保育時間　登園　8時30分～9時40分（通園バスの運行時間による）　　

　　　　　　降園　14時～15時（通園バスの運行時間による）

　　　　　　　　　11時～12時（半日保育 水曜と第2・第4土曜日）

■預かり保育　　月～金　保育終了後～18時

　　　　　　　　春・夏・冬の長期休み中　8時30分～18時

■3歳未満の児童に対する活動   有（ワイワイクラブ）

■課外活動　    業者委託教育:体育教室・水泳教室・サッカー教室

                　　　　　　 新体操教室・ダンス教室

■通園バス　  　有　4台　　 　

■給食　  　　　無             　　

■制服　  　　　有　年少は1年間スモック、年中は1学期スモック

　　　　　　　　　　※年中は2学期より年長と同じブレザー着用

                    年長はブレザーにズボンまたはスカート

■入園前の見学　ワイワイクラブ説明会前に、別日で実施

■ホームページ　http://www.kosei.ac.jp/

上馬4-12-3 　   TEL　3422-1824

[最寄駅　田園都市線『駒沢大学駅』]

■教育方針 ■保育時間　登園　9時～9時15分

　　　　　　降園　月・火・木・金曜日 14時、水曜日 12時

　　　　　　　　　ただし、学年や季節等により異なります。

■預かり保育　　 お弁当のある日の保育終了後から17時まで

■3歳未満の児童に対する活動   有

　　　　　　　　　　　　　（親子での保育体験や体操・園庭開放）

　　　　　　　　　　　　　　※開催日時や詳細はホームページを

　　　　　　　　　　　　　　　ご覧ください。

■課外活動　  　 チアダンス、「キッズダンス」、アトリエ

■通園バス　  　 無    　　 　

■給食　  　　　 無             　　

■制服　  　　　 白いエプロンを着用します。

　　　　　　　　 （いわゆる「制服」とは異なります）

■入園前の見学　 有（入園説明会時に園内も見学いただけます）

　　　　　　　　 ※入園説明会の日時等はホームページを

　　　　　　　　　 ご覧ください。

■ホームページ　   https://www.kodomonosono-kindergarten.ed.jp/

新町3-21-3 　   TEL　3428-6474

[最寄駅　田園都市線『桜新町駅』徒歩2～3分]

■教育理念 ■保育時間　登園　8時50分～9時　　

　　　　　　降園　14時　水曜日は12時30分

■預かり保育　 　7時30分～9時、14時～19時

　　　　　　　　（夏季休業期間:7時30分～19時）

　　　　　　　　 預かり保育は満室のため、新規募集はいたしま

　　　　　　　　 せん。

■3歳未満の児童に対する活動   有

■課外活動　   　有　（新体操、体操、ECC、こぐま会）

■通園バス　  　 無    　　 　

■給食　  　　　 有　基本的にはお弁当。給食利用も可。             　　

■制服　  　　　 有　

■入園前の見学　 入園に関するスケジュール等のご案内は

　　　　　　　　 ホームページ上で行っています。

■ホームページ　 http://www.nakayoku.com

　　　「手塩にかけて未来を創る」
　子どもに関わる私たち大人が互いに信
頼し合い、一体となり、自ら育つ力を信
じ、良い環境を提供し、手をかけすぎな
いで目をかける教育。
　幼稚園の生活の中から、人を信じるこ
と、たくさんの小さな成功体験を積み、
それを自信につなげていきます。その小
さな自信が子どもたちの夢を支え、子ど
もたちの大きな未来を創ります。それぞ
れの個性や力を信頼し大切に関わりなが
ら、将来立派なさくらの花が咲くことを
描きながら、太い根っこをいっしょに育
てて、より良い社会を築いて行きましょ
う。

■　教育方針
　温かいふれあいをとおして、子どもた
ちの基本的生活習慣、自主性、思いやり
を育みます。明るく、楽しく、のびのび
と、そして、仏さまの思いにふれながら、

一人ひとりのいのちの大切さを学び、自
由にして平和を愛好する教育を目指しま
す。

■　目指す園児像
１.自分で考え行動し、礼儀正しい
２.他人のことを思いやり、親切にできる
３.お友だちの喜びを自分の喜びと感じる
ことができる

■　特色：充実した教育環境
・のびのびと遊べる広い園庭、体育館
・一年中、泳げる室内温水プール

佼成学園幼稚園

　　　　　　　　ワイワイクラブ会員以外は、入園説明会時に実施

コドモの園幼稚園

　本園は、キリスト教の精神を基盤に、
学校教育法による幼稚園として、子ども
たち一人ひとりが、良き環境の中で、心
身共に健全に発達するよう助けることを
目指します。特に大切に考えているの
は、子どもたち一人ひとりが、神の愛を
知り、命ある全てのものが大切な存在と
思えるようになること、また、神から与
えられている「良い贈り物」を十分に発
揮して、生き生きと主体的に生きられる
ようになることです。幼稚園と家庭と社
会が手をつなぎ、これからの新しい時代
を担う子どもたちの育成に情熱と努力を
捧げたいと願っています。

さくら幼稚園
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三軒茶屋2-9-21　　TEL　3421-9005　　

[最寄駅　田園都市線・世田谷線『三軒茶屋駅』徒歩3分]　

■教育方針 ■保育時間　登園　9時～9時30分　　

　　　　　　降園　月木:14時　火金:15時

                  　水:12時

■預かり保育　　 8時～9時、降園後18時まで

　　　　　　　   春・夏・冬休みも実施日あり

■3歳未満の児童に対する活動   無

■課外活動　     絵画造形、ピアノ、モダンバレエ、幼児教室

　　　　　　     ECCジュニア英会話教室(園の隣家、送迎有り)

■通園バス　     無    　　 　

■給食　  　　   週2回          　　

■制服　  　　   有

■入園前の見学　 園児募集時期の限定日に実施

　　　　　　　　 （事前申込要。（7月下旬・日付未定））

船橋1-36-7　　TEL　3426-3311　　

[最寄駅　小田急線『千歳船橋駅』徒歩5分]

■教育方針 ■保育時間　登園　9時より

　　　　　　　　　通園方法及び定めたコースにより異なります

                  一斉保育開始10時より

　　　　　　降園　14時

■預かり保育　　 平常保育日 月～金　8時～9時､14時～17時

　　　　　　　　 長期休暇中(夏、冬、春)の実施もあります。

                 日時は別に定める。（定員有り）

■3歳未満の児童に対する活動   無

■課外活動　  　 スポーツクラブ　火、木

　　　　　　　　 イングリッシュクラブ　月

■通園バス　  　 有　1台    　　 　

■給食　  　　　 有　月～金　自園調理室設備あり          　　

■制服　  　　　 有　冬制服、夏制服、体操服　等

■入園前の見学　 入園に関するスケジュール等のご案内は

　　　　　　　　 ホームページ上で行っています。

■ホームページ　 http://www.shunkoh.com

北沢1-16-10  　　TEL　3467-1555　

[最寄駅　井の頭線『池ノ上駅』、『東北沢駅』]　　

■教育方針 ■保育時間　登園　9時～9時30分　　

　　　　　　降園　13時30分～14時30分 月火木金

                  11時30分～12時30分 水・土(第1・第３）

■預かり保育　　  13時30分～17時　月火木金　

　　　　　　　　  11時30分～17時　水

■3歳未満の児童に対する活動   無

■課外活動　  　 体操教室・おえかき教室・英語教室・

　　　　　　　　 かきかた教室

■通園バス　  　 有   　　 　

■給食　  　　　 無             　　

■制服　  　　　 有

■入園前の見学　 有

■ホームページ　 http://www.shoin.ed.jp

松蔭幼稚園

春光幼稚園

　本園は、学校教育法に基づく幼稚園教
育を行い、園における毎日の生活の中か
ら明るく正しく、のびのびとした社会性
を育てることを目的としております。
日々の保育の中で、生活習慣とともに
様々な事を学び、優しい心、協力する
心、自分で考える力、最後までやりぬく
力を養い、遊ぶ時には活発に遊び、やる
べき時にはやるという、幼いながらもわ
きまえのある子どもの育成をめざしま
す。

　「愛育」愛の心を育てる教育を教育理念に
掲げ、人と人とのふれあいや、生命あるもの
を慈しみ、思いやりのある心を育てます。
　遊びを通して様々な経験から、知能、体力
を高め情操の豊かさが身につくような「感性
の芽」を育みます。
■教育目標
　１．すなおな心を育てる＜徳育＞
　２．考える力を育てる＜知育＞
　３．元気な体を育てる＜体育＞
　４．おいしく食べるを育てる＜食育＞
　幼児の特性を踏まえ、幼児期にふさわしい
生活を展開することを目指した体験教育を実
践してまいります。
　子どもの主体性や意欲、感性の芽を育てる
ため、教育目標の実践と、更に異年齢との関
わり、遊びの時間が充実できるよう「フリー
デー」を実施しています。
　クラス担任や専任講師など信頼できる人と
の関わりの中で、体操、英語、リズムパ
フォーマンス、ダンス、アートなどの多様な
活動から心身ともにバランスの良い発達を促
すことを大事にしています。

