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報

◆市内幼稚園◆

◆市外幼稚園・幼稚舎◆

① あんず幼稚園

⑩ 狭山ひかり幼稚園

⑫

仏子1089-34 ℡04-2932-6464

② いるま幼稚園

狭山市鵜ノ木7-18 ℡04-2952-8700

⑪ けやの森学園幼稚舎

⑪

久保稲荷1-25-3 ℡04-2964-2498

狭山市根岸2-5-2 ℡04-2954-4515

⑩
③ 角栄幼稚園
東藤沢4-15-20 ℡04-2962-4578

⑫ 武蔵野短期大学附属幼稚園
狭山市上広瀬1110 ℡04-2954-2521

⑦

④ 白梅幼稚園

⑬ 如意輪幼稚園

①

下藤沢750 ℡04-2963-0503

⑤ 武蔵野音楽大学武蔵野幼稚園

瑞穂町箱根ヶ崎137 ℡042-557-4183

⑭ 所沢ひまわり幼稚園

⑤

②

中神741-1 ℡04-2932-1640

所沢市三ヶ島4-2282 ℡04-2949-0426

⑧

⑥ めぐみ幼稚園

⑥

④

小谷田1-7-9 ℡04-2962-2300

⑨

⑦ 元加治幼稚園
野田1585 ℡04-2932-0184

⑧ 若杉幼稚園

⑭
⑮

下藤沢1281-11 ℡04-2964-1292

⑨ わかばの森幼稚園
上藤沢694-1 ℡04-2962-6055

⑬

⑮ 三ヶ島幼稚園
③

所沢市三ヶ島3-1410 ℡04-2949-1611

◆幼稚園情報（市内）◆
地図番号・幼稚園名

① あんず幼稚園

② いるま幼稚園

③ 角栄幼稚園

④ 白梅幼稚園

所在地・連絡先

仏子1089-34 ℡ 04-2932-6464
仏子駅より徒歩7分

久保稲荷1-25-3 ℡ 04-2964-2498
扇町屋団地バス停より徒歩5分

東藤沢4-15-20 ℡ 04-2962-4578
武蔵藤沢駅より徒歩10分

下藤沢750 ℡ 04-2963-0503
武蔵藤沢駅より徒歩10分

70台

50台

―

60台

8:30～14:00（月は8:30～11:30）

8:30～14:00
7:30～8:30 14:00～18:00
（長期休み 9:00～17:00）
年長 2クラス
年中 2クラス
年少 2クラス
約120人

8:30～14:00
7:30～8:30 14:00～18:00
（長期休み 8:00～17:30）
年長 3クラス
年中 3クラス
年少 3クラス
約250人

○

○

交通アクセス
駐車台数
開園時間
預かり保育

14:00～18:30

園児数

年長 3クラス
年中 3クラス
年少 4クラス
約200人

8:30～14:00
7:30～8:30 14:00～19:00
（長期休み 7:30～19:00）
年長 3クラス
年中 4クラス
年少 4クラス
約300人

○

○

通園バス
制服
昼食
障がい児の受け入れ

園の特徴

なし
体育着・スモック・冬服等
夏冬制服・体育着・スモック等
自園給食（火・水）
給食（月～木）
給食（月・水・金）
弁当（木・金）
弁当（金）
弁当（火・木）
応相談
応相談
応相談
■自主性を大切にした保育を進め、生 ■”まず健康、丈夫な体作りをする。父 ■『笑顔、元気、活気にあふれ、「生き
活する力を育てる。
母を尊び兄弟や友だちに対する思いや る力」と国際感覚を育てる幼稚園』
りの心を養う。たくさんの仲良しの友だ ①英語遊びと毎日のふれあい
●保育理念●
ちを作らせる。良い環境→良い設備→ ②「めざましあそび」教材で、意欲、
・自然とともに生きる中で、しなやかな 良い先生→良い家庭→伸びゆく子ど
積極性、論理性、創造性等の基
心をはぐくむ
も。基礎的なしつけ、学習環境、団体
礎づくり
・よく動く体を作る
生活のルール等を身につけさせ自信を ③体操の先生と一緒に体づくり
・知ることを楽しみ、よく考え、豊かな
持って小学校へ進めるようにする。”
④手作りの掲示物があふれる豊かな
表現力、想像力を養う
という保育理念に基づき、年少さんから
教育環境
・仲間と出会い、共に生きる
きちんと座ってお話を聞く姿勢を大切 ■今の幼稚園生活を楽しみながら、小
にしながらも、遊ぶ時は遊ぶ、節度ある 学校に続く力を育てます。
保育を心がけている。行事にも力を入 ■毎週月・水・金「園庭開放」
れている。

