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幼稚園（市内）
新制度移行しない幼稚園

頁 市内保育所 頁

新倉幼稚園 4 みなみ保育園 40

やまと幼稚園 6 しらこ保育園 42

大和すみれ幼稚園 8 にいくら保育園 44

小羊幼稚園 10 ほんちょう保育園 46

ひろさわ保育園 48

キッズエイド和光保育園 50

和光駅前保育園 52

下新倉みどり保育園 54

ハレルヤ保育園 56

【練馬区】 ゆめの木保育園 58

中里幼稚園 14 あすの木保育園 60

里仁育舎 62

【板橋区】 諏訪ひかり保育園 64

みその幼稚園 16 キッズエイド吹上保育園 66

成増幼稚園 18 和光プライムスター保育園 68

成増すみれ幼稚園 20 和光どろんこ保育園 70

中央ひなた保育園 72

下新倉プライムスター保育園 74

丸山台プライムスター保育園 76

【朝霞市】 和光第２エンゼル保育室 80

朝霞幼稚園 24 あそびのてんさい和光保育園 82

あさか台幼稚園 25 あそびのてんさい和光北口保育園 84

根岸幼稚園 26 保育ルームフェリーチェ和光園 86

朝霞花の木幼稚園 27 保育ルームフェリーチェ和光Ⅱ園 88

菩提樹の森幼稚園 28 さくらさくみらい　和光 90

つかさ保育園和光市和光園 92

【新座市】 メリーポピンズ和光ルーム 94

なみきの幼稚園 29 和光リトルスター保育園 96

下新倉リトルスター保育園 98

【練馬区】 ひだまりの保育園 100

旭幼稚園 30 第２ひだまりの保育園 102

和光市ひなた保育園 104

※市外の幼稚園については、和光市内の利用 わこうっちリトルスター保育園 106

　者が一定程度いる園のみ掲載しています。 リトルスター保育園さつきちゃんのおうち 108

和光エンゼル保育室 110

その他一覧 31 和光第３エンゼル保育室 112

しらこ北リトルスター保育園 114

しらこ南リトルスター保育園 116

丸山台ひなた保育園 118

第３ひだまりの保育園 120

スピカ☆リトルスター保育園 122
シリウス☆リトルスター保育園 124
こぐま保育室 126

和光なかよしこども園 36 さいたま保育園 130

目次

新制度移行幼稚園
（近隣自治体）

新制度移行しない
幼稚園（近隣自治体）

市内小規模保育事業所

市内認定こども園 市内事業所内保育事業所
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※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のた

め、記載されている行事、イベント等が実施

されない場合がありますのでご了承ください。

※市内４園は全て私立幼稚園です。

※市内４園は全て新制度へ移行していない幼稚園です。

※幼稚園の預かり保育については、利用者の枠が限られている場合があります。

詳細は園に直接お問い合わせください。

市内幼稚園の紹介
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長期休業期間中の保育
7:00
7:30 7：45～朝の預かり保育
8:00
8:30 バス1便目登園 預かり保育の受け入れ
9:00 歩きの方登園
9:30 バス2便目登園、外遊び
10:00 10：15～各クラスにて朝の活動 朝の活動
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00 自由遊び
13:30 降園準備
14:00 バス1便目降園、歩きの方降園

14:30 バス2便目降園、午後の預かり保育 15時までの方順次降園
15:00 おやつ おやつ
15:30
16:00
16:30
17:00 順次降園 順次降園
17:30 預かり保育終了 預かり保育終了

通常

預かり
保育

自由遊び

主活動（製作/ゲーム遊び/英会話
（年中長）/体操（年長）/絵画教
室（年長）/鍵盤ハーモニカ（年中
長）など

主活動（製作/ゲーム遊び
など）

昼食 昼食

自由遊び、ゲーム遊びなど

自由遊び 自由遊び、ゲーム遊びなど

通常保育
9：00～
14：00

預かり
保育

●経費 ※この表には主なものを掲載しています。この他にも経費がかかる場合がありますので詳細については園に直接お問い合わせください。

●預かり保育

●その他 ●一日の主な流れ

●主な年間行事

春 入園式/親子遠足/参観/園外保育

夏 水遊び/消防署見学/夏期保育

秋 運動会/園外保育/参観/芋掘り

冬 遊戯会/餅つき/作品展/お別れ会

特徴

挨拶のできる子、思いやりのある子、最後までやり抜く子、意見の言える子、人の話を聞ける子、

ルールを守る子…いろいろな願いがあります。人の基礎の部分を育むのが新倉幼稚園です。

活動では製作や行事に力を入れて取り組んでおります。

３歳児 ４歳児 ５歳児

定員 70名 70名 70名

募集人数（予定） 70名 1名 １名

入園料 保育料

（月額）

制服代等 絵本代

（月額）

冷暖房費

（年額）

給食費

（月額）

３歳児 68,000 円 25,500 円 45,000 円 410円 7,000 円 3,100 円

４歳児 28,000 円 25,500 円 45,000 円 430円 7,000 円 3,100 円

５歳児 18,000 円 25,500 円 45,000 円 430円 7,000 円 3,100 円

利用区分 時間等 料金

日額

（スポット利用）

朝 （7：45～8：3０） 250円

夕方 （14：3０～17：3０） 600円

長期休業期間中（8：3０～17：3０） 1,500円

月額

（定期利用）

平日 （００：００～００：００） 円

長期休業期間中（００：００～００：００） 円

夏休み預かり保育 実施 冬休み預かり保育 実施 春休み預かり保育 実施

休園日

8月のお盆前後1週間/12

月 28日～1月 3日（年末

年始）

夏休み春休み冬休みの初
日、学期紙業日の前日

バス送迎 〇（3,000円）

昼食
給食 週３日（3,100円）

毎 日（5,100円）

住所 和光市下新倉２－４５－５

TEL ０４８ｰ４６６ｰ 2080

HP http://新倉幼稚園.com/
新倉幼稚園
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和光

市駅

ｽｲｰﾂ・ﾚｽﾄﾗﾝ

新倉幼

稚園

大和中学校

あけぼの

公園

コンビニ

² どうして新倉幼稚園を選んだのですか？

A：年長児より専門の先生が陶芸などを教えてくれているところにほかの幼

稚園にはない魅力を感じたからです。

² 幼稚園はお迎え時間が早く、仕事をしながら利用するのは難しいという

印象がありますが、どうですか？

A：保育終了後に延長保育(PM5:30まで）を利用しているので、難しいと感

じたことはありません。

² 幼稚園は夏休み期間が長いという印象があります。その間、お子さんの保

育はどのようにしていますか？

A：夏休みは幼稚園の預かり保育を利用しています。

² 毎日のお弁当作りは大変ではないですか？

A：お弁当作りは週2回なので大変ではないです。ただ最初は慣れるまで大

変でした。

² 幼稚園は仕事をお休みして参加しないといけない行事が多い印象がありま

すが、どのように参加していますか？

A：私自身は仕事をお休みして参加しています。その時にしか見れない子供の成

長を見逃したくないからです。

² 実際にお子さんを通わせている感想を教えてください。

A：先生方は担任、学年関係なく子供に対して優しく、いつも笑顔で接して

くれます。子供もほんとうに毎日楽しく嬉しそうにその日あった出来事を話

してくれて、親としてもそんなあたたかい幼稚園に通わせることができて嬉

しく思います。

●入園をご検討されている方へ

●新倉幼稚園利用者の声

●幼稚園所在地図

優先枠対象者 兄弟児・卒園児等

願書配布 毎年10月15日～

入園申込 毎年11月1日～

見学 見学、説明会～ご連絡ください

説明会（日程） 9月に日程を決めて実施

プレ幼稚園 なし

和光市在住Aさん（30代）
夫婦ともに就労

お子さんの年齢 5歳児
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7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:00