◆園児と職員全員が互いによく知り合っ
て、温かく家庭的な保育をしています。
◆子どものよい所を沢山ほめてあげ、同
時に悪い時にはしっかり叱ることを大切
にしています。
◆子どもらしく伸び伸びと元気に遊ぶと
共に、何事も取り組む時には一生懸命に
努力する気持ちを教えています。
◆園外保育に多く出かけて、自然や社会
となるべく触れ合うように、また社会道
徳心を養うように心がけています。
◆挨拶をきちんとすることの大切さを教
えています。
◆童謡をはじめ、音楽リズムにより情操
を豊かに育てる保育をしています。

三軒茶屋幼稚園
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宮坂2-10-1　　　TEL　3427-2251　

[最寄駅　小田急線『豪徳寺駅』、世田谷線『山下駅』徒歩5分]　　

■教育方針 ■保育時間　登園　8時30分～9時30分　　

　　　　　　降園　13時45分

■預かり保育　　 月～金　14時～18時まで　

■3歳未満の児童に対する活動   有

■課外活動　  　 体育関係、音楽関係、書き方、英語、数

■通園バス　  　 有  4台で2往復して送迎 　　 　

■給食　  　　　 無             　　

■制服　  　　　 有　制服・制帽・カバン・靴

■入園前の見学　 有

■ホームページ　 http://www.jotoku.or.jp/

上野毛2-15-15　　　TEL　3704-1881　

[最寄駅　大井町線『上野毛駅』]

■教育方針 ■保育時間　月～金（土日休園）

　　　　　　　　　  9時～14時

■登園時間　　登園  8時～9時40分

              降園 14時～15時30分

■預かり保育　　 無

■3歳未満の児童に対する活動   無

■課外活動　  　 スポーツクラブ（体操、スイミング）、

　　　　　　 　　ピアノ、お絵描き教室         　　

■通園バス　  　 有  

■制服　　　     有

　

　　　　　　　

祖師谷3-52-38　  TEL　3482-2108

[最寄駅　小田急線『成城学園前駅』]

■教育方針 ■保育時間　登園　8時45分～9時15分　　

　　　　　　降園　13時30分（月火木金）

　　　　　　　　　11時30分（水）

　　　　　　　※コロナ禍で学年毎に時間枠設定

■預かり保育　　 無　

■3歳未満の児童に対する活動   無

■課外活動　  　 有（美術・英語・※体操）

　　　　　　　　　※コロナ禍で実施見送り中

■通園バス　  　 無

■給食　  　　　 無             　　

■制服　  　　　 無

■入園前の見学　 有　※コロナ禍で実施見送り中

■ホームページ　 http://www.seijogakuen.ed.jp/yochien/

                 (120名)です。

                 募集は、3年保育男女合わせて40名です。

■給食　  　　　 有　週2回（月・木）   

常徳幼稚園

成城幼稚園

■備考           年少･年中･年長各学年2クラスの計6クラス

  成城幼稚園の教育
  ９７年の伝統に支えられた教育方針の
もと、心身の調和のとれた子どもの育成
を目指します。
  自然豊かな環境の中で、独自のカリ
キュラムを編成し、経験豊かな教員が子
どもたちの教育に取り組んでいます。

　本園は、お釈迦さまの教えを礎とし、
「みなわが子」の教育理念のもと、夢を
持てる人間形成を目標としています。躾
本位の宗教的情操教育によって、協力と
自主の精神を養い、心身の成長発達を育
成していきます。
　訓育上特に留意している一面「秩序あ
る自由」によって、正直で他人に迷惑を
かけず、公正な判断を伴う実行力を育て
るように努めます。

■ホームページ　 http://setagaya-suzuran.com/

一、「情」仏教保育を基調として、感謝の
　　心、生命のあるもの形あるものを慈し
　　み自他共に仲良く調和する心を育てま
　　す。
　　お誓い、仏教行事等、日常の生活の中
　　で実感し経験して理解を深めます。
二、「知」保育学習を通して一人ひとりの
　　「心」の成長・関心・方向性を見定
　　め、その子の内にある無限の才能、個
　　性を健全に伸ばし、表現できるよう教
　　育指導しております。
三、「意」発育途上の園児の身体の健やか
　　な成長をのぞみ、バランスのとれた体
　　力作りとして「水泳」、「剣道」を指
　　導し、他に協調性、統一感、リズムの
　　体得のために「鼓笛」練習なども指導
　　しております。
四、当幼稚園の育って欲しい人間性として
　　明るく、伸び伸びと希望をもって生き
　　ていける人間像を目指しております。
　　「生活に即した教育」

鈴蘭幼稚園
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喜多見9-9-5　　　TEL　3480-1936　

[最寄駅　小田急線『喜多見駅』]

■教育方針 ■保育時間　登園　9時

　　　　　　降園　14時（月火木金）

　　　　　　　　　11時30分（水）

■預かり保育　　  7時30分～9時（朝）

　　　　　　　　　11時30分～18時30分（水）

　　　　　　　　　14時～18時30分（月火木金）

■3歳未満の児童に対する活動  有  未就園児保育（2･3歳児対象）

                                 体験保育(年3回）無料

　　　　　　　　　　　　　　　　 園庭開放（月2回）

　　　　　　　　　　　　　　　　 出前保育（近隣公園、不定期）

■課外活動　  　 無

■通園バス　  　 無　自家用車送迎可  　　　　　　　　　　

■給食　  　　　 有　週1回    　　

■制服　  　　　 有　カーディガン、ベスト、ズボン又は　　　　　　　　

　                   スカート、ブラウス、帽子

■入園前の見学　 有　・保育見学会（HP参照）

　　　　　　　　　　 ・随時受付中（電話にて応相談）　　　　　　　　　　

                     説明会① 9月2日(金)14時～

　　　　　　　　　　　　　 ②10月1日(土)10時～

■ホームページ　 有  http://www.cecilia.ac.jp/kitami/

下車後バス利用、田園都市線『用賀駅』または『二子玉川駅』]

■教育方針 ■保育時間　登園　9時　　

　　　　　　降園　月火木金　13時35分

　　　　　　　　　水　　　　11時30分

■預かり保育　　 検討中　

■3歳未満の児童に対する活動   無

■課外活動　  　 英語教室・体操教室・キッズチアクラブ

　　　　　　　　　（成城方面、用賀方面、玉川方面、桜新町方面）

　　　　　　　　 車・自転車送迎可

　　　　　　　　　（駐車場・駐輪場 有）

■給食　  　　　 無             　　

■制服　  　　　 有

■入園前の見学　 有

■ホームページ　 http://www.dominic.ed.jp/

瀬田4-11-25　  TEL　3700-0940 　

[最寄駅　田園都市線『二子玉川駅』]

■教育方針 ■保育時間　登園　8時55分～9時20分　　

　　　　　　降園　平常保育　13時30分

　　　　　　　　　午前保育　11時30分

■預かり保育　　 有　

■3歳未満の児童に対する活動   無

■課外活動　  　 体操、空手、ピアノ、英語、造形教室、

　　　　　　　　 テニス、バイオリン、ジャズダンス

■通園バス　  　 無

■給食　  　　　 月・水曜日（370円）             　　

■制服　  　　　 有

■入園前の見学　 有　要予約(9月以降)

　カトリックの修道会を母体とする園で
あるため、キリスト教の世界観に基づい
て教育を行っている。「あかるく、つよ
く、ただしく」をモットーに、園児の個
性を尊重し、適切な環境を整えて、心身
ともに健康で調和のとれた発達を促す。
神の似姿である人間として、一人ひとり
が神様からいただいた大切な存在である
ことに気づき、他者への優しさや思いや
りを育む。さらに、日常生活の基本的な
習慣を身に着け、自分で考えて行動する
力を伸ばす。心を開いて話すこと、相手
の言葉にも耳を傾けることで、対話を大
切にする感覚を養う。

瀬田幼稚園

■通園方法　  　 通園バス　有　4台

岡本1-10-1　  TEL　3700-0017 　[最寄駅　小田急線『成城学園前駅』

 本園はキリストの愛の教えをもとに「す
なおさ　あかるさ　やさしさ」を育みま
す。
　
　一般的に幼稚園での記憶は断片的です
が、その経験は心の深いところに蓄積
し、人格を作る土台となります。本園が
子どもに伝えたいことは「あなたが大切
な人である」ということです。人の心の
痛みを理解できるあたたかなやさしさを
身に着けられるように一人ひとりを大切
にお育ていたします。

･「心も身体ものびのびと」を標語にし
て、自然に親しみながら広い視野を持ち
豊かな感性が表現できるように、丁寧
に、優しく指導していく。
・少数充実保育　個々の性格が把握でき
るように、きめ細かく行き届いた保育を
目指す。
・相互啓発　教師・親・子がそれぞれ、
お互いに深く関わりを持ち、教えあい協
力し、常に新しい発見を求めながら成長
していく。
・相互理解　常にお互い（教師・親・
子）の立場を理解し、その上で自己を確
立して個々を認め合う。

　上記の方針を基により良い教育環境
　　作りをめざしています。

聖ドミニコ学園幼稚園

聖セシリア喜多見幼稚園

※要予約
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太子堂4-17-10　  TEL　3413-3379 　

[最寄駅　田園都市線『三軒茶屋駅』]

■教育方針 ■保育時間　登園　9時～9時15分　　

　　　　　　降園　14時（月火木金）

　　　　　　　 　 11時30分（水）

■預かり保育　　 有（月火木金）14時～17時　

■3歳未満の児童に対する活動   有

■課外活動　  　 絵画教室(火)

