市内私立保育園概況
区分

名

称

所

令和３年６月４日更新

在

地

電 話

保 育 年 齢

送迎
バス

平日

土曜
教育・保育の内容・特徴

開園

閉園

開園

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。

延長保育
特別指導
標準時間

HP

短時間

ラ・フェリーチェ保育園

研究学園5丁目6番地
3

19名 875-7831

４か月～2歳

7:00

19:00

○

野外体験活動と創作を重視した保育を実践。3歳児は、全員併設のラ・
フェリーチェ保育園うさぎ組への入園が可能です。土曜日の開園時間
は、8:00-15:00。(うさぎ組は土曜日休園)

な か よ し 保 育 園

島名2888番地１（万
博公園西F30街区）
ユートピアフォーリー
フA棟1F

19名 896-8870 産休明け～2歳

7:30

19:00

○

・保険：315円/年（金額は変更になる事もあ
「食育と心の教育」に重点を置き、食材にこだわった給食の提供と一人ひ ります。）
とりに寄り添った丁寧な保育を心掛けている。
・連絡ノート、絵本代：500円/月
18:30～ 100円/10分
2歳児は提携先のぐっどふれんど保育園の3歳児クラスに移行できます。 ・保護者会運営費：500円/月）
・カラー帽子代：1,000円程度（入園時）

7:30～8:30 100円/10分
16:30～
100円/10分

7:30

19:00

○

・おやつ代：2,592円/月
0、1、2歳児の混合編成クラスです。乳幼児一人ひとりの心身の発達を大
・スクールバス代：3,000円/月
切にしながら、個々のペースに合わせ、家庭の匂いのする雰囲気の中で
・父母の会会費：300円/月
の保育を心掛けています。
・諸経費（帽子代）：500円/月

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

7:15

19:15

○

一人ひとりの子どもが、保育者との十分なスキンシップにより心身ともに
・スモック、通園カバン、カラー帽子：入園児
快適に過ごすことができ、基本的生活を身につけ、安心できる環境の下
・教材費等：2,000～5,000円程度（入園時
18:16～ 300円/回
で自分の意思や欲求を言葉で表出できるようになるよう、家庭的雰囲気
（クラスによって異なる））
のなかで保育していきます。

7:15～8:15 300円/回
16:31～ 300円/回

行事時の昼食費など（保護者分500円程
度）
保育消耗備品費1,600円/年

7:30～8:00 300円/回

7:30～8:00 300円/回
16:00～
250円/1時間

http://www.ibarak
iymca.org

・入園時諸費用 4000円（連絡帳・連絡袋
カラー帽子・名札・お誕生カード・ゴム印
傷害保険1800円/年）
・教材費 100円～500円/月

18:00～ 30分/100円

7:00～8:00 30分/100円
16:00～ 30分/100円

https://www.hosi
nooka.jp

16:00または16:30～
100円/回
19:00～
300円/回

https://step.ed.jp
/

https://www.tsuk
uba-hoikuen.com

ど

ん

ぐ

り 松塚657番地

し い の 木 保 育 園 学園南3丁目24番地7

18名 857-5571 産休明け～2歳

18名 886-3617 産休明け～2歳

有（満2歳）

・工作用品代：3,000円程度/年

18:00～19:00 500円/回
(月額最大6,000円)

7:30～8:00 200円/30分

短時間保育以外
500円/1時間
(月額最大6,000円)

http://www.tharm
ony.or.jp

YMCAつくばオリーブ保育園 東新井24番地7

19名 852-4128

1歳～2歳

7:30

19:00

○

『一人ひとりを大切にする』『人と人とのつながりを育む』
『感謝を伝える』ことを大切にしています。
ＹＭＣＡを通してつながる一人ひとりが、出会えたこと、
ただいてくれること、それだけでうれしい。そんな“家族”
のような結びつきを、ＹＭＣＡに集まる人々とともに喜
び、歩んでいきたい。
茨城ＹＭＣＡの願いです。