通常 長期休業期
間中の保育

7：30～8：30
預かり保育

朝の体操
等

日課活動
（音楽・
言葉等）

昼食

帰り支度
等

預かり
保育 
8：00～
18：00

通常保育 
9：00～
14：00

14：00～18：00
預かり保育

●経費 ※この表には主なものを掲載しています。この他にも経費がかかる場合がありますので詳細については園に直接お問い合わせください。

●預かり保育

●その他 ●一日の主な流れ

●主な年間行事

春 卒園式、修了式、入園式など

夏 お泊まり保育（年長）、盆踊り会など

秋 おいもほり、運動会、秋祭りなど

冬 げき発表会、ミニコンサートなど

特徴

「にこにこ・きらきら・わくわく」（教育目標）

友達と仲良く遊べる子ども（心身の健康） のびのびと表現できる子ども（自己充実）

工夫して遊べる子ども（考える子）

３歳児 ４歳児 ５歳児

定員 90名 90名 90名

募集人数（予定） 90名 若干名 若干名

入園料 保育料

（月額）

制服代等 教材費

（年額）

冷暖房費

（年額）

給食費

（一食）

３歳児 80.000 円 26.500 円 約 35.000 円 10.000円 6.000 円 330円

４歳児 0円 24.500 円 約 35.000 円 10.000円 6.000 円 330円

５歳児 0円 24.500 円 約 35.000 円 10.000円 6.000 円 330円

利用区分 時間等 料金

日額

（スポット利用）

朝 （7：3０～8：3０） 200 円

夕方 （14：００～18：００） 800 円

長期休業期間中（8：００～18：００） 2.000円

月額

（定期利用）

平日 円

長期休業期間中 円

夏休み預かり保育 実施 冬休み預かり保育 実施 春休み預かり保育 実施

休園日

※土・日・祝日・園指定日
および年末・年始・お盆休
みは実施しません。

バス送迎 〇

昼食
火・木 お弁当

その他選択制

やまと幼稚園
住所 和光市白子３－１２－１

TEL ０４８ｰ４６１ｰ６９６２

HP http://www.yamato.ed.jp/
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至 田柄 至 西高島平駅

やまと
幼稚園

住宅販売会社

笹目通り
ふきあ

げ公園

吹上コミュ

ニティセン
ター

吹上観音
キッズエイド
吹上保育園

² どうしてやまと幼稚園を選んだのですか？

A：園庭が広く子どもたちがのびのびと遊べる環境があることと見学に行っ

た際、先生方の対応が良かったから選びました。自宅からも近く近所の方も

通っていて話を聞いて通わせたいと思った。

² 幼稚園はお迎え時間が早く、仕事をしながら利用するのは難しいという

印象がありますが、どうですか？

A：預かり保育を利用しているので安心して仕事をすることが出来ています。

² 幼稚園は夏休み期間が長いという印象があります。その間、お子さんの保

育はどのようにしていますか？

A：仕事の休みが長いので家庭で一緒に過ごしていますが、仕事の日は幼稚

園の預かり保育を利用しています。お盆以外は毎日あるので助かっています。

² 毎日のお弁当作りは大変ではないですか？

A：週に２日だけなので特に大変ではありません。

² 幼稚園は仕事をお休みして参加しないといけない行事が多い印象がありま

すが、どのように参加していますか？

A：仕事は事前に分かっているので休みを取って参加しています。

² 実際にお子さんを通わせている感想を教えてください。

A：毎日楽しく通っているので安心しています。家ではできないどろあそび

やそうめん流し等、季節に合わせた活動内容があり子どもから話しを聞くの

が楽しいです。HPでも園の様子を見ることができて楽しく見させてもらっ

ています。

●入園をご検討されている方へ

●やまと幼稚園利用者の声

●幼稚園所在地図

優先枠対象者 兄弟児・卒園児・プレ利用者

願書配布 10/15（月）

入園申込 11/1（木）

見学 見学は随時受け付けています。

説明会（日程） 9/12（土）10：00～

プレ幼稚園 9/5（土）、9/29（火）

和光市在住Aさん（30代）
夫婦ともに就労

お子さんの年齢 4歳児
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通常 長期休業期間中の保育
7:30
8:00
8:30 順次登園
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00 外遊び
13:30 降園準備、降園
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00

7：30～8：30預かり保育

外遊び

クラスごとの活動

昼食
7：30～18：30預かり保育

14：00～18：30預かり保
育

●経費 ※この表には主なものを掲載しています。この他にも経費がかかる場合がありますので詳細については園に直接お問い合わせください。

●預かり保育

●その他 ●一日の主な流れ

●主な年間行事

春 入園式・保育参観・ジャガイモ掘り

夏 音楽会・夏祭り・お泊まり保育

秋 運動会・園外保育

冬 おゆうぎ会・卒園式

特徴

「あかるく、たのしく、あたたかく」をモットーに、ひとりひとりを大切に、心身のバランスの

とれた成長を促す保育を行っています。

１． 集団での保育を通してよい友だち関係が作れる子どもに育つお手伝いをします。

２． 個性豊かな、創造性に富む人間に育つお手伝いをします。

３． 四季折々の自然の移り変わりに眼を向けて感性を養うお手伝いをします。

３歳児 ４歳児 ５歳児

定員 90 名 90 名 90 名

募集人数（予定） 87 名 若干名 若干名

入園料 保育料

（月額）

制服代等 教材費

（月額）

冷暖房費

（月額）

給食費

（月額）

３歳児 85,000 円 26,000 円 40,000 円 - 円 - 円 4,000 円

４歳児 15,000 円 26,000 円 40,000 円 - 円 - 円 4,000 円

５歳児 10,000 円 26,000 円 40,000 円 - 円 - 円 4,000 円

利用区分 時間等 料金

日額

（スポット利用）

朝 （０7：3０～０8：3０） 240 円

夕方 （１４：００～18：3０） 1,080 円

長期休業期間中（０7：3０～18：3０） 2,640 円

月額

（定期利用）

平日 （０7：3０～18：3０） 学期毎、金額は学期による

スポットより２割程度減額

長期休業期間中（０7：3０～18：3０） 期間ごと設定、金額はスポットよ

り２割程度減額

夏休み預かり保育 実施 冬休み預かり保育 実施 春休み預かり保育 実施

休園日

土曜日・日曜日・祝日・県
民の日・11月1日・お盆
期間・年末年始

バス送迎 〇

昼食
給食 週 ３日

お弁当 週 ２日

大和すみれ幼稚園
住所 和光市南１－２－２

TEL ０４８ｰ４６２ｰ０３７０

HP http://www.yamato-sumire.info/
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² どうして大和すみれ幼稚園を選んだのですか？

A：先生方が親身になって保育してくださると聞いたので。

² 幼稚園はお迎え時間が早く、仕事をしながら利用するのは難しいという

印象がありますが、どうですか？

A：あずかり保育を18:30までして頂けるようになったので、18:00まで

働けて大変助かっております。

² 幼稚園は夏休み期間が長いという印象があります。その間、お子さんの保

育はどのようにしていますか？

A：あずかり保育のないお盆期間中は、仕事を休ませてもらって帰省してい

ます。

² 毎日のお弁当作りは大変ではないですか？

A：残していたりすると、体調の変化にも気がつけるので毎日でも大変とは

思いません。

² 幼稚園は仕事をお休みして参加しないといけない行事が多い印象がありま

すが、どのように参加していますか？

A：職場が比較的自由に休みがとれるので（パートなので）休んで参加して

います。

² 実際にお子さんを通わせている感想を教えてください。

A：ぎりぎりにおむかえに行っても「はやい！もっといたい！」と泣くくら

いなので、本当に毎日たのしく通えているんだとうれしくおもいます。

大和すみれ
幼稚園

第三中学校 県
道

６

８
号

諏訪原団地
和光市運動場 埼玉病院

諏訪ひかり
保育園

レストラン

●入園をご検討されている方へ

●大和すみれ幼稚園利用者の声

●幼稚園所在地図

優先枠対象者 兄弟児・卒園児・卒園児の子ども

願書配布 １０月１５日～

入園申込 11月 1日

見学 見学は予約制です

説明会（日程） オンライン説明会

プレ幼稚園 今年は行っておりません

和光市在住Aさん（30代）
夫婦ともに就労

お子さんの年齢 5歳児
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通常 長期休業期間中の保育
9:00 登園  登園 
9:30 自由遊び 自由遊び
10:00 水遊び(夏）
10:30
11:00 クラス活動 おやつ
11:30 水曜日預かり11：30～
12:00 お弁当 お弁当・預かり①降園
12:30 自由遊び 自由遊び
13:00
13:30
14:00 降園 預かり②降園
14:30
15:00 製作・歌・リズム等
15:30 おやつ
16:00
16:30
17:00 預かり保育終了