■通園バス　  　 無

■給食　  　　　 週1回(月)のみ。400円／食             　　

■制服　  　　　 無　カバンと帽子が指定

■入園前の見学　 有　要予約（６月以降電話で予約）

■説明会　　　　 10月19日（水）

■ホームページ　 http://setagaya-church.ed.jp

　　　　　　　　

深沢8-13-16　  TEL　3702-7334

[最寄駅　田園都市線『桜新町駅』]

■教育方針 ■保育時間　登園　8時45分～9時15分　　

　　　　　　降園　13時30分（月火木金）

　　　　　　　　　11時30分（水）

■預かり保育　　 無　

■3歳未満の児童に対する活動   有

■課外活動　  　 スポーツクラブ

　　　　　　　　 造形教室（年長児のみ）

■通園バス　  　 無

■給食　  　　　 無

■制服　  　　　 有

■入園前の見学　 有

■ホームページ　 http://setagaya-seibo.com/

若林1-19-15　  TEL　3413-2440

[最寄駅　世田谷線『若林駅』]

■教育方針 ■保育時間　登園　9時　　

　　　　　　降園　14時　水曜は11時50分

■預かり保育　　 有　

■3歳未満の児童に対する活動   無

■課外活動　  　 無

■通園バス　  　 無

■給食　  　　　 無           　　

■制服　  　　　 有

■入園前の見学　 無

■入園説明会　　 9月12日（月）、13日（火）10時～

　　　　　　　　 申し込みなく参加できます。

　　　　　　　　 どちらかの日をお選びください。

　　　　　 　　　

○カトリックの教えを基盤に据えて、モ
　ンテッソーリ教育を行っています。
○日常生活の基本がしっかりと身につく
　ように援助します。
○「自分は愛されている大切な存在であ
　る」という実感がもてるよう一人ひと
　りの子どもに丁寧に関わります。
○３歳児から５歳児までの縦割保育に
　よって、お互いを大切にしあう優しい
　心を育てます。
○自分で活動を選び、一人で出来るよう
　に援助します。

世田谷聖母幼稚園

「わかば」幼稚園は何より、子どもたち
のための幼稚園を70年余り迷わず続けて
おります。
　子どもたちのためとは、①に子どもた
ちが心底楽しめる幼稚園であり、②に子
どもたちに役立つ幼稚園であることで
す。それ故、目先の教育にとらわれず、
現在及び将来に必要とされる心身の向上
を培っていくため、その基礎教育に徹し
て指導保育してまいります。また、その
教育方針は「健康で明るく思いやりのあ
る子どもを育てる」ことです。
　ゆっくりと確実に我が子を育てて行き
たい方は、「わかば」幼稚園においでく
ださい。

世田谷幼稚園

世田谷若葉幼稚園

　一人ひとりの個性とのびのびとした心
の豊かさを大切にします。
　キリスト教の精神にもとづき、愛の
心、感謝する心を育てます。
　自然や動植物のふれあいの中で、やさ
しい心を育てたり、散歩や園外保育に出
かけ、探索して四季の変化や美しいもの
に感動します。
　遊び（自由活動）を通して、子どもの
自発性・創造力を育てます。
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等々力2-6-19　  TEL　3702-0117    FAX 3702-0164

[最寄駅　大井町線『等々力駅』]

■教育方針 ■保育時間　登園　9時　　

　　　　　　降園　月火木金　14時

　　　　　　　　　水　　　　11時30分

■預かり保育　　 毎週火・木・金曜日 14時～17時　

　　　　　　　　 毎日　8時40分～

■3歳未満の児童に対する活動   有　

　　　　　　　年5回の園庭開放(4/27,5/25,6/22,9/14,10/12)

　　　　　　　年13回の未就園児クラス（16組定員）

■課外活動　  　 スポーツクラブ

■通園バス　  　 無

■給食　  　　　 無　お弁当      　　

　　　　　　　　 おにぎりのみを持参し、園で具だくさんのお味噌

　　　　　　　　 汁を用意する「おにぎりDay」を月2回程度実施し

　　　　　　　　 ています。

■制服　  　　　 有　ただし、普段は自由服

■入園前の見学　 見学・体験入園随時受付

                 お気軽にお電話ください。

■ホームページ　 http://www.todoroki-zenrin.org

祖師谷5-1-3　　  TEL　3482-2233

[最寄駅　小田急線『祖師ヶ谷大蔵駅』]

■教育方針 ■保育時間　登園　夏時間(4～10月)9時　　

　　　　　　　　　冬時間(11～3月)9時30分　　

　　　　　　降園　夏時間(4～10月)13時30分(水曜日 11時30分)　　

　　　　　　　　　冬時間(11～3月)14時(水曜日 12時）

■預かり保育　　 有　春夏冬休み土日祝日の預かり保育はあり

　　　　　　　　　　 ません。詳細は直接お問い合わせください。

■3歳未満の児童に対する活動   無

■課外活動　  　 無

■通園バス　  　 無

■給食　  　　　 無   　　

■制服　  　　　 無

■入園前の見学　 有  毎週火曜日 9時～11時　

                     詳細はお問い合わせください。

岡本3-35-10　  TEL　3415-1709

[最寄駅　田園都市線『二子玉川駅』]

■教育方針 ■保育時間　登園　8時30分～

　　　　　　降園　13時30分～

　　　　　　　　　11時～（水）

■預かり保育　　 月単位の預かり（ご両親が就労されている方）

　　　　　　　　 短時間の預かり（水曜日を除く）・長期休暇中

　　　　　　　　　（夏・冬・春）の実施はいたしません。

■3歳未満の児童に対する活動   有

■課外教室　  　 ピアノ教室、バレエ教室、

　　　　　　　　 カワイ体操教室

■通園バス　  　 有

■給食　  　　　 月金 給食　　火木 お弁当  　　

■制服　  　　　 有

■入園前の見学　 9月に予定しております。詳細は7月中旬頃に、

　　　　　　　 　電話またはホームページを見てご確認ください。

■ホームページ　 http://www.ans.co.jp/k/tamagawa-k/

健康 自己の健康に気をつけ基礎体力を高
める。人間関係 ルールを守り、人に迷惑
をかけない人間になるために必要な躾･自
発性･積極性を養う。環境 生命を大切に
する気持ち。探究心･公共心を養う。言葉
言葉の正しい使い方を学び、意思の伝達
を明確にする。表現 絵画や楽器などの演
奏によって、のびのびとした自己表現力
を養う。
本園では、この５つの教育方針を基に園
児一人ひとりを我が子のように愛情を
持って接し、きめ細やかな指導をするた
め少人数制をとっています。また、様々
な行事の中で子どもたちが皆と協力する
喜びや発表の楽しさを知り、自立心を養
い、人間形成の基礎を育てるよう努めて
　います。

善隣幼稚園

泰成幼稚園

玉川幼稚園

〇園庭の土、木、草、虫、水などの自然
に触れ、自由にあそぶ中で、探求心を育
てる
○「一人ひとりが神に愛されているかけ
がえのない存在」であることを伝え、共
に生きる喜びや互いを大切にする心を育
むキリスト教保育
○一学年一クラスならではの家庭的な雰
囲気の中、一人ひとりの個性や育ちを丁
寧に見守り育むと同時に、クラスの仲間
との深い結び付きと年齢を越えた関わり
合いを通して生きる力や社会性を育む
○主体的に遊びや仲間を見つけ出し、遊
びを発展させていくための環境設定と、
各年齢の発達に応じた総合的なクラス活
動
○家庭との連携を重視し、こどもの育ち
を丁寧に見守る

沿革・・・設立昭和11年
◇教育方針（心と体を育む）
　健康な体力と豊かな心を育てる
　伸々と明るく活動できる子ども
　心やさしい子どもを育む

○音楽を通して情操豊かな子ども
　（情操教育:リトミック年13回）
　多くの幼児集団の中での活動（遊び）
　ができる子ども
　自己表現の出来る子ども（集団生活）
　自分のことは出来るだけ自分で出来る
　子ども（自主性）
　他人に対して挨拶も出来る思いやりの
　ある子ども（心の健康）
　に育つようにと指導
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東玉川1-1-21　  TEL　3720-6720

[最寄駅　東急池上線『雪が谷大塚駅』]

■教育方針 ■保育時間　     登園　9時～9時20分　 降園　14時　

■預かり保育　　 登園前8時～9時 降園後14時～18時 

■3歳未満の幼児に対する活動   有

■課外活動　  　 体操、サッカー、新体操、音楽、絵画、英語等

■通園バス　  　 無　お子様の心身の成長を考え、徒歩通園奨励

■給食　  　　   週2回 アレルギーへの対応にも努力しています         　　

■制服　  　　　 有　制服・制帽・通園カバン・体操服

■入園前の見学　 園内見学日、園庭開放、入園説明会、運動会

　　　　　　　　 詳細はホームページにてお知らせいたします。

　　　　　　　　 新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止、

　　　　　　　　 又は日程変更になることもあります。

■願書配布　　　 10月15日(土)～

■ホームページ　 http://www.chofu-you.ed.jp/　               

■備考　　　　　 思いきり遊び、体を動かすことが出来る環境作り

　　　　　　　　 の一環として、園庭、グランドには人工芝を敷い

　　　　　　　　 ています。

玉川田園調布1-20-9　　TEL　3721-5112　　

[最寄駅　大井町線『九品仏駅』、東横線・目黒線『田園調布駅』]

■教育方針 ■保育時間　登園　9時30分　　

　　　　　　降園　13時30分(水曜日は12時30分又は11時30分)

