市内私立保育園概況
区分

名

称

認定こども園栄幼稚園

認定こども園みのり

こ
ど
も
園

所

令和３年５月27日更新

在

地

松塚667番地

高崎643番地9

定 員

電 話

60名 857-2231

送迎
バス

保 育 年 齢

３・４・５歳児

160名 873-2540 産休明け～５歳

有
（満２歳）

有
（３歳児）

すみれ保育園

小野崎311番地1

90名 858-1202 産休明け～５歳 無

成蹊幼稚園

天宝喜663番地

50名 873-8251

豊里もみじこども園

つくば中央保育園

学園の森こども園

土田13番地34

赤塚480番地7

学園の森2丁目14番地6

３・４・５歳児

90名 847-2830 産休明け～５歳

有
(3歳児）

有
（満3歳）

103名 846-1003 産休明け～５歳

柴崎818番地1

90名 897-3722

６か月～５歳

かやまるこども園

上萱丸154番地1

72名 875-5311 産休明け～５歳

教育・保育の内容・特徴

延長保育
特別指導

7:30

19:00

〇

・おやつ代：2,592円/月
仏教の理念に基づき、幼稚園教育・保育要領の五領域（健康・人間関係・環境・
・スクールバス代：3,000円/月
言葉・表現）を修め、「智・情・意」のバランスのとれた保育に力を注ぎ、明るく元気
・教材費：2,000円/月
でたくましく、我慢強い子どもを育てています。
・父母の会会費：300円/月

7:30～8:00 200円/30分

7:30～8:00
200円/30分
17:01～19:00 200円/30分

〇

教育に特化した学校法人が運営する認定こども園として、すべての基礎となる健
康な体作り、人との関わり方、就学に向けての心の育ちや知育にと、まんべんな
く行き届く保育を心掛けている。だが、どちらかというと芸術分野に特化している。
1号認定の時間に余裕のある保護者の方に協力をお願いして、園に出向いて頂
き、お母さん先生やお父さん先生になっていただくと、子どもたちが新鮮な感じで
指導を受け入れられ、新たな発見が続いている。
5歳児のマーチングは必須の活動として、系列園のわかば・キラメキの園児と心
を合わせ、音を合わせ、動きを合わせて大会に臨み、すべての園児を充実感や
達成感の虜にする。
幼稚園教諭・保育士資格を有する担任達に加え、各分野の専門家を講師に迎
え、さらに有能な補助スタッフを多数抱えて、自信あふれる元気な子どもたちを育
てられていると自負している。

・給食費：7,420円/月（2号認定）
・主食費：1,680円/月（副食費免除者）
・絵本代：370～450円/月
・教育充実費：
500円/月（3歳児）
800円/月（4歳児）
1,000円/月（5歳児）
・バス代：3,820円/月（利用者のみ）
・その他：行事参加代、制服代
・午睡用布団レンタル代
（0～2歳児、希望制）

7:00～7:59 300円/1時間
19:00～19:30 300円/30分

短時間保育以外
300円/1時間

・食育教育 板良敷信子先生による月2回の指導
・英会話教育 外国人講師による週4回の英会話
・アートスクール 浅見俊也先生による月2回のアート教室
・音感教育 沖縄エイサー組踊り、ヒップホップダンスの導入、発表会

・お昼寝マットレンタル代：500円/月
・主食代：2,000円/月
・副食費：4,500円/月
・教材費、アルバム写真代：500円/月
・食育指導料：1,000円（2歳以上児）
・アート教室：3,000円/月2回（3歳以上児）
・英会話教室費：10,000円/月（4,5歳児）

18:０0～ 30分毎150円

-

7:00

19:30

HP

短時間

短時間保育以外
30分毎150円

4歳以上児 ピアノレッスン
（希望者のみ）

お絵描き
マーチング
歌
英語
書写
体操
ダンス

食育指導/月2回
英語/週4回（４．５歳児）
（3歳児週1回）
エイサー指導/運動会
アートスクール/月2回（3歳児以上）
ダンス指導/週1回

https://ameblo.jp/
minoriandwakaba/
https://ameblo.jp/h
i-ho-minori012/

https://www.swcnagatanagasaki.com/

20:00

7:30

18:30

・子どもの好奇心を満たし、体力作りに適した物的環境作り
・子どもの自主性を伸ばすよう保育者が援助
・お友だちにやさしい気持ちを持てるようなゆったりした園生活
・国際感覚が遊びの中で身につくような英語環境
・ルールを守り、グループに溶け込めるよう時間をかけて指導

・バス代：3,000円/月
・給食費：310円(1食)
・英会話レッスン代：1,500円/月(年長児のみ)
・制服代：約45,000円
・絵本代：430円/月
・ピアジェ教材：288円/月(年中・年長児のみ)

19:00

・素直に、仲良く、元気な子に育つ事を念願し、和の精神
を基とした宗教的（仏教的）情操を養う
・仏教教育の理念である３綱領を基に、月の徳目（ねら
い）に重点を置いた保育を行ない、「人格の完成」に導く
・「いかせいのち」をモットーに、自分のいのちと同じよう
に他人のいのちも大切にする心を育てる
・すべてのものに感謝し、素直で思いやりのある子に育
てる
・教育と保育を一体的に行なう認定こども園法に示され
た目的に基き、よい環境の下で、心身共に健康なよい子
を育てる。