●経費 ※この表には主なものを掲載しています。この他にも経費がかかる場合がありますので詳細については園に直接お問い合わせください。

●預かり保育

●その他 ●一日の主な流れ

●主な年間行事

春 入園式、始業式、歓迎会、親子遠足

夏 プール遊び、一泊保育（年長）、夏期保育、

卒園生の会

秋 運動会、祖父母参観、芋掘り、収穫感謝料理会

冬 クリスマス礼拝、ふれあい入園、卒園遠足、

卒園式

特徴

キリスト教保育を土台として、幼児の自主性、自発性の発達を目指す自由保育を行っています。

３歳児 ４歳児 ５歳児

定員 45 名 65 名 65 名

募集人数（予定） 45 名 20 名 若干 名

入園料 保育料

（月額）

制服代等 教材費

（月額）

冷暖房費

（月額）

給食費

（月額）

３歳児 65,000 円 24,500 円 1,300円 440円 200円 円

４歳児 40,000 円 24,000 円 1,300円 440円 200円 円

５歳児 20,000 円 24,000 円 1,300円 440円 200円 円

利用区分 時間等 料金

日額

（スポット利用）

夕方 （14：００～17：００） ６００ 円

午前保育 （1１：３０～1７：００） 1,000 円

長期休業期間中（ 9：００～1７：００） 600・1,000・1,600円

月額

（定期利用）

平日 （００：００～００：００） 円

長期休業期間中（００：００～００：００） 円

夏休み預かり保育 実施 冬休み預かり保育 実施 春休み預かり保育 実施

休園日

土曜日、祝日、埼玉県民の

日、開国記念日

夏期、冬期、春期の休業日、

その他園長が必要と認め

た日

バス送迎 なし

昼食
給食 週 0 日

お弁当 週 4 日

小羊幼稚園
住所 和光市本町１５－５６

TEL ０４８ｰ４６３ｰ３１７４

HP https://kohitsuji-kindergarten.jimdo.com/
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² どうして小羊幼稚園を選んだのですか？

A：自由保育（のびのびとしている）子ども自身がいきたいと言ったから。

² 幼稚園はお迎え時間が早く、仕事をしながら利用するのは難しいという

印象がありますが、どうですか？

A：預かり（～17:00）を利用すればパートならできる。

² 幼稚園は夏休み期間が長いという印象があります。その間、お子さんの保

育はどのようにしていますか？

A：和光市内の保育施設の一時保育を利用したり祖父母に預けている。

² 毎日のお弁当作りは大変ではないですか？

A：大変と思っていたが、リズムにのれればやれる。

² 幼稚園は仕事をお休みして参加しないといけない行事が多い印象がありま

すが、どのように参加していますか？

A：仕事場の理解を得てお休みをとったり、行事すべてに参加しきれなくても良

しとしている。

² 実際にお子さんを通わせている感想を教えてください。

A：子どもが楽しく、のびやかな園生活を送っていてうれしい。

保育者の方々が、「見守り」という姿勢を貫かれており、自主性がついて

いるように思う。

和光
市駅

小羊
幼稚園

県道109号

本町

小学校

和光

郵便局

和光市

図書館

国道254号

●入園をご検討されている方へ

●小羊幼稚園利用者の声

●幼稚園所在地図

優先枠対象者 兄弟児・卒園児

願書配布 10/15～

入園申込 11/1～

見学 見学は随時受け付けています。

説明会（日程） 9/4、10/15、10/16

プレ幼稚園 未就園児向けのあそぼう会

5～7回程度

和光市在住Aさん（30代）
夫婦ともに就労

お子さんの年齢 3歳児



12



13

※直近の利用実績の中で、和光市民が利用していた幼稚園のみ掲載しています。

※その他近隣自治体に設置される幼稚園をご希望の方は各幼稚園又は近隣自治体へお問い合わせく

ださい。

※幼稚園の預かり保育については、利用者の枠が限られている場合があります。

詳細は園に直接お問い合わせください。

和光市近隣の

幼稚園の紹介
【新制度へ移行している主な幼稚園】
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7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00

通常 長期休業期
間中の保育

7：30～8：30
預かり保育

どろんこ
タイム

日課活動
（体育・
言葉等）

昼食

帰り支度
等

通常保育 
8：30～
14：00

預かり
保育 
7：30～
18：30

14：00～18：30
預かり保育

●経費 ※この表には主なものを掲載しています。この他にも経費がかかる場合がありますので詳細については園に直接お問い合わせください。

●預かり保育

●その他 ●一日の主な流れ

●主な年間行事

春 入園式

夏 お泊り保育

秋 運動会・中里まつり 他

冬 劇発表会・餅つき 他

特徴

広い園庭で「はだし」でのびのびと遊ばせます。

砂場で「どろんこ遊び」を存分にさせます。

３歳児 ４歳児 ５歳児

定員 ９０名 ９０名 ９０名

募集人数（予定） ９０名 若干名 若干名

入園料 保育料

（月額）

制服代等 特定負担額

（月額）

冷暖房費

（月額）

給食費

（月額）

３歳児 100,000 円 円 23,000円 1,700円 円 円

４歳児 100,000 円 円 23,000円 1,700円 円 円

５歳児 100,000 円 円 23,000円 1,700円 円 円

利用区分 時間等 料金

日額

（スポット利用）

朝 （ ７：３０～ ８：３０） ４００円

夕方 （１４：００～１８：３０） １，０００円

長期休業期間中（００：００～００：００） ２，０００円～

月額

（定期利用）

平日 （００：００～００：００） １３，０００円

長期休業期間中（００：００～００：００） １３，０００円

夏休み預かり保育 実施 冬休み預かり保育 実施 春休み預かり保育 実施

休園日

土曜、日曜、祝日、創立記
念日、都民の日
夏季８/８～８/１６
冬季１２/２２～１/４
春季３/２０～４/８

バス送迎 〇

昼食
希望給食週３日（月・水・金）

お弁当週２日

中里幼稚園
住所 練馬区大泉町１－１９－６

TEL ０３ｰ３９２２ｰ００９５

HP http://nakazato-youchien.jp/
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和光市

練馬区

和光市運

動場

白子
川

南大和団地

中里

幼稚園

第三中学校

みなみ

保育園

越後山自治
会集会所

越後山中央公園

² どうして〇〇幼稚園を選んだのですか？

A：裸足保育が一番の魅力です。広い園庭で学年・クラス関係なく自由に遊

べる所も。預かり保育が充実している所もチェックしました。

² 幼稚園はお迎え時間が早く、仕事をしながら利用するのは難しいという

印象がありますが、どうですか？

A：中里は早朝から夕方の預かり保育が充実しているので、その時間に合え

ば仕事もしやすいと思います。

² 幼稚園は夏休み期間が長いという印象があります。その間、お子さんの保

育はどのようにしていますか？

A：私は他にも兄弟がいるので夏休み期間は仕事はお休みさせてもらってい

ます。しかし、中里は夏休み中もほぼ毎日（お盆期間等はない）預かり保育

があるので仕事をしている方も困らないと思います。

² 毎日のお弁当作りは大変ではないですか？

A：毎日のことですが、小さいお弁当箱なので慣れるとすぐ作れると思いま

す。他のお母さん方も弁当作りは毎日なので、変に気合を入れたお弁当を作

らなくても良いので楽です。

² 幼稚園は仕事をお休みして参加しないといけない行事が多い印象がありま

すが、どのように参加していますか？

A：仕事の都合がつけばお休みを頂いていますが、行事によって”行く””行かな

い”を割り切るときも多いです。子どもと共に過ごしたり、成長が伺える行事を

優先し、保護者会をお休みすることもあります。

² 実際にお子さんを通わせている感想を教えてください。

A：中里幼稚園はクラス・学年の枠を超えて、先生方もよく見て名前を覚え

て下さっています。裸足保育もきちんと整備された園庭で安心です。入園す

ぐで裸足に慣れていない子は靴でもビーチサンダルでも可なので、強制的で

なく徐々に慣れていける所も良かったです。子を預けて仕事をする罪悪感は

少しありましたが、預かり保育で先生や友達と楽しく過ごしている様子を知

り、家で経験できないことをさせてもらっている、と安心して預けられてい

ます。

●入園をご検討されている方へ

●中里幼稚園利用者の声

●幼稚園所在地図

優先枠対象者 兄弟児・卒園児・プレ利用者

願書配布 １０/１５～

入園申込 １１/１

見学 電話予約必要

説明会（日程） １０月

プレ幼稚園 学研ぴよちゃん教室（週１回）

和光市在住Aさん（40代）
夫婦ともに就労

お子さんの年齢 4歳児
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通常 長期休業期間中の保育
7:30
8:00
8:30
9:00 登園
9:30
10:00 朝のお集り 一斉活動開始
10:30
11:00
11:30 午前保育日は11：30降園
12:00 昼食
12:30
13:00
13:30 降園身支度 帰りのお集り
14:00 降園 希望園児は課外教室
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