■預かり保育　　 無　

■3歳未満の児童に対する活動   無

■課外活動　  　 無

■通園バス　  　 無　　 　

■給食　  　　　 無             　　

■制服　  　　　 有

■入園前の見学　 9月に行われる幼稚園説明会当日のみ、

　　　　　　　　 園舎を見学することができます。

■ホームページ　 http://www.denenchofufutaba.ed.jp/

千歳台4-11-12　　　TEL　3483-0820　

[最寄駅　小田急線『千歳船橋駅』、京王線『千歳烏山駅』]　　

■教育方針 ■保育時間　登園　9時（コースによって異なります）　

　　　　　　降園　14時（コースによって異なります）

　　　　　　詳細は直接お問い合わせください。

■預かり保育　　 無　「縦割保育」として月2回程、16時まで

　　　　　　　　　　 保育を行っております。

　　　　　　　　　　 詳細は直接お問い合わせください。

■3歳未満の児童に対する活動   無

■課外活動　  　 英語教室

■通園バス　  　 有　詳細は直接お問い合わせください。　　 　

■給食　  　　　 無             　　

■制服　  　　　 有　詳細は直接お問い合わせください。

■入園前の見学　 有　詳細は直接お問い合わせください。

■https://tougakuin-chitose-youchien.com

　１．生命尊重の保育を行う
　２．正しきを見て絶えず進む保育を
　　　行う
　３．善き社会人をつくる保育を行う

　元気良く明るい挨拶が出来る子どもで
あり、悪い事と良い事をはっきりさせ、
良い事は誉め、悪い事は本人が分かるま
で話をし、子どもたちが何を考えている
のかを知り、どの様な意見でも真剣に聞
き助言をしてあげる。
　この様な事を中心に、お子様を育て伸
ばして行く事が大切だと思っておりま
 す。

田園調布雙葉小学校附属幼稚園

　当幼稚園は学校法人田園調布雙葉学園
（幼小中高）に属し、設立母体は幼きイ
エス会（明治5年に来日したフランス系カ
トリック修道会）です。小学校附属幼稚
園として昭和24年11月に開かれ、以来、
次のような願いを掲げて歩んで参りまし
た。“自由活動と一斉活動が組み合わさ
れ、日常の経験とキリスト教に触れる機
会が統合された、毎日の幼稚園生活を通
して、祈る心、あたたかい心、自分を素
直に表現すること、意欲・考える力を一
人ひとりの子どもの中に育て、保護者と
共に、本学園が目指す人間形成の土台を
作っていきたい。”
　定員は女児のみ、4歳児60名、5歳児60
 名の2年保育です。

東覚院千歳幼稚園

調布幼稚園

～生きる力を育む～
○心身共に健康な体をつくる
○豊かな心を育む
○人とかかわる力を育てる
○物事を最後までやり遂げる力を育てる
○小学校へ滑らかな移行ができるための
　適応する力を育てる

本園では、教育目標である上記5項目を達
成するために、「好きな遊び」と「一斉
保育」の時間が1日の中でバランスよく組
み立てられる保育内容を実践していま
す。
そして、園内の「こどもの畑」やプラン
ター栽培を通し、作物の栽培や収穫の喜
びを味わっています。園内の豊かな自然
を活用した遊びを重視しています。
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玉川2-17-10　　TEL　3708-0104

[最寄駅　田園都市線『二子玉川駅』]

■保育時間　登園　9時～9時15分　

　　　　　　降園　13時40分～14時

■預かり保育　　 有　

■3歳未満の児童に対する活動  無

■課外活動　  　 サッカーあそび（年中・年長）

　　　　　　　　 ミュージカルあそび（年中・年長）

■通園バス　  　 無

■給食　  　　　 月火のみ有          　　

■制服　  　　　 無

■入園前の見学　 説明会　7月30日、8月3日、5日、6日、10月15日

■ホームページ　 https://www.tcu-futako.ed.jp

深沢8-4-1   　 TEL　3701-4450　　　

[最寄駅　田園都市線『桜新町駅』徒歩10分]

■教育方針 ■保育時間　登園　9時～9時20分

　　　　　　降園　一日保育 13時30分(年少)、13時40分(年中)

                           13時50分(年長)

　　　　　　　　　午前保育 11時30分(年少)、11時40分(年中)

　　　　　　　　　　　　　 11時50分(年長)

■預かり保育　　 保育前(8時から)　保育終了後(18時まで)

■3歳未満の児童に対する活動   有

■課外活動　  　 体育（体操）・音楽（ピアノ・ヴァイオリン）

　　　　　　　　 学習指導・剣道・バレエ・英語・絵画教室等

　　　　　　  　 専門の指導員による活動

■通園バス　  　 無　原則として徒歩または自転車通園

■給食　  　　　 無　お弁当持参（水曜日除く）             　　

■制服　  　　　 有　制服、制帽、鞄、上履き等

■入園前の見学　 HPより予約を受け付けております。

■ホームページ　 http://www.nittai-kindergarten.ed.jp/

■2023年4月より新園舎移転予定（詳細はHPにてご確認ください。）

松原2-17-22   　 TEL　3322-9155

[最寄駅　京王線・井の頭線『明大前駅』徒歩5分]

■保育時間　登園　9時00分～9時30分

　　　　　　　　　※令和3年度の実績

　　　　　　降園　14時（年長児のみ14時30分）

　　　　　　　　　水曜日のみ13時（年長児13時30分）

■預かり保育　 　 会員制の預かりと、スポット制の預かり保育を

　　　　　　　    実施(7時30分～保育開始､保育終了後～18時30分)

■3歳未満の児童に対する活動   有

■課外活動　  　 2歳児教室（手あそびうたランド・ぽけっと）、

　　　　　　　　　 造形教室（年長児）、体操教室（年中・長）、

　　　　　　　　 キッズダンス（年少・中・長）

■通園バス　  　 無　　　　　　　　　

■給食　  　　　 月火水木金 週5回、自園で調理・完全給食  　　

■制服　  　　　 無　

■入園前の見学　 有　見学会　9月1日（木）9月14日（水）…予約制

　　　　　　　　　入園説明会 10月2日（日）…予約制

　　　　　　　　 ※詳細はホームページをご覧ください。

■ホームページ　 http://jwcpe-midori.ed.jp/

　 ■備考　　　　　 ブログを開設 

東京都市大学二子幼稚園

■教育方針
目指す子ども像は
・(健康)たくましい子ども
・(知性)観察力と判断力にすぐれ、協力し合って
　　　　あそぶ子ども
・(風格)意欲的に 志たかく さいごまでやり
        とげる子ども
・(自立)自分の思いをはっきり伝えられ
　　　　人の話をよくきく子ども
・(感動と畏敬)正しいこと、美しいもの、すぐれ
　　　　　　　たものに感動し素直に受け入れ
　　　　　　　られる子ども
■本園の特色
・創立者は五島慶太
・あそび（課題あそび・自由あそび）を通して
　学ぶ教育
・食育（土づくり・栽培・収穫・調理）
・本物に触れる
 （Ｎ響音楽会・観劇会・移動動物村）
・多文化教育・伝統行事
・都市大グループとの連携
 （学生サポーター制度・科学体験教室）
・東急グループとの連携
 （水泳指導・正課運動あそび・ライズ菜園）
 ・毎日10分間の英語活動（サイバードリーム）
 　・ＩＣＴカリキュラム（KitS）

日体幼稚園

■建学の精神
初代園長 二階堂清寿の
雨にもまけず、風にもまけず
元気な子ども、みどり幼稚園

■教育方針
遊びを通して、自ら学び、感性ゆたかな
心と丈夫な身体の発達を助長し、生きる
力を育むことを目指しています。

■教育方法
・子どもが主軸の保育を実践する
・子どもが自ら育つ環境作りを行う
　(考える、気づく、感じる、表現する)
・ひとつひとつの体験やそのプロセスを
　大切にする

　本園では、なによりも家庭との連携を
大切にし、幼児一人ひとりの個性、特性
を大事にし、集団生活を通して、思いや
りの気持ちや何事にも頑張って取り組む
力を育てたいと考えています。そして、
幼稚園の集団生活の中で、基本的生活習
慣を確立し、友だちと協力して活動し参
加することで協調性を身に付け、生きる
力を育むことが大切であると考えていま
す。
　そのためには、本園創立の理念でもあ
る「健康第一主義の教育」が大切となり
ます。子どもたちが心身ともに健やか
に、逞しく成長することを心から願っ
て、全教職員が一丸となって誠心誠意、
日々の保育に努めて参ります。

日本女子体育大学附属みどり幼稚園
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下馬2-41-5   　 TEL　3421-4993　　　

[最寄駅　東急バス「自衛隊中央病院入口」(世田谷公園前)]

■教育方針 ■保育時間　登園　8時50分～9時15分

　 　　　　　　降園　14時30分

■預かり保育　　 月火木金　降園時間から2時間まで

■3歳未満の児童に対する活動   無

■課外活動　  　 幼児体育クラブ、英語教室、

　　　　　　　　 ピアノ個人レッスン

■通園バス　  　 無　

■給食　  　　　 週1回（アレルギー除去食対応あり）　  　　

■制服　  　　　 有　

■入園前の見学　 見学会、運動会、説明会など

■ホームページ　 http://heian-y.ed.jp

桜上水2-5-1   　 TEL　3304-5281　　　

[最寄駅　小田急線『経堂駅』、京王線『桜上水駅』]