【全園児】
・教材費：必要に応じて
・補助活動費：1,400円/月、1,900円/月（年長組
のみ）※年度末決算
・父母の会費：100円/月
【2号・3号認定児】
【幼児部】
・制服代：冬服3万円程度、夏服2万円程度
18：30～19：00 200円/回
・体操服・制帽・通園カバン等
19：01～ 500円/15分毎
・バス後援費：4,000/月（利用者のみ。
片道割引あり、兄弟割引あり）
・給食費：4,000円/月（1号児、8月無し）
・主食費：1,400円/月（2号児）

祝日保育を実施 広々とした園庭でのびのびと遊べる環境
土曜日最長午後7:00まで開放
専門講師による教育活動を実施
3歳以上児体操教室 4,5歳児 英語教室 5歳児ICT教室

・かばん、体操服、スモック代 、絵本代
・行事費 3歳未満児300円・3歳以上児500円
・年長児のみアルバム代

平日
18:30～20:00 200円/回
土曜
18:30～19:00 100円/回

平日
17:00～18:29
18:30～20:00
土曜
17:00～18:29
18:30～19:00

○

吉沼保育園、さくら学園保育園、吉沼幼稚園の姉妹園です。「知育・徳育・体育・
音楽」の日課活動を通じ、幼児期からの人格形成に取組んでいます。
①もじ・かず・ちえのプリントあそびや英会話など知的体験により知的能力を高め
ます。
②毎朝の体育ローテーションと年間を通じた体育活動により健全な心身を育みま
す。
③優しい思いやりの心の育くみと音楽教育への取組みにより豊かな情操を育み
ます。

・主食代：6,000円/月（3歳以上児）
・絵本代：370円/月（1歳児）
380円/月（2歳児）
700円/月（3歳以上児）
・英語レッスン：1,000円/月（2歳以上児）
・その他：かばん、体操服、教材費

①7:15～7:30
②18:30～19:00
③19:00～19:30 各500円
ただし①、②は1か月上限5,000円

①8:00～8:30
②16:30～17:30
③17:30～18:00 各500円

体育レッスン週1回（2歳児以上）
英語レッスン月3回（2歳児以上）

https://yosinuma.e
d.jp/kodomoen/

・給食費 5,500円（1号）・8,450円（2号）
・教材、制服、体操服、リュック代
7:00～8:00
・絵本代：400円程度
0～2歳児 600円/1時間
・バス代：3,000円（原則1号のみ）
3～5歳児 300円/1時間
・その他：誕生会ケーキ代、行事集合写真代、遠
足代、保険料

16:00～19:00
0～2歳児 600円/1時間
3～5歳児 300円/1時間

国際化・異文化教育
体育指導 モンテッソーリ教育

http://www.miyagaku.jp/ryusei

7:30

20:00

19:30

〇

標準時間

7:00

〇

〇

7:00

19:00

○

「未来」「想像」「誠実」の教育理念の基、やさしい子、たく
ましい子、創造的な子を育む教育をします。幼児期は動
機を育てる時期、子どもの意欲と可能性を引き出し、子
どもの未来を育て、子どもの成長を第一に考えた幼児教
育を行っていきます。
（特色）
・クラスの枠を越えた縦割りでの教育活動
・常勤外国人教師による環境を通した国際化・異文化
教育
・コミュニケーション能力を育てる話し合い活動
・体育指導 ・モンテッソーリ教育 ・全面芝生の園庭

7:00

19:00

○

詳細は園に直接お問い合わせください。

※早朝・延長の保育時間は、保育に欠ける状況により決定します。
※認定こども園（２・３号）では、延長保育等の場合、利用料やおやつ代等の費用を徴収する場合があります。詳細は園に直接お問い合わせください。
※バスの運行経路につきましては、園に直接お問い合わせください。
※認定こども園みのりの土曜保育は、生後20か月を経過した児童のみ利用可能です。

主な実費徴収
※こちらの記載のほかにも、日用品等の費用が
掛かる場合もありますので、詳しくは各園にお問
い合わせください。

開園

7:15

有
(原則1号
のみ）

土曜

閉園

7:30

90名 896-8270 産休明け～５歳

みどり流星こども園

平日
開園

7:30～8:30
200円/1時間
16:30～17:30 200円/1時間
17:31～18:30 100円/30分

【2号・3号認定児】
7：30～ 8：00 100円/回
16：30～17：30 100円/回
17：30～18：00 100円/回
18：00～18：30 100円/回
18：30～19：00 200円/回
19：01～ 500円/15分毎

200円/回
200円/回

(正課内)体操教室、英会話(年長児のみ)
http://seikei(課外)
kids.sakura.ne.jp/
体操教室、バレエ教室、ピアノ教室、バトン教室

体育教室 週１回
（２歳以上児）
リズムダンス教室
月２回（４歳以上児）

http://momijiac.holy.jp/momiji3/

（課外）
体操教室
ピアノ教室

年長児
月１回
ICT授業

http://www.chuuou
-gakuin.jp/tsukuba/

200円/回
100円/回

http://www.hoshino
miya.com/kayamaru
.html