預かり保育 登園

預かり保育終了

●経費 ※この表には主なものを掲載しています。この他にも経費がかかる場合がありますので詳細については園に直接お問い合わせください。

●預かり保育 ※満3歳児クラスは預かり保育は利用できません。

●その他 ●一日の主な流れ

●主な年間行事

春 入園式、始業式、親子遠足、区立図書館訪

問、保育参観、特養ホーム訪問、じゃがい

も掘り

夏 すいか割り、夏野菜収穫、七夕、プール指

導、水あそび、夏祭り、一泊保育、童謡再

出演、保育参観

秋 運動会、一日動物村、三園小学校合同避難

訓練、お芋掘り、園外保育、保育参観

冬 お餅つき、大根抜き、お遊戯会、作品展示

会、豆まき、クッキングパーティー、じゃ

がいも植え付け、ドッヂボール大会、お別

れ遠足

特徴

健康・素直・創造の教育目標のもと、広い芝生の園庭や三つの自然観察園など緑に囲まれた環境

の中で、子どもの知的好奇心を刺激する自然体験が豊かな感性を養います。また、集団生活の中

で人との関わりが社会性や思いやりの心を育てます。

満3歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

定員 25名 90名 120名 120名

募集人数（予定） 25名 90名 10名 若干名

入園料
特定保育料

（毎月）

給食費

（1食）

制服代等

（入園時）

満3歳・３歳児 110,000円 7,000円

330円 約30,000円４歳児 100,000円
6,000円

５歳児 90,000円

利用区分 時間等 料金

日額

（スポット利用）

平常保育日 （14：00～17：００） 1,200円

午前保育日 （12：００～17：００） 1,700円

月額

（定期利用）

平日 （０7：3０～18：3０） 18,000円

長期休業期間中（０7：3０～18：3０） 18,000円

夏休み預かり保育 実施 冬休み預かり保育 実施 春休み預かり保育 実施

休園日

土日祝祭日・行事代休・都
民の日・お盆前後・年末年
始＊台風大雪などで臨時
休園にすることもありま
す。

バス送迎 〇

昼食
給食 週4日（希望制）

お弁当 週4日

みその幼稚園
住所 板橋区三園１－３０－１

TEL ０３ｰ３９３０ｰ６６１０

HP https://misono.ed.jp
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² どうしてみその幼稚園を選んだのですか？

A：主人が卒園した園でもあり、園庭も広くのびのびとした保育がとても

魅力的です！

² 幼稚園はお迎え時間が早く、仕事をしながら利用するのは難しいという印

象がありますが、どうですか？

A：みその幼稚園はステイコース（預かり保育）があり、7：30～18：30

まで開園しているのでフルタイムでお仕事する方も、パートでお仕事

する方も助かっております。

² 毎日のお弁当作りは大変ではないですか？

A：給食が週4日希望できるのでお弁当と併用して利用できるので助かっ

ています。

² 幼稚園は仕事をお休みして参加しないといけない行事が多い印象がありま

すが、どのように参加していますか？

A：平日の行事は午前中に開催されるものがほとんどなので、午後から仕事に

行くことが可能だったり主人が仕事前に参加したりしています。何より、

子どもの成長が観ることができる機会なので親としてはうれしいです。

² 実際にお子さんを通わせている感想を教えてください。

A：みその幼稚園ののびのびとした保育で心も身体も大きく成長してくれま

した！たくさん遊ぶこととスポーツや体操、美術の指導などメリハリ

がある保育なのでいろいろなことに挑戦したり、子どもに集中力がつ

きました。

至 田柄

至 西高島平駅

和光市

板橋区

白子川

笹目通り

三園

小学校

みその
幼稚園

吹上コミュ
ニティセン
ター

吹上
観音

キッズエ

イド吹上

保育園

●入園をご検討されている方へ

●みその幼稚園利用者の声

●幼稚園所在地図

優先枠対象者 兄弟児・卒園児・プレ利用者

願書配布 10月15日（木）

入園申込 11月1日（日）

見学 随時受付（HPで予約可能）

説明会（日程） 9月１９日（土）

プレ幼稚園 パンダ教室：週1回、（後期：週2回）

プレ保育から満３歳児クラスへ入園可能

和光市在住Aさん（30代）
夫婦ともに就労

お子さんの年齢 ５歳児
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7:00

7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00

通常
長期休業期
間中の保育

7：30～9：00
預かり保育

お外遊び
等

日課活動
（音楽・
制作等）

昼食

帰り支度
等

預かり
保育 
7：30～
18：30

通常保育 
9：00～
14：00

14：00～18：30
預かり保育

●経費（予定） ※下の表は主なものを掲載しています。他にも経費がかかる場合がありますので詳細については園にお問い合わせください。

●預かり保育

●その他 ●一日の主な流れ

●主な年間行事

春 春親子遠足、保育参観日、スイミング

夏 フィンガーペイント、お泊まり会、夏期保育

秋 秋の遠足、運動会、お芋掘り、音楽会

冬 餅つき、クリスマス会、新年子ども会、音楽会、生活発表会

特徴
広い園庭でのびのびした家庭的な保育を行っています。適度に広く様々な保育活動・課外教室

を経験することで、子どもたちの興味や関心を引き出します。先生方もやさしく丁寧です。

３歳児 ４歳児 ５歳児

定員 100名 100名 100名

募集人数（予定） 100名 10名 若干名

入園料
教育環境充実費

（月額・教材費等込）
制服代等

給食費

（月額）

３歳児 120,000円 6,000円 約30,000円 月平均約2,000 円

４歳児 115,000円 6,000円 約30,000円 月平均約2,000 円

５歳児 100,000円 6,000円 約30,000円 月平均約2,000 円

利用区分 時間等 料金

日額

（スポット利用）

朝 （０7：3０～０9：００） 300円

夕方（14時～17時／18時／18時 30分）

午前保育（12時～14時／17時／18時／18時 30分）

700円/900円/1,100 円

900円/1,000 円/1,100 円/1,300 円

長期休業期間中（０7：3０～18：3０） 一律1,600円

月額

（定期利用）

平日 （００：００～００：００） 円

長期休業期間中（００：００～００：００） 円

夏休み預かり保育 実施 冬休み預かり保育 実施 春休み預かり保育 実施

休園日

春夏冬休み（お預りあり）

6/1創立記念日

10/1都民の日

土日祝日

バス送迎 和光市全域、板橋区、練馬区

昼食
給食 週2日・月火曜

お弁当 週2日・木金曜

成増幼稚園
住所 板橋区成増４－３０－１４

TEL ０３ｰ３９３０ｰ０８３１

HP http://www.narimasu.ed.jp/

↑予定です（現在は未定）
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² どうして成増幼稚園を選んだのですか？

A：保護者、園児に先生方がていねいにあいさつしてくださるから。
また、見学の際、先生方が子供たちとおもいっきり走り回り、遊んでくださるの
を見て、家庭ではなかなかできない事をしっかりとしてくださる園だと思ったか
ら。

² 幼稚園はお迎え時間が早く、仕事をしながら利用するのは難しいという

印象がありますが、どうですか？

A：早朝預かり、延長保育とともにありますので、夜勤、深夜勤の方以外は難しく
ないと思います。

² 幼稚園は夏休み期間が長いという印象があります。その間、お子さんの保育は

どのようにしていますか？

A：長期休業中のお預かり保育があります。

² 毎日のお弁当作りは大変ではないですか？

A：週後半の2日なので大変ではないと思います。

² 幼稚園は仕事をお休みして参加しないといけない行事が多い印象があります

が、どのように参加していますか？

A：実家の自営業のお手伝いですので、参加する行事の時は一時的にぬけたりして
おります。（平日参加の行事は少ないです。）

² 実際にお子さんを通わせている感想を教えてください。

A：先生方が、1人1人の性格や行動をしっかり把握してくださっており、家庭的
な温かい保育をしてくださります。又、集団生活と学習とともに保育の中でしっか
りと教えてくださるので、安心して小学校に入学させられます。

しらこ
保育園

白子川

成増幼稚園

公園 スーパー
老人
ホーム

●入園をご検討されている方へ

●成増幼稚園利用者の声

●幼稚園所在地図

見学 予約制で随時受け付けています。

説明会（日程） 見学時にご説明します。

プレ幼稚園 実施（基本的に月4回）

優先枠対象者 兄弟児・卒園児・プレ利用者

願書配布 10月 15日～

入園申込 11月 1日～

和光市在住Aさん（30代）
夫婦ともに就労

お子さんの年齢 ５歳児



20

通常 長期休業期間中の保育
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00 順次登園・外遊び
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00 外遊び
13:30 降園準備 降園
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