■教育方針 ■保育時間　登園　8時35分～

　　　　　　　　　クラス、バス、徒歩により異なります。

　　　　　　降園　13時35分～（月火木金）

　　　　　　　　　11時25分～（水）

　　　　　　　　　クラス、バス、徒歩により異なります。

■預かり保育　　 有（月利用者のみ　29名）

　　　　　　　　　※8月休み　長期休暇は年度ごとに決定します。

■3歳未満の児童に対する活動   有

■課外活動　  　 体操教室（年長のみ）

■通園バス　  　 有　

■給食　  　　　 有（外注のお弁当　100食限定）　　

■制服　  　　　 有　

■入園前の見学　 有

■ホームページ　 http://canossakg.news.coocan.jp

上北沢3-8-19   　 TEL　3303-8091

[最寄駅　京王線『上北沢駅』徒歩5分]

■教育方針 ■保育時間　登園　9時～9時15分

　　　　　　降園　年少　13時45分（最長、学期により短縮）

　　　　　　　　　年長、年中　14時（最長、学期により短縮）

■預かり保育　　 有　1日10名　火・木・金（お弁当のある日）

                   　保育終了後～16時（長期休暇中はありません）

■3歳未満の児童に対する活動   有

■課外活動　  　 有　かがくタイム（学研）…年長組

                   　   おたまじゃくし（音楽教室）…年長組・年中組

■通園バス　  　 無　

■給食　  　　　 無　  　　

■制服　  　　　 無　

■入園前の見学　 有

■ホームページ　 https://edu.unchusha.com/

　松沢幼稚園ではキリスト精神に基づい
た保育を行います。子どもたちが本来
持っている遊ぶ力や考える力をのばし思
いやりの心を育て、子どもたちが目を輝
かし毎日生き生きと生活できることを目
ざしています。幼児期は心身が急速に発
達しますので発達段階に応じた適切な保
育を行うことが必要です。幼稚園では経
験豊かな教師達が園児一人ひとりに細か
く目配りをし、家庭との連絡を密にし集
団の中で、遊ぶ楽しみを発見し友だちと
の関係を学び、心身共にバランスよく発
達できるような保育を行っています。

平安幼稚園

松沢幼稚園

建園の精神：キリスト教(プロテスタント)の
信仰と聖書の御言葉を土台にして、人格形成
を重んじる教育を行っています。毎日の礼拝
を中心とする園での生活の中で、神に愛され
ている自分に気づき、真実な平安の中に生き
る者となること。そして、神に愛されている
者として隣人を愛し、共に神の愛に生きるこ
とができる、豊かな人間性を育成します。
教育理念・教育目標：明日の世界を生きる幼
な子を抱いて祝福されたイエス・キリストを
覚えて、一人ひとりが神の愛の中に生かされ
ていることに感謝し、喜びのうちに心豊かに
育てられることを願って、人格を尊び、心豊
かにたくましく、共に手をつなぎ、伸びてい
くことのできる教育を目指しています。
特色：上記の建園の精神、教育理念・教育目
標のもと、日常の園生活やさまざまな体験を
通して心身共に豊かに成長できるよう、ま
た、一人ひとりの個性を大切にする丁寧な保
育を心がけています。何よりも「あそびがま
なび」であることを忘れず、のびのび保育を
行っています。

　キリスト教の「愛の精神」に基づい
て、一人ひとりの人格を尊敬と愛情を
もって受けとめるように努めています。
そして、学校教育法とモンテッソーリ教
育法を総合的に取り入れて、幼児それぞ
れの発達に応じた自主活動を行い、適切
な手助けと環境を提供します。集団生活
の中では、健全な心身の発達と、豊かな
経験を通し、生きる力の基礎を培いま
す。また、基本的な生活習慣、態度を育
み、豊かな心情、思考力を養い、意欲や
思いやりのある子どもに育てます。

マダレナ･カノッサ幼稚園
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三宿2-27-4   　 TEL　3413-2472

[最寄駅　田園都市線『池尻大橋駅』、『三軒茶屋駅』徒歩12分]

■教育方針 ■保育時間　登園　9時10分

　　　　　　降園　14時（月火木金）

　　　　　　　　　11時30分（水）

■預かり保育　　 有

■3歳未満の児童に対する活動   無

■課外活動　  　 スイミング、体操教室、新体操教室

■通園バス　  　 有　

■給食　  　　　 無　  　　

■制服　  　　　 有　

■入園前の見学　 有

■ホームページ　 http://mishuku-sakura.ed.jp/

■備考　　　　　 年間を通して、保育の中で水泳指導、英語

　　　　　　　　 指導、リトミックを行っています。

三軒茶屋2-51-32   　 TEL　3422-3189

[最寄駅　田園都市線『三軒茶屋駅』、世田谷線『西太子堂駅』]

■教育方針 ■保育時間　登園　8時45分～9時5分

　　　　　　降園　13時45分～13時55分

　　　　　　水曜日(午前保育) 11時45分～11時55分

■預かり保育　　 有 　月火木金　　　保育終了後～16時

                      水(午前保育)　保育終了後～16時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　午前保育の日はクッキングを行います。

　　　　　　　　　　　長期休み　8時30分～12時30分

■3歳未満の児童に対する活動   有

■課外活動　  　 体操教室、お絵かき(美術)教室、英語教室

■通園バス　  　 無　

■給食　  　　　 無

■制服　  　　　 有　

■入園前の見学　入園説明会の際にご予約可能です。

■ホームページ　 http://www.myojo.ed.jp/

砧7-15-14　   　 TEL　3417-2448

[最寄駅 小田急線『成城学園前駅』または『祖師ヶ谷大蔵駅』徒歩10分]

■教育方針 ■保育時間　登園 9時～9時20分

　　　　　　降園 例）年長組　月火木金14時　 水11時40分

　　　　　　　　　   ※時季・年齢により多少変動があります。

■預かり保育　　 有

■3歳未満の児童に対する活動   有（親子体験など）

■課外活動　　　 モダンバレエ、美術教室、体操教室、ピアノ教室

■通園バス　  　 無 「歩くちから」を育てる為に徒歩通園を奨励

　　　　　　　　 　  しています。（ただし許可制で自転車も可）

■給食　  　　　 無　幼児期の子どもにとって親の愛情を直接実感

　　　　　　　　　   できるお弁当が望ましいと考えています。

■制服　  　　　 無　行事時着用のユニフォームのみ　

                     ※個性を尊重するため基本は自由服です。

■入園前の見学　 お電話でお申込ください。(通常保育を見学可能)

■ホームページ　 https://yukaribunka.ed.jp

■備考　　　　　 体験入園実施　※別途申込制

　熱中できることが見つかると、子ども
の学び取る力は急速に伸びるもの。幼稚
園での毎日は、そんな子どもの意欲を引
き出す様々な「きっかけ」でいっぱいで
す。一人ひとりの輝く瞳を大切に考え、
本園では次のことを教育目標としていま
す。

　◆健康なからだの子
　◆思いやりがあり、心豊かな子
　◆友だちと協調性をもつ子
　◆意欲的に行動でき、最後まで
　　やりぬく子

三宿さくら幼稚園

　「人は、受胎した瞬間から、この世に二
人といない(スペアーのない)、ユニークで
独特な存在であり、他の人とは違うその人
だけの輝き、使命を持っている」というカ
トリックの人間観に基づき、「個性」や
「違い」を尊重する保育を実践するため
に、モンテッソーリ教育法を導入していま
す。園生活は縦割りクラスを基本としつ
つ、卒園後の小学校での生活を視野に入れ
て同年齢児で行う横割り活動や、行事の時
間も重視しています。また、自然体験活動
や園庭・ロンゴひろば(第二園庭)での運動
も大切にしています。 「バランス」を大切
にした保育がみょうじょう幼稚園の目指す
幼児教育です。

みょうじょう幼稚園

１９４７年４月１０日、引田龍太郎・藤田復生ら
により創立。
当園の幼児教育の考え方は「力強く開拓していく
力、生きる力」その土台を育てるということにつ
きます。全ての理念は「自己実現を叶える」こと
に繋がっていきます。人間にとって大切である文
化や幼児期に最も必要である遊びを大切にしなが
ら、「自主性・主体性」、「創造性・発想の転換
力」、「共同体感覚（仲間意識）」、「自己表
現」、そして非認知能力である、「好奇心・探求
心」「忍耐力・粘り強さ」「協調性・計画性」
「コミュニケーション能力」「社会性」をしっか
りと身につけていけるように、また、子ども達の
様々な育ちに対して重要なことを、日々の保育に
取り入れながら、今年度７６年が過ぎました。子
どもは１人として同じ子はおりません。それぞれ
個性という「色」を持っています。そして時代が
変わっても、子どもは「善く生きたい」と思って
生まれてくるはずです。
子ども達は園で過ごす全ての時間・全ての活動に
おいて、全力で遊び、我を忘れる程に色々な経験
を生活の中で展開することで、「手を使い」「頭
を使い」「身体全身を使い」心身や脳の発達を促
して、どんどん成長していきます。
今後ともゆかり文化幼稚園の理念の根底にある考
え方を変えることなく、心が健康で、逞しい子ど
も達を育てるために日々力を注いでいきます。

ゆかり文化幼稚園
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粕谷2-20-1   　 TEL　3303-1956　　　

[最寄駅　京王線『八幡山駅』徒歩10分、『芦花公園駅』徒歩10分]