夏冬制服・体育着・スモック等
給食（月～金）
応相談
●めざす園児●
・仲良くする子
・元気な子
・きまりを守る子
・がんばる子
を保育理念とし、それをもとに明るく伸
び伸びした環境の中で、自由に遊べる
時間を大切にしている。子どもと教師
が一体となって活動し、子どもたち一人
ひとりを良く理解し、その可能性の芽を
引き出し、伸ばすことに努力をしてい
る。

親のサークル活動

コーラス・手芸・園芸・テニス
芽の会・ぽっぽの会（福祉）
人形劇（休部中）

―

クラスごとの母親の交流会あり

ピラティス

保護者会の活動

保護者の会（おやどりの会）
おやじの会・親子でつくろう（木工）

卒園対策委員会

父母会

（運動会やおゆうぎ会などの行事協力、
親の親睦会を兼ねた講習会）

園と提携したお稽古

―

ピアノ・剣道・エンピツらんど
英語・サッカー・新体操
バイオリン・体操教室・アート教室

わかばクラブ
（体操・お話・音楽・造形など）
英語教室・体操教室・サッカー教室

体操教室・新体操
サッカー・絵画工作
スイミング・ピアノ

未就園児の取り組み

プレ幼稚園（p.32参照）

プレ幼稚園（p.32参照）

プレ幼稚園（p.32参照）・園庭開放（p.39参照）

プレ幼稚園（p.32参照）

しらうめ会

⑤ 武蔵野音楽大学武蔵野幼稚園

⑥ めぐみ幼稚園

⑦ 元加治幼稚園

⑧ 若杉幼稚園

⑨ わかばの森幼稚園

中神741-1 ℡ 04-2932-1640

小谷田1-7-9 ℡ 04-2962-2300

野田1585 ℡ 04-2932-0184

下藤沢1281-11 ℡ 04-2964-1292

上藤沢694-1 ℡ 04-2962-6055

仏子駅より徒歩10分

武蔵台団地入口バス停より徒歩3分

元加治駅より徒歩7分

県営住宅バス停より徒歩1分

健康福祉センターバス停より徒歩2分

200台

50台

100台

10台

100台

9:00～14:00（毎週水・月1回土は～11:30）
8:00～9:00 14:00～16:00
（水 11:30～13:30）
年長 2クラス
年中 2クラス
年少 2クラス
約120人

8:30～14:30
7:30～8:30 14:30～18:30
（長期休みは8:30～17:30）
年長 3クラス
年中 3クラス
年少 3クラス
約260人

8:20～14:00
14:00～17:00
（長期休みは8:30～17:00）
年長 2クラス
年中 2クラス
年少 2クラス
約180人

8:30～14:00

○

○

夏冬制服・体育着等
給食or弁当（月・火・木・金）
※自由選択制
―
■音大附属としての音楽教育
・年長児全員の保育バイオリン
・音楽の基礎教育（オルフメソッド）
・音感教育
■大学コンサートホールでの親子コン
サート、幼稚園ホールでのミニコンサー
トなど、多彩な音楽環境を生かした行
事
■専門講師による体操・英語指導
■自然とのかかわりを大切にし、広い
園庭とゆったりした園舎で、伸び伸びと
生活し、『遊び保育』を中心として、心
身のバランスのとれた心豊かな人間形
成に努めている。