朝預かり保育 受け入れ開始

預かり保育終了

朝預かり保育

遊びを選ぶ
みんなで遊ぶ

昼食

遊びを選ぶ
みんなで遊ぶ

遊びを選ぶ
みんなで遊ぶ

（必要に応じて午睡）
預かり保育

（必要に応じて午睡）

●経費 ※この表には主なものを掲載しています。この他にも経費がかかる場合がありますので詳細については園に直接お問合わせください。

●預かり保育

●その他 ●一日の主な流れ

●主な年間行事

特徴
「あかるく たのしく あたたかく」 ～子ども一人一人の育つ力を信じる～

ひとりひとりが育とうとする力を信じて、引出しサポートし根付かせる

３歳児 ４歳児 ５歳児

定員 56名 60名 60名

募集人数（予定） 56名 若干名 募集無し

令和2年度

実績

入園料 保育料

（月額）
制服代等

教材費

（年額）

冷暖房費

（月額）

給食費

（月額）

３歳児 100,000円 ０円

＊特定負担額

6,000円（3歳）

5,000 円(4，5歳)

約 15,000円

約8,000円

1,000 円
約 6,000円

（一食335円）
４歳児 80,000円 約５,000円

５歳児 60,000円 約５,000円

利用区分 時間等 料金

スポット利用

（日額）

朝 （７：３０～9：００）
120円/30分

＋おやつ代実費
夕方 （保育終了後～１８：３０）

長期休業期間中 （７：３０～１８：３０）

定期預かり

（月額）
平日（※夏、冬、春休みも含む）（保育終了後～18：30）

20,000円／月

＋おやつ代実費

長時間預かり

（月額）
平日（※夏、冬、春休みも含む）（７：３０～１８：３０）

25,000円／月

＋おやつ代実費

夏休み預かり保育 実施 冬休み預かり保育 実施 春休み預かり保育 実施

休園日

土日祝祭日・行事代休・都民
の日・お盆前後・年末年始

＊台風大雪などで臨時休園に
することもあります。

バス送迎 〇

昼食
給食 週5日（希望制）

不定期でお弁当あり

春 親子遠足 マラソン大会（年長）

夏 プール お泊り保育（年長）

秋 運動会 発表会（年中、長）

冬 餅つき大会 豆まき 発表会（年少）

成増すみれ幼稚園
住所 板橋区成増１－３５－１

TEL ０３ｰ３９３０ｰ０２０４

HP http://www.narimasu-sumire.ed.jp/



21

和光市

練馬区

板橋区

  至 和光市

至 成増

白子川 国
道

254 号

成増すみれ
幼稚園

ゴルフ場

ニトリ

さくらさ

くみらい

和光

つかさ保

育園

●入園をご検討されている方へ

●成増すみれ幼稚園利用者の声

Aさん(30代 フルタイム勤務) 年中児在籍中 Bさん(30代 フルタイム勤務) 年長児在籍中

●幼稚園所在地図

優先枠対象者 在卒園児の弟妹、子、孫、いとこ

願書配布 10月 15日（木）

入園申込 11月 1日（日）

見学 9/2以降 予約制

説明会（日程） 動画配信にて実施予定

プレ幼稚園 あり ＊HPにて申し込み

どうして成増すみれ幼稚園を選んだのですか？

Aさん：兄が通っていて、あたたかい幼稚園だったから。

B:さん：「いつ見学しても子どもたちが笑顔で楽しそうに過ごしていた」「子どもたちが遊びの中から自分で気づき考え行動できる

ように丁寧にかかわっていると感じた」「預かり保育の時間の長さと内容の良さ」から決めました。

幼稚園はお迎え時間が早く、仕事をしながら利用するのは難しいという印象がありますが、どうですか？

Aさん：働く世帯に最大限寄り添っていただいています。先生方はいつも笑顔で保護者にも「いってらっしゃい」「おかえりなさい」

と声掛けしてくださり、疲れが吹き飛びます。

Bさん：7：30-18：30なので仕事の時間が合えば可能だと思います。年々 フルタイムの方が増えている印象です。

幼稚園は夏休み期間が長いという印象があります。その間、お子さんの保育はどのようにしていますか？

Aさん：長期間の休みも預かり保育を実施してくださっているので、何とかなっています。

Bさん：お盆期間は夫婦交代で休むか、事前にわかっているので市の一時保育を利用しています。

毎日のお弁当作りは大変ではないですか？

Aさん：給食があるので助かっています。

Bさん：給食が休みの時や、子どもが希望した時(月数回)に作る程度です。段々 と子どもの好みと親の力量にあった

メニューが出来てくるので組み合わせて作っています。

幼稚園は仕事をお休みして参加しないといけない行事が多い印象がありますが、どのように参加してい

ますか？

A:さん：一日丸々使ってという行事はあまりないので、半休などをうまく使ってできる範囲で参加して

います。

Bさん：年間予定が年度初めに配られるので大体の予定はつかみやすく、内容に応じて一日休み、時間給や中抜け等を決めて

参加しています。成長を感じられる行事は楽しみです。

実際にお子さんを通わせている感想を教えてください。

Aさん：兄弟二人お世話になっていますが、成増すみれ幼稚園を選んだ自分をほめたたえたいほど大

好きな幼稚園です。こんなに各家庭に寄り添ってくれる園はないのではないかと思います。

Bさん：入園とほぼ同時に本格的に仕事を再開しました。連日18：30までと長いので心配もありました

が、迎えに気が付かないくらい毎日夢中で友達と遊び笑顔で過ごしています。園生活で生活力、人

間力、創造力など成長していく姿を嬉しく思います。先生方は一人一人の成長に合わせて丁寧に見

てくださいますし、預かり保育も充実しています。その他園での習い事も可能です。成増すみれ幼

稚園は働いていても（いなくても）安心して楽しく学べる環境で過ごしてほしいという思いを一緒

に考えて頂ける園だと思います。



22



23

※直近の利用実績の中で、和光市民が利用していた幼稚園のみ掲載しています。

※その他近隣自治体に設置される幼稚園をご希望の方は各幼稚園又は近隣自治体へお問い合わせく

ださい。

※幼稚園の預かり保育については、利用者の枠が限られている場合があります。

詳細は園に直接お問い合わせください。

和光市近隣の

幼稚園の紹介
【新制度へ移行していない主な幼稚園】
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朝霞幼稚園

●預かり保育

●その他 ●一日の流れ

●主な年間行事

園の特徴

モットー

強く 優しく 美しく

愛する心と愛される人間性を育む

３歳児 ４歳児 ５歳児

定員 105名 105名 105名

保育料 30,000円 30,000 円 28,500円

入園料 100,000円

その他費用等 洋品・保育用品代金 70,000円程度 バス協力費 年間60,000 円

教具・保健衛生費 年間18,000円 施設拡充費 年間15,000 円

行事費 年間約22,000円程度 給食費 年間27,000 円程度 冷暖房費 年間6,000円

春 入園式、進級式、親子ウォーキング

夏 Music Concert、夕涼み会、

サマースクール

秋 親子遠足、芋掘り、作品展、発表会

冬 SPORTS DAY、卒園式、修了式

利用区分 時間等 料金

日額

（スポット利用）

朝 （０７：３０～０９：００） 一律600円

夕方 （１４：００～１８：００） 保育後〜15：30 一律600円

15：30〜18：00

600円＋30分毎に200円

長期休業期間中（０７：３０～１８：００） 1,600円

年額

（定期利用）

平日 （０７：３０～１８：００）

※早朝、延長全利用時

254,100円

長期休業期間中（００：００～００：００） 円

夏休み預かり保育 実施 冬休み預かり保育 実施 春休み預かり保育 実施

休園日

土、日、祝は休園とな

ります。但し、園行事

（運動会、遠足等）が

実施される場合があ

ります。

バス送迎 〇

昼食
給食 週 2日

お弁当 週 3日

住所 朝霞市幸町３－５－１６

TEL ０４８ｰ４６３ｰ７９１５
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長期休業期間中の保育
8:30 登園
9:00 自由遊び
9:30
10:00
10:30 通常保育 主活動
11:00 8:30～14:00 （朝の活動・教育活動）
11:30
12:00 昼食
12:30
13:00 自由遊び
13:30
14:00 降園準備
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30