■教育方針 ■保育時間　登園　8時50分～9時

　 　　　　　　降園　14時

■預かり保育　　 7時30分～18時30分（みみちゃんクラブ）

　　　　　　　　 14時～17時（どんぐりクラブ）

■3歳未満の児童に対する活動   有（ぴよちゃんクラブ）

■特別課内活動　 英語　学研学び教室

■課外活動　  　 スポーツクラブ、サッカークラブ、ピアノ、

　　　　　　　　 新体操クラブ、英語、ヴァイオリン

■通園バス　  　 無　

■給食　  　　　 希望者のみ　月・火・水・木・金曜日（外注） 　　

■制服　  　　　 有　　

■入園前の見学説明会  9月12日(月) 9月28日(水) 10月6日(木)

　　　　　　　　　　　時間：10時から11時30分

　　　　　　　　 　　 （3回とも内容は同じです。)

■ホームページ　 http://www.roka.ed.jp/

■その他：自然が残った広い園庭で、お友達とたくさん遊びましょう。

今年度の様々な開催についての詳細はホームページでお知らせいたします。

桜2-18-18   　 TEL　3420-4352　　　

[最寄駅　小田急線『経堂駅』、小田急バス・東急バス「農大前」]

■教育方針 ■保育時間　登園　月～金　9時～

　 　　　　　　降園　月　　  11時30分

　　　　　　　　　火～金　14時

■預かり保育　　  無

■3歳未満の児童に対する活動   有

■課外活動　  　  野山に出かける遠足に年7～10回出かけます。

　　　　　　　　　（父母は関わりません）

■通園バス　  　  無　

■給食　  　　　  無

■制服　  　　　  無　通園帽子、リュックサックは指定

■入園前の見学　  5月～10月にかけて入園説明会を実施　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　 （一部WEBで実施）

■ホームページ　  http://www.wako.ed.jp/k/

■備考　　　　　  和光小学校・和光鶴川小学校への優先入学制度

                  があります。

和光幼稚園

芦花幼稚園

～子どもとつくる幼稚園生活～
友だちや保育者たちと相談しながら、主体的
に幼稚園生活を過ごすことを大事にしていま
す。
自分のやりたいことを見つけ、自分で選ん
で、自分で決め、自分の考えを人に伝え、仲
間と願いを叶えていくおもしろさを、大事に
しています。

～友だちと共感する～
居心地の良さと安心感がすべての土台になり
ます。
様々な文化に出会い、体を動かし、表現する
中で、友だちにあこがれ、励まされ、時にぶ
つかり、認められて、共感する心地よさが育
ちます。

～自然との対話～
１年を通じて野山に出かけます。五感をたっ
ぷりと使って、自然の中で思い切り遊ぶ時間
を大事にしています。

１．基本的な生活習慣を身につけ、集団
のひとりとして、友だちや他の人とよく
交わることのできる子どもを育てます。

２．健康と安全の教育を徹底し、心も体
も丈夫で、困難や苦しみにも負けない子
どもを育てます。

３．自然に親しみ豊かな心と、よく見て
よく考える力を養い、のびのびと自分を
表現し、たくましく生きていくことので
きる子どもを育てます。

この方針を大切にしながら、ひとりひと
りに寄り添った生きる力の基礎を保育の
中でご家庭とともに、育てていきたいと
思います。
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平成２４年８月、子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために、「子ども・子育て支援法」

という法律ができました。この法律と、関連する法律に基づいて、幼児期の学校教育や保育、地域の

子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」（以下、新制度という。）

が、平成２７年４月にスタートしました。 

新制度へ移行した幼稚園・認定こども園（幼稚園枠）を利用する場合、手続きや保育料の仕組みが

新制度に移行していない私立幼稚園（以下、未移行幼稚園という。）とは異なります（１９頁１及び 

２０頁２参照）。移行した幼稚園及び認定こども園については２１頁以降で紹介します。 

 

 また、「子ども・子育て支援法」の改正により、令和元年１０月より「幼児教育・保育の無償化」が

実施されました。これは、令和元年１０月の消費税率の引上げによる財源を活用して、子育て世帯や

子どもたちに政策資源を投入し、少子化対策を加速させる取組みとして実施するものです。 

 ※未移行幼稚園を利用し保育料の無償化を申請するには、入園前に手続きが必要となります（２０

頁３参照）。また、無償化となる保育料等には上限があります。 

 

１ 教育・保育給付認定手続きについて 

新制度では、対象となる施設の利用を希望する場合、「教育・保育給付認定」を受ける必要があ

ります。認定は次の３区分となり、新制度に移行した幼稚園や認定こども園（幼稚園枠）の利用

を希望する保護者の方は、１号認定を受けることになります。認定の手続きは、入園内定後、お

住まいの区市町村にて行います。 

 

 

認定区分 対象となる子ども 利用できる施設・事業 

１号認定 満３歳以上で、教育を希望する子ども 
○新制度移行幼稚園 

○認定こども園（幼稚園枠） 

２号認定 
満３歳以上で、保護者の就労などにより保育を

必要とする子ども 

○保育園 

○認定こども園（保育園枠） 

３号認定 
満３歳未満で、保護者の就労などにより保育を

必要とする子ども 

○保育園 

○認定こども園（保育園枠） 

○地域型保育事業（家庭的保育、小規模

保育等） 

「子ども・子育て支援新制度」及び 

「幼児教育・保育の無償化」について 
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２ 保育料について 

新制度に移行した幼稚園、認定こども園（幼稚園枠）の保育料については、幼児教育・保育の

無償化により、令和元年１０月から、３歳から５歳児クラスの全世帯の保育料が無償となりまし

た。 

ただし、保育料のほか、各園によって、給食費等の実費や施設費等の特定負担額が必要となる

場合があります。詳細は各園へ直接お問い合わせください。 

 

 

３ 施設等利用給付認定手続きについて 

無償化の実施に伴い、無償化の対象となる施設等を利用し、保育料の無償化を希望する場合、

事前に「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。認定は次の３区分となり、未移行幼稚

園の保育料の無償化を希望する保護者の方は、１号認定を受けることになります。認定の手続き

は、入園内定後、お住まいの区市町村にて行います。 

 

  

認定区分 対象となる子ども 利用できる主な施設・事業 

１号認定 
満３歳以上の小学校就学前の子どもであって、

２号・３号認定以外の子ども 

○未移行幼稚園 

○特別支援学校幼稚部 

２号認定 

満３歳に達する日以後の最初の３月３１日を

経過した小学校就学前の子どもであって、保護

者の就労などにより保育を必要とする子ども 
○未移行幼稚園・新制度移行幼稚

園・認定こども園・特別支援学

校幼稚部の預かり保育事業 

○認可外保育施設等 

 
３号認定 

満３歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

での間にある小学校就学前の子どもであって、

保護者の就労などにより保育を必要とし、かつ

保護者及び同一世帯員が住民税非課税世帯で

ある子ども 



[最寄駅 田園都市線『駒澤大学駅』徒歩12分、『三軒茶屋駅』徒歩13分]

 ■教育方針 ■保育時間　登園　9時～9時30分　　　

　　　　　　降園  13時30分

■3歳未満の児童に対する活動   有

■特別教育・保育   英語、体操（週1回、楽しく行っています）

■課外活動　  　 無      　　                  

■通園バス　  　 無

■給食　  　　　 有　月額4,500円   

■制服　  　　　 有

■入園前の見学　 有　6月～10月　6月より電話にて予約受付
入園説明会：9月3日（土）午前2回、午後1回

　　　　　　（1）9時30分～10時30分

　　　　　　（2）10時50分～11時50分

　　　　　　（3）13時～14時

　　　　　　7月の下旬より電話にて予約を受付いたします

■ホームページ　 http://www.nozawa-kodomo.jp/

■教育方針 ■保育時間　登園　9時30分

　　　　　　降園　14時　

■預かり保育　　 早朝預かり保育:7時30分～9時30分

　　　　　　　　 延長預かり保育:14時～18時30分

　　　　　　　　 夏休み、冬休み、春休み期間預かり保育:

　　　　　　　　　　　　　　　　7時30分～18時30分

■3歳未満の児童に対する活動   有

■課外活動　  　 ピアノ、絵画、スポーツクラブ

■通園バス　  　 有

■給食　  　　　 週5回希望制

■制服　  　　　 有　

■入園前の見学 　見学会　 9月26日(月)　10～11時

                 申込み日 9月16日(金)　10～13時

■ホームページ　 https://www.enkouin-youchien.jp/

　 青葉学園野沢こども園
野沢1-3-19　　　　TEL　5431-3420　

こども園は就学前のこどもに関する教
育、保育等の総合的な提供の推進に関す
る法律に基づいた、幼稚園機能と保育園
機能を一体化した新しい形の総合施設で
す。園児全員に対し、質の高い幼児教育
を与える場と環境を提供し、「元気に遊
べる子」「根気よくやりぬく子」「素直
で思いやりのある子」を目標とし、豊か
な人間性、自ら考える力、人として生き
るための基礎作りを行っていきます。
　感性教育：具体的な経験を積み重ね、
感性を育て生きる力のベースを養いま
す。週に一度専門講師と遊びながら、英
会話と体育の指導を行っています。

  えんこういん幼稚園(認定こども園)