流 星 （ ほ し ） の 丘 保 育 園 流星台12番地10

19名 829-7751 産休明け～2歳

7:00

19:00

○

家庭を応援し、心地よく生き生きと幸せな環境で子ども
の豊かな未来を育むために、園児ひとりひとりをしっか
り見つめた保育を行い、子どもたちの成長を保護者とと
もに喜びを分かち合える保育を目指す。

○

●お子さまを安心して預けられるもう一つの家、ご家庭の代わりになるよ
うお子さまへ愛情を持って接し、豊かな人間性、健やかな成長を育みま
す。
○規則正しい
生活習慣からお子さまが心身共に成長できる保育を行います。
無
○遊び、散歩や園内活動で運動、感覚の発達を育てます。
○集団生活を通じ、表現力や協調性を育てます。
○ご家族との信頼関係を築き、お子さまの成長を一緒に考えます。
【随時見学を受け付けています。】

18:30～
19:00～

①聖書のお話やお祈りから、愛され大切な存在であることを知り、安心し
て過ごせる環境を整えていきます。
②神様から与えられた個性を大切にし、伸ばし育てていきます。
・保険：300円/年
③子どもたちの「やりたい」「知りたい」という気持ちを大切にし、チャレン ・保育消耗品費：2歳児 200円/月
ジできるように関わっていきます。
１歳児 500円/月
④担任性ではありますが、小規模の特性を生かし、全職員が子どもたち
に関わっていきます。

30分毎に200円

30分毎に200円

○

・基本的なしつけ、規律ある生活習慣を体得する。・子どもの発達を理解
し、環境を整え遊びこめるように工夫する。家庭的な雰囲気の中、1人ひ
とりの子どもを大切にした保育を心がけます。
カラー帽・シーツ等 教材費
・広々とした園庭の中でのびのび生活する事ができます。
・自然豊かな優れた環境の中で乳幼児期の発達を促します。

18:30〜19:00 100円/回

7:30〜8:30 100円/1回
16:30〜19:00 100円/1時間

○

●お子さまを安心して預けられるもう一つの家、ご家庭の代わりになるよ
うお子さまへ愛情を持って接し、豊かな人間性、健やかな成長を育みま
す。
○規則正しい
生活習慣からお子さまが心身共に成長できる保育を行います。
無
○遊び、散歩や園内活動で運動、感覚の発達を育てます。
○集団生活を通じ、表現力や協調性を育てます。
○ご家族との信頼関係を築き、お子さまの成長を一緒に考えます。
【随時見学を受け付けています。】

18:30～
19:00～

100円/回
300円/回

16:00または16:30～
100円/回
19:00～
300円/回

https://step.ed.jp
/

○

●お子さまを安心して預けられるもう一つの家、ご家庭の代わりになるよ
うお子さまへ愛情を持って接し、豊かな人間性、健やかな成長を育みま
す。
○規則正しい
生活習慣からお子さまが心身共に成長できる保育を行います。
無
○遊び、散歩や園内活動で運動、感覚の発達を育てます。
○集団生活を通じ、表現力や協調性を育てます。
○ご家族との信頼関係を築き、お子さまの成長を一緒に考えます。
【随時見学を受け付けています。】

18:30～
19:00～

100円/回
300円/回

16:00または16:30～
100円/回
19:00～
300円/回

https://step.ed.jp
/

〇

保護者の方が大切なお子さまを安心して預けられる保育園を目指しま
す。月齢が低いので安全に過ごす事が出来て、お子さまが伸び伸びと安
心して過ごせる保育を心がけています。園名通り、毎日お子さまがルン
ルンと保育園に通う事が楽しくなる園にする為にスタッフ一同力を合わせ
て頑張っています。豊かな自然に恵まれた環境の中、毎日園から約30ｍ
のしらかし公園に散歩に行きます。室内では静と動の活動をバランス良く
取り入れています。お子さまが集中して遊んでいる時には保育士は温か
く見守り、お子さまの主体性を大切にします。そして将来壁にぶつかった
時に、一人でも解決出来る力を培ってほしいと願っています。