通常

8:30～16:30
詳細は園に
お問い合わせ
ください。

預かり保育(14:00～17:30）

あさか台幼稚園

●預かり保育

●その他 ●一日の流れ

●主な年間行事

園の特徴

モットー

緑に囲まれた幼稚園です。「よく見、よく聞き、よく考える」を保育目標とし、日々の保育をてい

ねいに行うことを心掛けています。

３歳児 ４歳児 ５歳児

定員 ３００名

保育料 29,000円

内25,700円は無償化対象

27,000円

内25,700 円は無償化対象

27,000円

内25,700円は無償化対象

入園料 73,000円 35,000円 35,000円

その他費用等 制服等一式（制服・体操服・カバン・教材費等） 約55,000円程度

母の会費 200円／月

冷暖房費 5.000 円／年 バス協力費（利用者のみ） 4,000円／月

春 入園式 保育参観 園外保育

夏 音楽会 お泊まり保育

秋 運動会 サツマイモ掘り

冬 クリスマス会 作品展 もちつき

利用区分 時間等 料金

日額

（スポット利

用）

朝 （００：００～００：００） 円

夕方 （14：0０～17：３０） 600円／回

長期休業期間中（０8：3０～14：００）

（０8：3０～16：3０）

800円

1,000円

月額

（定期利用）

平日 （００：００～００：００） 円

長期休業期間中（００：００～００：００） 円

夏休み預かり保育 実施 冬休み預かり保育 実施 春休み預かり保育 実施

休園日

土曜・日曜・祝日

春夏冬休み

幼稚園で定めた日

バス送迎 〇

昼食
給食 週 3日

お弁当 週 2日

住所 朝霞市根岸台７－２－６

TEL ０４８ｰ４６１ｰ６７５３
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根岸幼稚園

●預かり保育

●その他 ●一日の流れ

●主な年間行事

園の特徴

モットー

豊かな自然に囲まれ、友達同士思いやりをもって遊ぶ。

リトミック音楽教育に力を入れている。

３歳児 ４歳児 ５歳児

定員 64名 70名 70名

保育料 28,000円 26,000 円 26,000円

入園料 年少 ６0,000円 年中・年長 10,000円

その他費用等 制服等一式（制服・体操服等） 5万～6万円程度

教材費 年少 920円

年中・年長 1,020 円

春 入園式

夏 お泊り保育

秋 運動会・作品展

冬 生活発表会

利用区分 時間等 料金

日額

（スポット利

用）

朝 （０８：００～０８：３０） 100円／30分

夕方 （１４：００～１７：３０） 100円／30分

長期休業期間中（０８：００～１７：３０） 1,300円

月額

（定期利用）

平日 （００：００～００：００） 円

長期休業期間中（００：００～００：００） 円

夏休み預かり保育 実施 冬休み預かり保育 実施 春休み預かり保育 実施

休園日

土曜日 日曜日 祝

日 夏季休業中のお

盆休み（５日）冬季休

業中の年末年始休業

（６日）

バス送迎 〇

昼食
給食 週 3日

お弁当 週 2日

住所 朝霞市根岸台４－８－３８

TEL ０４８ｰ４６１ｰ７１１２
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長期休業期間中の保育
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00

通常

バス、徒歩登園
8:00～10:00

保育時間
10:00～12:00

お昼ご飯
12:00～13:00
お外遊び
13:00～14:00

バス、徒歩降
園

14:00～16:00

預かり保育
8:00～18:00

預かり保育
14:00～
18:00

朝霞花の木幼稚園

●預かり保育

●その他 ●一日の流れ

●主な年間行事

園の特徴

モットー

◆元気よく遊ぶ子ども

◆思いやりのある子ども

◆一所懸命がんばる子ども

３歳児 ４歳児 ５歳児

定員 120名 140名 140名

保育料 2５,700円

３歳児特別諸経費1500円

2５,700円 2５,700円

入園料 70,000円

その他費用等 制服・体操着・上履き・お道具箱などの保育用品一式60,000円程度

健康診断書・遠足代

写真代・希望絵本代等（実費）

春 入園式 遠足 親子参観

夏 お店屋さんごっこ お泊り会（年長）

秋 運動会 お遊戯会

冬 作品展 豆まき

利用区分 時間等 料金 １号認定の方 、 ２号認定の方

日額

（平日利用）

朝 （００：００～００：００）

夕方 （１４：００～１８：００） 200円／30分 、 450円／最初の2時間

長期休業期間中（０8：００～１８：００） 200円／30分 、 450円／最初の４時間

日額

（土曜日利用）

昼 間 （０8：００～１８：００） 基本 200円／30分

夏休み預かり保育 実施 冬休み預かり保育 実施 春休み預かり保育 実施

休園日

日曜・祝日・幼稚園で

定めた休園日

バス送迎 〇

昼食
給食 週 3日

お弁当 週 2日

住所 朝霞市田島１－１２－１

TEL ０４８ｰ４５６ｰ００５５
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長期休業期間中の保育
8:00
8:30 登園
9:00
9:30
10:00 麻の活動・挨拶
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00 午後の活動
13:30 降園活動⇒順次降園
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00

通常
朝預かり保育８:００∼８:３０

自由遊び

主活動（制作活動、集団
遊び、体育活動、音楽あ
そび等）

昼食

通常保育    
８:３０∼１４:０

０
夏・冬・春休み      
８:３０∼１６:３０

１４:００∼１８：００預かり保育

菩提樹の森幼稚園

●預かり保育

●その他 ●一日の流れ

●主な年間行事

園の特徴

モットー

膝折の一乗院の境内に隣接し、雑木林に囲まれた自然の中に園合は建てられています。

園庭には緑の芝生が生え、町の喧騒から離れた自然豊かな環境に恵まれています。子ど

もたちが初めて出会う集団生活の場で、和顔愛語を実践する教師とともに、ゆっくりた

しかに子どもたちは育くまれます。さらにお釈迦様が説かれ導いたみ教えを通して、み

仏の子である幼児を心豊かでやさしい健やかな子どもに教え育くんでおります。一人一

人の子どもたちの命を光り輝かせ、さらにすべての命有る生き物の生命を最も大事にす

ることを大切に取り組んでいます。

３歳児 ４歳児 ５歳児

定員 120名 90名 120名

保育料 27,000円 25,000 円 25,000円

入園料 ３年 ６０，０００円 ２，１年 ３０，０００円

その他費用等 制服・体操服等一式 ３２，３００円～

給食費、冷暖房費、遠足代、健診代、おいも堀り代、絵本代、用品代など

春 入園式、遠足、はなまつり、参観日

夏 プール活動、じゃがいも掘り、パーティー、

盆踊り、お泊り会

秋 運動会、遠足、さつまいも掘り、パーティー

冬 発表会、作品展、おわかれパーティー、学校

見学、卒園式

利用区分 時間等 料金

日額

（スポット利用）

朝 （０８：００～０８：３０） ２００円／回

夕方 （保育終了後～１８：００） ３００円／時間

長期休業期間中（０８：３０～１６：３０） 半日1,000円/一日 2,000円

月額

（定期利用）

平日 （保育終了後～１８：００） １２，０００円

長期休業期間中（００：００～００：００） ―円

夏休み預かり保育 実施 冬休み預かり保育 実施 春休み預かり保育 実施

休園日
土日祝日

＊土曜日行事あり

バス送迎 〇

昼食
給食あり

お弁当 週 2日

住所 朝霞市膝折町１－１６－１７

TEL ０４８ｰ４６１ｰ０２４０

住所 朝霞市膝折町１－１６－１７

TEL ０４８ｰ４６１ｰ０２４０
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長期休暇期
間中の保育