　
●教育目標
　１健康な身体を作る
　２節度ある生活態度を身につける
　３豊かな情操・創造性を養う
　４何事にも頑張る気力を培う

●保育の特色
　１すべての生命の大切さを教えます
　２一人ひとりの個性を伸ばします
　３崇高なものへの憧れを大切にします

■預かり保育　預かりA：7時30分～9時30分、13時30分～18時30分
　　　　　　　預かりB：18時30分～19時30分
　　　　　　　土曜日、長期休暇中も実施

梅丘2-19-8     TEL　3420-8700　

[最寄駅　小田急線『梅ヶ丘駅』、世田谷線『世田谷駅』]

子ども・子育て支援新制度へ移行した幼稚園・認定こども園
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■教育方針 ■保育時間　登園　9時

　　　　　　降園　14時

　　　　　　　　　ただし水曜日11時30分、日曜日10時20分

■預かり保育　　 有

　　　　　　　　 預かり時間　9時間（通常保育時間を含む）

■3歳未満の児童に対する活動   有

■通園バス　  　 無

■給食　  　　　 無

■制服　  　　　 有

■入園前の見学 　9月～10月に随時（電話予約が必要）

■ホームページ　 http://www.nazarene-yotien.jp

瀬田2-11-11 　   TEL　3708-5931

[最寄駅　田園都市線『二子玉川駅』]

■教育方針 ■保育時間　登園　9時

　　　　　　降園　月火木金　14時　　水　11時30分

■預かり保育　　 有　（月火木金　14時～16時）

■3歳未満の児童に対する活動

　　※　満3歳児保育（通常入園）

　　※　未就園児　 （入園児対象保育）めだかぐみ

    ※　1歳からの「こひつじ図書館」　

　　　　第2・4水曜日　13時30分～14時30分

■課外活動　  　 体操教室（木曜日）

■通園バス　  　 無    　　 　

■給食　  　　　 無             　　

■制服　  　　　 無

■入園前の見学　 随時、見学・個別説明を行います。

　　　　　　　　 事前にお問い合わせください。

　　<今年度予定> ・オープンディ（①6月29日,②7月6日,③9月14日）

　　　　　　　　 ・園概要説明会（9月21日13時30分～）

■ホームページ　 http://seta-kohitsuji.com/

太子堂1-7-57   　  TEL　3411-5113　　　

[最寄駅　田園都市線・世田谷線『三軒茶屋駅』]

■教育方針 ■保育時間　登園　9時　　

　(1号認定) 降園　14時　　

■預かり保育　　 有（7時30分～9時）（14時～19時）

■3歳未満の児童に対する活動   無

■課外活動　  　 無

■通園バス　  　 無   　　 　

■給食　  　　　 有（月～金）、園が指定した日は弁当持参  　　

■制服　  　　　 無

■入園前の見学　 6・7月、9・10月　対面・オンラインによる見学

                 予約制（ホームページからお申し込みください）

　　　　  　　　 対面による説明会（要予約）

　　　　　　　　　6月11日（土）・9月17日（土）  9時

■ホームページ　 https://kodomo.swu.ac.jp/

■お知らせ　　　 詳細についてはホームページにてご確認ください。

　　　　　　　 　「TOKYO子育て応援幼稚園」にも対応しています。

　　　　　　　　 （幼稚園型）」を行います。また、東京都の

■課外活動　  　 サッカー教室、体操教室、バレー教室

昭和女子大学附属昭和こども園

[最寄駅　大井町線『尾山台駅』]　

 聖書に基づいて「神を敬い、人を愛する
心を養い育てる」を目標にしています。
 一人ひとりを大切に受けとめ、主体的な
活動の中で、自然の美しさや不思議さに
気づき、その恵みに感謝する心を育んで
ゆきます。
 また、「あそび」を中心に、様々な活動
体験を通して、一人ひとりに与えられて
いる、個性を伸ばすことができるように
と願っています。同学年の横割りクラス
体制と併せて、縦割りのクラスでの活動
を組み入れ、少人数ならではの保育の展
開を行います。

尾山台ナザレン幼稚園は、
（1）キリスト教保育　―――
　　　　　愛され愛する　祈りつつ待つ
（2）自由保育　　　　―――
　　　　　　遊びこむ遊び　成長を待つ
（3）みんなの幼稚園　―――
　　　みんなで育つ　愛することを学ぶ
を目標として保育を行っていきます。
この３つのキーワードのもと、「神に愛
され、みんなに愛され、ともに育つ」幼
稚園を目指していきます。

  　　　　　　　 開所日数　平日5日間　年間210日以上

尾山台ナザレン幼稚園
尾山台2-5-6     TEL  3701-3461　

 本学園は「世の光となろう」という建学
の精神のもと、社会で明るく輝き、世の
ため・人のために尽くして活躍する人の
育成をめざしています。この大きなテー
マに向かって「からだ」と「こころ」と
「知恵」のバランスがとれた成長をはか
り、将来の土台を形づくるために、昭和
こども園では次の４つの目標を掲げ、特
に幼児期に大切な「全人的な人間教育」
に力を入れています。
　教育目標
　「地球のこども」　あそぶ
　　　　　　　　　　かんじる
　　　　　　　　　　かんがえる
　　　　　　　　　　はなす

　　　　　　　　 子ども子育て支援新制度に基づく「一時預かり事業

こひつじ幼稚園
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代田2-17-14　　  TEL　3412-4893　　FAX　3412-4891

[最寄駅　小田急線『世田谷代田駅』]

■教育方針 ■保育時間　登園　9時

　　　　　　　　　年少組は、5月連休明けまで9時30分登園

　　　　　　降園　14時

　　　　　　　　　年少組は、一学期13時30分降園

■預かり保育　　 降園後から17時まで　料金は1日1,500円

■3歳未満の児童に対する活動   有

■課外活動　  　 NPO法人「こどものための委員会」主催

　　　　　　　　 「セカンドステップ親子塾」を週1回開催

■通園バス　  　 無

■給食　  　　　 無   　　

■制服　  　　　 無

■入園前の見学　 有　入園説明会後、後日保育参観あり。

　　　　　　　　　　 その他は、保育後の時間で適宜受付。

■ホームページ　 http://www.daita-church.jp/Kinder/

■備考　　　　　 2歳児半からの子どもたちのための「めばえ組」

　　　　　　　　 があります。週2日登園します。

奥沢7-12-22　  TEL　3701-6508

[最寄駅　東横線『自由が丘駅』、大井町線『九品仏駅』]

■教育方針

　　 　　　 降園　14時（水曜11時30分、金曜13時30分）　

■預かり保育　　 月・火・木曜　14時～16時30分

　　　　　　　　 金曜　　　　　13時30分～16時

　　　　　　　　   2歳児未満の母子のための子育てルーム「ポレポレ」

■通園バス　  　 無

■給食　  　　　 無  　　

■制服　  　　　 無

■入園前の見学　 前もってお電話ください。ぜひ直接ご覧に

　　　　　　　　 なって、当園の良さを知ってください。

■ホームページ　 https://tamagawa-kohitsuji.jp/

                （ホームぺージをリニューアルしました。）

[最寄駅　田園都市線・世田谷線『三軒茶屋駅』徒歩12分]

■教育・保育目標 ■保育時間　【1号認定】

　　　　　　　月～金曜日　 9時～13時30分

　　　　　　【2・3号認定】

　　　　　　　月～土曜日　 7時15分～18時15分

　　　　　　　※延長保育は18時15分～20時15分です。

　　　　　　　※土曜日は、保護者の就労状況によります。

■預かり保育　　　有（平日8時～9時/13時30分～18時実施。

　　　　　　　　　　　1号認定在園児のみ対象。）

■３歳未満の児童に対する活動　無

■特別教育・保育　英語／リトミック／運動

■通園バス　　　　無

■制服　　　　　　無

■給食　　　　　　月～土曜日実施　※土曜日は2・3号のみ実施。

　　　　　　　　　季節感のある献立を自園調理にて提供します。

　【見学】　≪予約制≫火曜日・水曜日　10時～（1日5組）

　　　　　　ホームページ（入園案内）からお申込みください。

　【入園説明会】

　　令和4年9月3日（土）にオンラインにて実施予定（要予約）。

　　詳細はホームページにてお知らせいたします。

■ホームページ　　http://www.nihon-u.ac.jp/nu-kodomoen/

■お知らせ　　　　子育て支援おでかけひろば『しろつめくさ』

　　　　　　　　　にぜひ遊びにきてください。

日本大学認定こども園

玉川小羊幼稚園

■保育時間　登園　9時

１．教会附属の幼稚園として、キリスト
教保育を行います。毎朝の礼拝を通して
神に感謝する心を養い、神に愛されてい
る自分に自信を持ち、同時に人を思いや
る心を育てます。
２．3歳、4歳、5歳それぞれ１クラスの
全体でも60名ほどの少人数園です。一人
ひとりに目を行き届かせ、その子自身の
育ちと人格を尊重した保育を行います。
３．幼児期は、遊びの中でこそ心と体、
様々な能力、及び社会性が育ちます。自
由遊びの時間を大切にし、意欲的で創造
性豊かな子どもを育てます。

■入園前の見学

・心豊かな子ども
・友だちと遊びを楽しむ子ども
・自ら環境にかかわって考える子ども
本学の教育理念「自主創造」のもと、のび
のびと自己を発揮し、人と共に生きる子ど
もを育てる事を大切にし、子どもにとって
必要な体験が積み重なっていくよう環境を
整え、育ちを支えていきます。

■教育・保育方針
●自ら関わろうとする豊かな生活を通し
て、友だちと協働し生きる力を育みます。
●遊びを通して多様な体験を積み重ねなが
ら、乳幼児期の発達を培います。
●地域に開かれた園として、子育てを支援
していきます。