園服・遊び着等
個別オーダー制
給食or弁当（月～金）・牛乳or麦茶
応相談
■沢山の動植物に直に触れ、生活を
共にする体験を通して、生命の尊さ、
大切さを幼い時に身につける。

8:00～8:30

14:00～18:00

8:30～14:00
7:30～8:30 14:00～18:30
（長期休みは7:30～18:30)

年長 3クラス
年中 3クラス
年少 3クラス
約240人

年長 3クラス
年中 3クラス
年少 3クラス
約240人

○

○

○

夏冬制服・体育着・スモック等

夏冬制服・体育着・スモック等
給食（月・水・木・金）
弁当（火）
応相談
■広々とした農園や果樹園を所有して
おり、四季を通じての作物の栽培と収
穫の喜びを知り、感謝の心を育ててい
る。また、園庭が広く、園児たちは様々
な遊びに工夫を凝らし、伸び伸びと楽し
んで毎日を過ごしている。

体育着・園服等

給食（月～金）

応相談
■体操、リトミックをしながら丈夫な体、
豊かな情操を育てる。
■園庭が広く、近くにひまわり広場（芝
のグランド・畑など）があり、自然とのか
●保育理念●
かわりを大切にしている。
本物を見る、さわる、聞くそして知る保 ■駐車場も広いので、車での通園、来
育。お友だちとの共同生活の中で、他 園も安心。
の人たちを思いやる心を大切にしてい
る。
●保育理念●
丈夫な体を作り、友だちとの関わりを
大切にする。

自園給食（月～金）
応相談
昭和43年開園以来、今年で53年目。
●園の特徴●
■一貫して遊び中心・子ども中心の、
のびのび保育を実践しています。
■自然豊かな遊びができる、自前の森
（わかばの森）があります。
■保育園並みの長時間の預かり保育
を実施しています。
■保護者に開かれた幼稚園です。
■完全自園給食です。
■プレ幼稚園が充実しています。
★ぜひ一度見学においでください。

コーラス

―

―

菜園クラブ

料理・うたごえ・人形劇・華道
BW（手作り雑貨）
ひまわり（子どもの成長が気になるママの会）

サタデーパパ
（父親有志による花壇づくりや
情報交換の会）

活動部・奉仕部など
運動会の父親組体操、母親ダンス
老人ホームの活動・絵本の読み聞かせ
農作物の収穫・音楽会の主催など

元加治父母会
ひまわり会（保護者会）

父母の会主催の親子夏祭り

バザー（10月下旬）

音楽教室が併設
（在園児は入学金免除）
体操教室

サッカー・スイミング・スポーツクラブ
英語・リトミック・ピアノ（個人）
ヤマハ音楽教室・絵画・バレエ
えんぴつラボ（文字の読み書き教室）

体操・サッカー
新体操・ピアノ

体操教室・サッカー
エンピツランド

体操教室
サッカー・水泳

プレ幼稚園（p.32参照）

プレ幼稚園（p.32参照）

プレ幼稚園（p.32参照）・園庭開放（p.39参照）

プレ幼稚園（p.32参照）

プレ幼稚園（p.32参照）

◆幼稚園情報（市外）◆
地図番号・幼稚園名

⑩ 狭山ひかり幼稚園

所在地・連絡先

狭山市鵜木7-18 ℡ 04-2952-8700

交通アクセス

稲荷山公園駅より徒歩12分

駐車台数
開園時間

あり

預かり保育

園児数
通園バス
制服
昼食
障がい児の受け入れ

園の特徴

9:00～14:00（月は9:00～11:30）
朝：希望により8:00～ 夕：保育後～18:00

（長期休みは8:00～18:00）

⑪ けやの森学園幼稚舎

⑫ 武蔵野短期大学附属幼稚園

⑬ 如意輪幼稚園

狭山市根岸2-5-2 ℡ 04-2954-4515 狭山市上広瀬1110 ℡ 04-2954-2521 瑞穂町箱根ヶ崎137 ℡ 042-557-4183
狭山市駅よりバス
狭山市駅よりバス15分
JR八高線箱根ヶ崎駅より徒歩5分
日生団地バス停より徒歩15分
あり
100台
80台
9:00～14:30（水は9:00～13:30）
8:00～9:00 14:30～17:30
夏季保育あり