8:00

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

通常

登園
自由遊び
等

日課活動
（体操・
音楽・英
語・自由
遊び等）

昼食

～15：00
降園

通常保育
8：30～
15：00

夏休み、冬休
み、春休み
8：00
～

17：00

15：00～18：00
預かり保育

なみきの幼稚園

●預かり保育

●その他 ●一日の流れ

●主な年間行事

園の特徴

モットー

「行くのが楽しみな幼稚園」「元気が出てくる幼稚園」

３歳児 ４歳児 ５歳児

定員 12０名 140名 140名

保育料 25,700円 25,700 円 25,700円

入園料 60,000円

その他費用等 制服一式 25,000円程度 体操服一式 7,400 円

絵本代 500円 父母の会協力費 800円

春 春の遠足

夏 大音楽会

秋 大運動会

冬 クリスマスおゆうぎ会

利用区分 時間等 料金

日額

（スポット利用）

朝 （ ８：００～ ９：００） 100円／回

夕方 （保育終了後～１８：００） 600円／回

長期休業期間中（ ８：００～１７：００） 1,000円／回

月額

（定期利用）

平日 （００：００～００：００） ×

長期休業期間中（００：００～００：００） ×

夏休み預かり保育 実施 冬休み預かり保育 実施 春休み預かり保育 実施

休園日

土日祝

冬休み、春休み

創立記念日（2/15）

バス送迎 〇

昼食
給食 週 4日

お弁当 週 1日

住所 新座市野火止８－２－１６

TEL ０４８ｰ４７９ｰ３１２１
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旭幼稚園

●預かり保育

●その他 ●一日の流れ

●主な年間行事

園の特徴

モットー

心豊かな明るい子ども、皆と仲良く遊べる子ども、最後までがんばる子どもを教育方針とし、良

心的な情操教育を目指しています。

３歳児 ４歳児 ５歳児

定員 105名 105名 105名

保育料 26,500円 26,500 円 25,200円

入園料 90,000円

その他費用等 制服一式 夏・冬教材一式で入園時に約4万程度（体操服一式含む）

冷暖房費 年額6,000円 本代（４歳児以上）450円 父母会費 月額400円

その他行事参加費等実費相当

春 入園式・春の遠足

夏 プール・盆踊り・年長お泊り保育

秋 運動会・マラソン大会・おいもほり

冬 おゆうぎ会・ミニコンサート

ドッジボール大会

利用区分 時間等 料金

日額

（スポット利用）

朝 （０７：３０～０９：００） 300円

夕方 （保育終了～１８：３０） 680円～

長期休業期間中（０７：３０～０９：００） 1,180円～

月額

（定期利用）

平日 （０７：３０～１８：３０） 5,200円～

長期休業期間中（０７：３０～１８：３０） 5,200円～

夏休み預かり保育 実施 冬休み預かり保育 実施 春休み預かり保育 実施

休園日

夏季長期休み

冬季/春季休み

園長の定める日

バス送迎 ×

昼食
給食 週3日

お弁当 週２日

住所 東京都練馬区旭町３－３１－３

TEL ０３ｰ３９３９ｰ１６９６
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和光市・和光市近隣幼稚園一覧表

市 幼稚園名 住所 連絡先

和光市 小羊幼稚園 本町１５－１６ ０４８－４６３－３１７４

新倉幼稚園 下新倉２－４５－５ ０４８－４６６－２０８０

やまと幼稚園 白子３－１２－１ ０４８－４６１－６９６２

大和すみれ幼稚園 南１－２－２ ０４８－４６２－０３７０

朝霞市 朝霞幼稚園 幸町３－５－１６ ０４８－４６３－７９１５

朝霞たちばな幼稚園 宮戸３－７－１ ０４８－４７３－８７８７

あさか台幼稚園 根岸台７－２－６ ０４８－４６１－６７５３

朝霞なかよし幼稚園 北原２－７－１６ ０４８－４７２－５７３９

朝霞花の木幼稚園 田島１－１２－１ ０４８－４５６－００５５

第二朝霞幼稚園 さいか幼稚園 西弁財１－６－１７ ０４８－４６１－６０３９

根岸幼稚園 根岸台４－８－３８ ０４８－４６１－７１１２

菩提樹の森幼稚園 膝折町１－１６－１７ ０４８－４６１－０２４０

新座市 大和田しらかば幼稚園 大和田４－１６－１８ ０４８－４７７－３６５７

おくだ幼稚園 大和田１－３－１４ ０４８－４７７－２０２５

かきの木幼稚園 東北２－２５－１０ ０４８－４７１－３２７０

かたやま幼稚園 野寺２－１５－１２ ０４８－４７８－５８２２

こばとの森幼稚園 新堀３－９－３６ ０４２－４９１－４１７９

十文字女子大附属幼稚園 菅沢２－１－２８ ０４８－４７７－３５２１

第一新座幼稚園 大和田４－２－２４ ０４８－４７９－３３６６

第二新座幼稚園 新座３－４－１２ ０４８－４７７－１０１０

なみきの幼稚園 野火止８－２－１６ ０４８－４７９－３１２１

美鈴幼稚園 片山２－１２－１２ ０４８－４７９－１３３１

明彩幼稚園 野寺１－１１－１０ ０４２－４７３－３４５２

わかのび幼稚園 東１－８－２ ０４８－４７８－５２２３
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和光市近隣幼稚園一覧表

区 幼稚園名 住所 連絡先

板橋区 きよみ幼稚園 高島平７－３７－６ ０３－３９３９－５４３８

みその幼稚園 三園１－３０－１ ０３－３９３０－６６１０

成増幼稚園 成増４－３０－１４ ０３－３９３０－０８３１

成増すみれ幼稚園 成増１－３５－１ ０３－３９３０－０２０４

松月院幼稚園 赤塚８－４－９ ０３－３９３０－９５００

みやこ幼稚園 成増１－５－７ ０３－３９７５－５３６９

大東文化大学附属青桐幼稚園 高島平３－６－１ ０３－５３９９－７７００

淑徳幼稚園 前野町５－３２－８ ０３－５３９２－８８７７

赤塚幼稚園 赤塚２－３－１２ ０３－３９３０－０９９０

板橋富士見幼稚園 宮本町２９－１ ０３－３９６５－７００１

こうま幼稚園 高島平８－２１－１３ ０３－３９３５－０１７６

板橋明星幼稚園 板橋３－２５－２４ ０３－３９６４－３４７８

板橋わかくさ幼稚園 南町５５－７ ０３－３９５５－６４６８

落合幼稚園 板橋２－２０－１ ０３－３９６３－０４０７

かごめ幼稚園 大谷口北町３９－１ ０３－３９７２－４９２０

サンシティ聖母幼稚園 中台３－２７－３ ０３－３９３７－８３８６

城山みどり幼稚園 坂下２－２２－１０ ０３－３９６６－４６４６

城山幼稚園 志村２－１６－２ ０３－３９６６－５２６２

帝京幼稚園 加賀２－１０－１ ０３－３９６４－４０４２

帝都幼稚園 常盤台１－６－２ ０３－３９６０－１３７０

東京家政大学附属みどりが丘幼稚園 加賀１－１８－１ ０３－３９６１－９９９７

ときわ幼稚園 常盤台４－１２－４ ０３－３９３６－８７３４

常盤台めぐみ幼稚園 常盤台２－３－３ ０３－３９６７－９４２４

徳丸幼稚園 徳丸１－２２－１４ ０３－３９３３－２８５３

中台幼稚園 中台３－１８－２１ ０３－３９３５－２４０７

なでしこ幼稚園 双葉町１７－１９ ０３－３９６１－５６５６

ふたば幼稚園 上板橋２－４０－３ ０３－３９３３－２３３２

前野幼稚園 前野町４－２０－８ ０３－３９６０－３９４８

まきば幼稚園 徳丸２－９－７ ０３－３９３３－７３３７

まるやま幼稚園 四葉２－２７－２５ ０３－３９３０－５２１３

緑が丘幼稚園 東新町２－１６－１３ ０３－３９５７－４９９２

むかいはら幼稚園 向原２－３１－３ ０３－３９５８－２２６６

武蔵野音楽大学第二幼稚園 小茂根４－１３－２ ０３－３９５６－５９５５

椎竹（わかたけ）幼稚園 蓮根２－９－２３ ０３－３９６６－３３４０

区立高島幼稚園 高島平２－１８－１ ０３－３９３４－５８４８

区立新河岸幼稚園 新河岸１－３－３－１０１ ０３－３９３７－６６４０
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和光市近隣幼稚園一覧表