個人用工作セット：クレヨン・糊・粘土・容器
など、1-2歳の設定保育で使用する。1歳児
が1回購入。費用は4.000円程度。遠足費 18:00-19:00 1回500円、月極6，000 16:00以降 1時間500円
用:親子遠足で必要とする交通費、施設使
用料など。費用は、実費とする。

詳細は園に直接お問い合わせください。

月極料金：18:00～19:00 1･2歳児
…2,000円 0歳児…3,000円
◯保険料 ◯保育用品費 ◯活動費（洗濯
18:00～20:00 1･2歳
代、行事、オムツ処理代等）等
児…3,000円 0歳児…5,000円
時間単位料金：1･2歳児…200円
/1時間 0歳児…300円/1時間

すてっぷ保育園つくば研究
学園

小
規
模

定 員

研究学園2丁目21番
地1

19名 886-3003

6か月～2歳

7:30

19:00

はこぶね保育園

倉掛1768番地5

12名 893-6531

1歳～2歳

7:30

19:00

ソシエルみどりの

みどりの2丁目5番地
70

19名 879-9227 産休明け～2歳

7:30

19:00

島名2302番地
（諏訪C12街区20）
すてっぷ保育園万博記念公
※すてっぷ保育園諏
園
訪と同じ建物

すてっぷ保育園つくば諏訪

ルンルン保育園春日

キッズハウスゆめの森

島名2302番地
（諏訪C12街区20）
※すてっぷ保育園万
博記念公園と同じ建
物

19名 875-3700

19名 846-3888

6か月～2歳

6か月～2歳

春日4丁目26番地3

19名 846-3415

4か月～2歳

手代木2005番地４

12名 846-7465 産休明け～２歳

7:30

7:30

7:00

7:00

19:00

19:00

19:00

20:00

○

100円/回
300円/回

https://runrunhoikuen.com

市内私立保育園概況
区分

名

称

所

令和３年６月４日更新

在

地

定 員

電 話

保 育 年 齢

花畑保育園

花畑1-9-2

12名 895-8001 産休明け～２歳

クローバー保育園

竹園1丁目2-1 レー
ベンCORIS101

19名 828-6830 産休明け～２歳

送迎
バス

平日

土曜
教育・保育の内容・特徴

開園

閉園

開園

7:15

19:15

○

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。

延長保育
特別指導
標準時間

HP

短時間

詳細は園に直接お問い合わせください。

https://www.hana
batake.jp

詳細は園に直接お問い合わせください。

準備中

小
規
模

※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。
※小規模保育事業では、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。
※連携保育園について：小規模保育事業を利用している場合、３歳児クラスから連携施設に編入することができます （編入できる人数は施設によって異なります）。 詳しくは直接園にお問い合わせください。
・ラ・フェリーチェ保育園及びルンルン保育園春日 → ラフェリーチェ保育園うさぎ組（認可外）（認可施設への入所を希望される方は、入所申込が必要となります）
・どんぐり、ＹＭＣＡつくばオリーブ保育園及び流星の丘保育園 → 認定こども園栄幼稚園
・しいの木保育園 → かつらぎ保育園
・すてっぷ保育園つくば研究学園 → 東平塚保育園、さくら学園保育園、（仮称）つくばさくら保育園
・はこぶね保育園 → すみれ保育園、（仮称）木の間インターナショナル保育園
・ソシエルみどりの → ひまわり保育園、みどりの保育園
・すてっぷ保育園万博記念公園 → アカデミア保育園、島名保育園、田中保育園、吉沼保育園、（仮称）つくばさくら保育園
・すてっぷ保育園諏訪 → アカデミア保育園、島名保育園、田中保育園、（仮称）つくばさくら保育園
※連携施設以外の施設を希望する場合は、４月入所の申込をお願いいたします。