8:00～9:00 14:00～18:00
（長期休みは期間を決めて実施）

9:00～14:00

8:00～14:00（水は8:00～13:00）
7:30～/14:00(13:00)～希望により19:00
長期休みの預かり保育あり

年長 2クラス
年中 1クラス
年少 3クラス
約120人

4年保育から
3～4クラス
約50人

年長 3クラス
年中 3クラス
年少 3クラス
約175人

年長 3クラス
年中 3クラス
年少 3クラス 2才児 2クラス
約315人

○（応相談）

○

○

○

体育着・夏冬制服

夏冬制服・体育着
自園給食（月・火・木・金）
弁当（水）
応相談
■「豊かな心をもったたくましい子ども
に育てよう」という教育理念のもと、下
記のようなプログラムを組んでいます。
心と体の成長を先生たち全員でサポー
トしていきます。
■広い園庭でのびのび遊ぶことができ
る。
■態度教育の実施、学習教材（絵カー
ド等）、専門講師による体操指導、朝
礼、マラソン実施。
■坐禅

一応あるが公式行事のみ 普段は不要

体育着・夏冬制服
給食（火～金）
弁当（火～金）
弁当（月）
○（インクルーシブ教育）
応相談
■少人数で家庭的
■自然体験を中心に幼保一体化した
■温かい手作り保育
生活を実践
■一人ひとりの発達について全職員が ■からだで学ぶ体験教育
課題を共有し、家庭と連携しながら「共 ■心を鍛える仏教教育
に育つ」を実践している
■社会をつくるフレネ教育
■新園舎は10年目を迎え、更にこども
の遊ぶ空間の充実、遊ぶ時間の保証
●保育理念●
－生き生きとそれぞれに生き生きと－

●保育理念●
心身ともに健康で生き生きとした豊か
な心と、自主的精神に満ちたたくましい
野生人。

生きる力を育む自然の教育

給食のみ（月～金）
応相談
■広い園舎・園庭で自由にのびのびとした
遊び
■箱根レジデンスでのお泊まり会（年長）
■武蔵野短期大学との連携
（短大教員による相談事業 学生との交流）
■1クラス20人前後の少人数で、一人ひとり
の育ちを教職員が共有。
子ども一人ひとりに心をかける・言葉をかけ
る・手塩にかけるという短大の理念を受け継
いでいる。
■平成30年4月 保育園開園
●教育目標●
・明るく素直・・・やさしい子
・すすんで遊ぶ・・・げんきな子
・友だち大好き・・・たすけあう子
・興味・関心・・・かんがえる子