区 幼稚園名 住所 連絡先

練馬区 旭幼稚園 旭町３－３１－３ ０３－３９３９－１６９６

中里幼稚園 大泉町１－１９－６ ０３－３９２２－００９５

さかえ幼稚園 高松４－８－１３ ０３－３９９９－３００９

高松幼稚園 高松６－１６－２８ ０３－３９９６－８１０１

大泉文華幼稚園 大泉学園町２－６－１９ ０３－３９２２－１００３

大泉学園幼稚園 大泉学園町４－５－１０ ０３－３９２３－０１２３

大泉双葉幼稚園 大泉学園町７－１０－２３ ０３－３９２４－２３０３

田柄幼稚園 田柄２－１７－２７ ０３－３９３０－４４０６

愛和幼稚園 南田中２－２３－３０ ０３－３９９６－８２５９

江古田幼稚園 旭丘１－６８－２ ０３－３９５１－６３１２

大泉幼稚園 東大泉１－２７－３０ ０３－３９２２－００７２

大泉小鳩幼稚園 大泉学園町３－１７－６７ ０３－３９２４－８２８０

大泉富士幼稚園 南大泉２－３１－２０ ０３－３９２５－２５２５

上石神井幼稚園 石神井台８－１０－２８ ０３－３９２０－５１２１

北町カトリック幼稚園 北町３－１６－１ ０３－３９３１－１６６１

向南幼稚園 向山２－２２－３０ ０３－３９９９－１９３９

石神井幼稚園 石神井町８－４５－７ ０３－３９９７－２５３９

石神井南幼稚園 下石神井４－２１－２３ ０３－３９９５－４３７３

寿福寺幼稚園 春日町３－１４－２４ ０３－３９９９－８７３９

寿福寺第二幼稚園 春日町４－３３－２ ０３－３９９０－１９８７

浄風幼稚園 豊玉南１－７－１８ ０３－３９９３－６０１０

白ふじ幼稚園 石神井台４－２１－２２ ０３－３９２０－４３３５

信愛学舎みどり幼稚園 平和台１－２３－２ ０３－３９３３－２６５０

清心幼稚園 石神井町６－２０－１２ ０３－３９９６－０３７４

進幼稚園 西大泉１－２３－１ ０３－３９２４－４４２３

関町カトレヤ幼稚園 関町南４－１－２７ ０３－３９２０－０３１６

関町白百合幼稚園 関町北４－１６－５０ ０３－３９２０－１８８３

関町ちぐさ幼稚園 関町北２－１１－３ ０３－３９２０－９１１０

中新井幼稚園 中村北３－７－２ ０３－３９９９－５０６２

南光幼稚園 富士見台４－１１－３ ０３－３９９０－５１７１

練馬幼稚園 高松１－１０－５ ０３－３９９９－４０１０

練馬白菊幼稚園 土支田３－１２－２３ ０３－３９２２－１８３５

練馬ひかり幼稚園 三原台１－１１－３４ ０３－３９２４－８３８３

ビクター幼稚園 桜台５－１１－５ ０３－３９９１－８０９０

不二幼稚園 北町７－２－８ ０３－３９３１－９２３４

ほうや幼稚園 南大泉４－４５－５ ０３－３９２２－３３２３

みずほ幼稚園 東大泉５－２７－８ ０３－３９２２－１２０８

武蔵野音楽大学第一幼稚園 桜台６－１３－３ ０３－３９９１－０７４１

りっこう幼稚園 小竹町２－４３－１２ ０３－３９７２－１１５２

区立光が丘さくら幼稚園 光が丘２－４－８－１０１ ０３－３９７６－２５６２

区立光が丘むらさき幼稚園 光が丘３－３－５－１０１ ０３－３９７６－７２２１

区立北大泉幼稚園 大泉町２－４６－６ ０３－３９２５－６０９２
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※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のた

め、記載されている行事、イベント等が実施

されない場合がありますのでご了承ください。

認定こども園の紹介
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和光なかよしこども園
※和光なかよしこども園は幼保連携型認定こども園です。２、３号認定の方の入園申込みから入園決定、保育料の決定まで

和光市が行います。１号認定の方はこども園と直接契約になります。

所在地 〒３５１－０１９２

和光市広沢１－５－５３

電話番号 ０４８－４５８－３９６０

FAX 番号 ０４８－４５８－３９６１

開設年月日 令和３年４月１日

運営形態 民設民営

運営 社会福祉法人 光輪会

対象年齢 生後５７日～５歳児（就学前）

定 員 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

６ ８ １２
２号認定：２１

１号認定：３

２号認定：２１

１号認定：３

２号認定：２２

１号認定：４
１００

標準保育時間

（月～土）

【２．３号認定】

午前７時００分～午後６時００分までの必要な時間。（勤務時間・通勤時間で算出します）

【１号認定】

午前８時３０分～午後２時３０分（月～金）

休園日 日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日～1月 3日）、園長が必要と判断した日（災害、感染症 等々）

時間外保育時間

（月～金）

午後６時００分～午後７時００分までの間の必要な時間。（勤務等の状況による）

※時間外保育は１歳児クラスから利用できます。

※保育料とは別に時間外保育料がかかります。

保育料以外の

徴収

（予定）

スポーツ振興センター掛け金２４０円/年、連絡ノート（０歳児のみ）、布団維持費、カラー帽

子、名札、出席ブック、集金袋、給食費 等。

その他、スモック、体操着等、年齢に応じてかかる費用が異なります。

詳しくは園ホームページに掲載しております。

職員の職種 園長・主幹保育教諭・保育教諭・事務員・調理員（委託予定）

健康管理 身長測定（年４回）・内科検診・歯科検診・手洗いうがい指導・歯磨き指導

保育標準時間認定の方 18：00～18：30 150 円/30 分 18：30～19：00 100 円/10 分

保育短時間認定の方 7：00～7：30 200 円/30 分 7：30～8：30 150 円/1 時間

16：30～17：00 100 円/30 分 17:00～18：00 200 円/1 時間

18：00～18：30 150 円/30 分 18：30～19：00 100 円/10 分

１号認定の方 7：00～7：30 200 円/30 分 7：30～8：30 150 円/1 時間

14：30～15：30 100 円/1 時間 15：30～16：30 100 円/1 時間

16：30～17：00 100 円/30 分 17：00～18：00 200 円/1 時間

○給食○
園内の給食室でおやつも含め調理を行います。
旬の食材など積極的に取り入れ、二十四節気も意識して提供しています。

アレルギー対応の有無 有。 医師の診断書・指示書に基づき、保護者面談の上、原則的は除去食対応をして

います。（アレルギーの程度、除去品目数によっては、お弁当持参の場合があります。

県道109号

国道254号

和光市駅

和光市駅南口

広沢

小学校
第二

中学校

和光消防署

和光なかよしこども園

和光市役所

和光市駅（南）

和光市駅入口

和光市役所入口



37

○教育・保育理念・方針・目標○

教育・保育理念

１、『清く』『正しく』『情け深い』人格の形成を目指します。

２、愛と夢と情熱を持って、子どもの成長に関わらせていただき、これからの日本を、そして 世

界を背負ってたつ人間を育てます。

３、社会に貢献できる園、そして人となります。

幼児期は大木の根っこの時期です。このとき培ったものが生涯の基盤となり、後の《集中力・

自発性・想像力》へと繋がっていきます。大切なお子様が大輪へと育ちますよう、以下の方針と

目標を掲げ、教育・保育に取り組んでいきます。

教育・保育方針

『耐える心と乗り越える力』を培う教育・保育を目標に、心身共に健康で心豊かな園児の育成を

目指します。

教育・保育目標

(１)挨拶のしっかりできる子ども

挨拶はコミュニケーションの第一歩です。明るく元気に誰にでも挨拶が出来る子どもを育てます。

(２)人の話をしっかり聞ける子ども

乳児期から絵本の読み聞かせを多く取り入れます。落ち着いた環境の中で、人の話を聞く態度を

身に付け、自分で表現する力を育てます。

(３)元気になかよく遊べる子ども

散歩や戸外遊びを通し、四季折々の自然に触れのびのびとした環境の中で、遊びを見つける力、

遊びを生み出し発展させていける力、無から有を生み出す力を育てます。

(４)根気強くやり通せる子ども

子どもの可能性を信じ、色々な事に取り組み小さな頑張りを褒め、最後までやり通す意欲を育てます。

○こども園の特徴○

季節の変化を感じられる緑豊かな環境の中で、園児一人一人に今何が大切かを考えて、教育・保育を

展開しています。中でも、絵本の読み聞かせを教育・保育の柱とし、リトミック・歌・英語・体育の

指導など様々なカリキュラムを取り入れ、幅広い体験を通して心身の健全な育成を図ってい

ます。

○その他○
主な行事

入園式・誕生会・避難消火訓練・お泊まり会・世代間交流・親子運動会・お遊戯会・お餅つき会

お別れ会・卒園式・豆まき・ひな祭り・園外活動・収穫体験 等

こども園で行っている事 異年齢保育

色々なことに楽しく取り組んで

いきます。今日はどんな発見が

あるかな？

食 育

色々な食材に触れ、楽しく

食について学びます。

絵本の読み聞かせ

絵本や紙芝居の世界を

たくさん楽しみ、自学自習

できる子どもを育てます。

・サーキット運動
・ベビーマッサージ
・主体性（遊びこみの日）
・園外保育
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