野沢1-32-6　　  TEL　6450-8120

■3歳未満の児童に対する活動   有

　　　　　　　　 　親子登園、2歳児保育「レ・シュシュ」、

■課外活動　  　 年中と年長には週1回体操教室を行っています。　　　　　　 　

①プロテスタント教会の附属幼稚園とし
てキリスト教保育を行っています。神に
造られた存在としての子どもたちが、神
と人とに愛されていることに気づくよ
う、礼拝を守り、日々の生活を大切に
し、自然や人々との関わりを深めます。
②遊びを通して自ら考え、気づき、創造
する感性を養うと共に、友だちと一緒に
工夫したり、協力する力を培います。
③縦割り保育のクラス編成で思いやりや
優しさ、尊敬の心、社会性を身につけて
いきます。

代田幼稚園

ホームページ

ホームページ
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［最寄り駅　小田急線『祖師谷大蔵駅』、京王線『千歳烏山駅』バス]

■教育・保育方針 ■保育時間　【1号認定】

　　　　　　月～金曜日　9時～14時

　　　　　　【2・3号認定】

　　　　　　月～土曜日　7時15分～18時15分

　　　　　　＊延長保育は18時16分～20時15分です。

　　　　　　＊土曜日は、保護者の就労状況によります。

■預かり保育　　　有（1号認定のみ対象）

■3歳未満の児童に対する活動　　　有

■特別教育保育　　英語で遊ぼう（幼児）

■通園バス　　　　無

■給食　　　　　　有（月～土） 郷土食や季節感のある献立や食育

　　　　　　　　　に力を入れて自園調理を提供します。

■制服　　　　　　無

■ホームページ　　https://sfg21.com/setagaya/

 代田4-25-9  　 TEL　6453-2512　FAX　6453-2514　　　

■基本理念 ■保育時間　登園　9時～9時15分

　　　　　　降園　13時30分

　　　　　　　　  担任が一日の保育内容を説明し一斉降園

■預かり保育　　  7時30分～9時30分　13時30分～18時30分

■3歳未満の児童に対する活動   有

■課外活動　  　  スポーツクラブを体育講師が行っています。

　　　　　　　　  子どもたちに非常に人気があります。

■講師による活動　体操、英語、造形

■通園バス　  　  無　

■給食　  　　　  有(月～土) 季節の食材、郷土料理等を取り入れ

　　　　　　　　　　　　　　 自園で調理し提供しています。

■制服　  　　　  スモック（夏用・冬用）あり　自由服の上に着用

■入園前の見学　  入園説明会

　　　　　　　　  7月より始める予定です。日時等決まりましたら

　　　　　　　　  ホームページでお知らせいたします。

　　　　　　　　  説明会以外の見学応相談

■ホームページ　  http://www.hanegi.org/

[最寄駅 井の頭線『東松原駅』徒歩3分、小田急線『梅ヶ丘駅』徒歩8分]
 羽根木こども園

　本園は子ども一人ひとりが未来に夢を
持ち、生きる力を発揮することを目指
し、家庭、地域社会と連携して、教育・
保育を一体的に行います。
■基本方針
(1)「4つのやくそく」を基本として教育･
保育を実践し生きる力を育成します
(2)食育の実践をとおして、子どもの「食
を営む力」の基礎を培います
(3)子どもが健康で安全な園生活をおくる
ために家庭、地域社会との密接な連携を
図ります
(4)地域子育て支援に積極的に取組みます
■「4つのやくそく」
　1 いいあたま　2 やさしいこころ
  3 じょうぶなからだ　4 がまん強い子

・大人との信頼関係をしっかり築き、一
人一人を大切にし、心身共に安定した生
活を送れるようにする。
・ゆったりとした環境のもと、自然との
触れ合いを大事にしながら友だちとの関
わりの中で遊ぶ楽しさを味わいルールを
覚え、意欲が育つようにします。

■入園前の見学　　有(事前にご連絡ください）

　　認定こども園世田谷ベアーズ
千歳台6-7-2　　　　TEL　6279-5397
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※子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園・認定こども園です。 

園     名 住       所 電  話 

1 愛       珠 156-0052 経堂 1-1-14 3429-7575 

2 愛       隣 154-0014 新町 2-7-8 3420-0638 

3 青  葉  学  園 154-0017 世田谷 3-11-3 3429-5165 

4※ 青 葉 学 園 野 沢 154-0003 野沢 1-3-19 5431-3420 

5 あ  か  つ つ み 156-0044 赤堤 2-25-2 3321-5397 

6 あ  け  ぼ  の 157-0073 砧 6-20-11 3416-1611 

7 麻 生 学 園 深 沢 158-0081 深沢 3-29-11 3704-6341 

8 淡         島 155-0032 代沢 3-27-1 3419-3811 

9 育         成 155-0031 北沢 4-20-5 3466-6038 

10 い    づ    み 154-0002 下馬 1-20-4 3424-3752 

11 永 安 寺 学 園 157-0077 鎌田 3-23-19 3709-0400 

12※ え ん こ う い ん 154-0022 梅丘 2-19-8 3420-8700 

13 奥         沢 158-0083 奥沢 2-36-7 3718-2971 

14※ 尾山台ナザレン 158-0085 尾山台 2-5-6 3701-3461 

15 家         庭 154-0023 若林 2-30-17 3411-2312 

16 上   野   毛 158-0093 上野毛 2-10-18 3701-0552 

17 銀   の   鈴 158-0084 東玉川 2-30-3 3720-6740 

18 国       本 157-0067 喜多見 8-15-33 3416-4724 

19 慶   元   寺 157-0067 喜多見 4-17-2 3417-4321 

20 佼   成   学  園 157-0064 給田 2-11-1 3308-2161 

21 コ ド モ の 園 154-0011 上馬 4-12-3 3422-1824 

22※ こ ひ つ じ  158-0095 瀬田 2-11-11  3708-5931 

23 さ く ら 154-0014 新町 3-21-3 3428-6474  

24 三 軒 茶 屋 154-0024 三軒茶屋2-9-21 3421-9005 

25 春 光 156-0055 船橋 1-36-7 3426-3311 

26 松 蔭 155-0031 北沢 1-16-10 3467-1555 

27※ 
昭 和 女 子 大 学 
附 属 昭 和 

154-8533 太子堂 1-7 3411-5113 

28 常 徳 156-0051 宮坂 2-10-1 3427-2251 

29 
白 菊 
※令和 6年 3月末 

閉園予定 
158-0083 奥沢 1-18-9 3720-1273 

30 鈴 蘭 158-0093 上野毛 2-15-15 3704-1881 

 園     名     住       所  電  話 

31 成 城  157-0072 祖師谷 3-52-38 3482-2108 

32 聖セシリア喜多見 157-0067 喜多見 9-9-5 3480-1936 

33 聖ド ミ ニコ学園 157-0076 岡本 1-10-1 3700-0017 

34 瀬 田 158-0095 瀬田 4-11-25 3700-0940 

35 世 田 谷 154-0004 太子堂 4-17-10  3413-3379 

36 世 田 谷 聖 母 158-0081 深沢 8-13-16  3702-7334 

37※ 世田谷ベアーズ 157-0071 千歳台 6-7-2 6279-5397 

38 世 田 谷 若 葉 154-0023 若林 1-19-15  3413-2440 

39 善 隣 158-0082 等々力 2-6-19  3702-0117 

40 泰 成 157-0072 祖師谷 5-1-3  3482-2233 

41※ 代 田 155-0033 代田 2-17-14  3412-4893 

42 玉 川 157-0076 岡本 3-35-10  3415-1709 

43※ 玉 川 小 羊 158-0083 奥沢 7-12-22  3701-6508 

44 調 布 158-0084 東玉川 1-1-21  3720-6720 

45 
田 園 調 布 雙 葉 
小 学 校 附 属 

158-8511 玉川田園調布
1-20-9  

3721-5112 

46 東 覚 院 千 歳 157-0071 千歳台 4-11-12 3483-0820 

47 東京都市大学二子 158-0094 玉川 2-17-10 3708-0104 

48 日  体 158-0081 深沢 8-4-1 
※令和 5年 4月新園舎移転予定 

3701-4450 

49 
日本女子体育大学
附 属 み ど り 

156-0043 松原 2-17-22 3322-9155 

50※ 日 本 大 学 154-0003 野沢 1-32-6 6450-8120 

51※ 羽 根 木 155-0033 代田 4-25-9 6453-2512 

52 平 安 154-0002 下馬 2-41-5 3421-4993 

53 マダレナ・カノッサ 156-0045 桜上水 2-5-1 3304-5281 

54 松 沢 156-0057 上北沢 3-8-19 3303-8091 

55 三 宿 さ く ら 154-0005 三宿 2-27-4  3413-2472 

56 み ょ う じ ょ う 
154-0024 三軒茶屋

2-51-32 
3422-3189 

57 ゆ か り 文 化 157-0073 砧 7-15-14  3417-2448 

58 芦 花 157-0063 粕谷 2-20-1  3303-1956 

59 和 光 156-0053 桜 2-18-18 3420-4352 

令和４年度私立幼稚園等一覧（五十音順） 

 入園案内・願書配布：令和 4年 10月 15日（土）以降 

 入園受付：令和 4年 11月 1日（火）以降 

      詳細は、各園に直接お問い合わせください。 