＜園長先生のお寺のこんな行事＞
1/18 だるま市 2/3 節分
6/16～18 ほうずき市

親のサークル活動

リコーダーアンサンブル・コーラス
聖書を学ぶ会・手作り絵本
素話の会・手仕事部など

栽培・図書・裁縫・調理
環境整備・ふれあいマーケット

―

―

保護者会の活動

ひかり会（係活動）

父母会・父の会

柿の木会（母の会）：バザー・夕涼み会
どんぐりの会（父の会）：行事のサポート
父子で遊ぼう

父母会活動（行事の手伝い）

園と提携したお稽古

体操・造形・英語

チアリーディング・書道
サッカー・ダンスクラブ

未就園児の取り組み

このゆびとまれ！（p.11参照）
プレ幼稚園（p.33参照）・園庭開放（p.39参照）

園庭開放（p.39参照）

体育教室・サッカー教室・空手道教室
（短大・大学教員による）書道教室・英語教室

プレ幼稚園（p.33参照）
園庭開放（p.39参照）

体操クラブ・ダンス教室
ピアノ・英語教室
プレ幼稚園(p.33参照）

⑭ 所沢ひまわり幼稚園

⑮三ヶ島幼稚園

所沢市三ヶ島4-2282 ℡ 04-2949-0426 所沢市三ヶ島3-1410 ℡ 04-2949-1611
狭山ヶ丘駅より車8分

狭山ヶ丘駅より徒歩25分

80台

300台（3か所）

8:15～14:00
14:00～18:00
一部あり

8:20～14:00
8:00～8:20 14:00～18:00
（園児休園日は8:30～17:30）

年長 3クラス
年中 3クラス
年少 4クラス
約200人

年長 4クラス
年中 4クラス 年少 3クラス
2才児クラス（満3才児） 1クラス
約330人

○

○

夏冬体育着・スモック・制服
弁当（月～金）
給食（希望制）
応相談
■自然に囲まれた広い園庭
■広い果樹園
■春には菜の花が一面に咲き乱れる。
■広い畑で子どもたちが野菜を育てた
り、収穫したりする体験ができる。
■空き箱や大型ダンボールを使った、
ダイナミックな造形活動が楽しめる。

～各幼稚園で手続き～
★10月中旬～ 願書配布
★11月上旬 願書提出→面接→入園許可
★11月上旬～3月上旬
★入園説明会・一日体験入園など

※二学期になると各園で説明会が開かれます。予約が必要な園もあるので、各園に
問い合わせてみてください(^^)/

夏冬制服・体育着
自園給食（月～金）
―

■多彩なカリキュラム
①ドーム式温水プールでの専門講師による年
間を通した水泳指導
②ネイティブスピーカーの講師による英語指導
③専門講師によるリトミック・造形活動・歌唱・
鼓笛指導（年長児の鼓笛は全国大会や東京ディズニー
リゾートなどで発表しています。）・ダンス・ＩＣＴ
④毎月行われる園外保育
⑤年間を通した乾布摩擦・マラソン
恵まれた環境の中で、子どもたち一人ひ ⑥本園自然園での栽培や収穫
とりが大切にされ、また、子どもたち同士 ⑦食育（親子クッキング）⑧道徳親子講演会
が生活や遊び、行事を通して、様々なとこ ■充実した施設設備
ろで関わりあいながら、人間関係を結ぶ ①温水プール（サウナ・ドライヤー・シャワー
力や物事に対する興味や意欲を育ててい ルーム等設置）
②室内プレイルーム（室内砂場・ボールプール・
ます。
その他プレイルーム2部屋）
③ゴムチップ施工園庭
など

―

コーラスサークル

父母会活動
（行事の手伝い・季刊紙）

保護者後援会（活動は無し）

BSC
（体操教室・サッカー・新体操）
遊びの学校・花まる学習会
プチ・ソレイユ（p.11参照）

■幼稚園・認定こども園（1号認定児）
4月入園までの流れ■

英会話・体操・水泳・新体操
サッカー・ピアノ
プレ幼稚園（p.33参照）

プレ幼稚園（p.33参照）・園庭開放（p.39参照） 園庭開放（ＨＰ参照）・見学会（6月より・要予約）

■幼稚園・保育所（園）・認定こども園の違い■
●幼稚園とは●
・文部科学省管轄で、「幼児教育の場」です。
・入園する時は、直接幼稚園へ申し込みに行きます。
・入園許可は、各幼稚園が行います。
・保育料の支払いは各園へ直接支払います。
●保育所（園）とは●
・厚生労働省管轄で、「保護者が働いているなど、保育を必要とする
乳幼児を、保護者に 代わって保育する施設」です。
・認可保育園と地域型保育施設への入所（園）したい場合は、保育幼稚
園課へ申し込み、認可外保育施設を利用したい場合は、直接施設へ申
し込みます。
・保育料は、認可保育園の場合、入間市に支払い、地域型保育施設と認
可外保育園の場合は、利用している施設に直接支払います。
●認定こども園とは●
・保護者の働いている、いないに関わらず、教育・保育を一体的に行う施設
です。またすべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談や
親子の集いの場の提供などといった子育て支援を行っています。
・1号認定（保育を必要としない3歳以上の子ども）の場合は、直接利用した
い施設に申し込み、２・３号認定（保育を必要とする子ども）の場合は、保
育幼稚園課へ申し込みます。保育料は利用している施設に支払います。

