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お子さんが、親から離れてひとりで社会へ出るはじめの一歩。
「お友だちができるかしら？」「ひとりでちゃんとやっていかれるのかしら？」と、親の心配は
尽きないかもしれません。幼稚園に入る前に準備を…と、しつけを意識されたり、お子さんを早
くから集団に入れたりと、お母さんの焦りを感じることも少なくありません。たいせつなことは、
むしろそれまでご家族との関わりの中で培ってきたこと。「自分のことをたいせつに思い、いつ
でも守ってくれる人がいる」「喜びや悲しみを分かち合える人がいる」と、人や社会を信じられ

る心を持っていること。それがお子さんの力になっていくはずです。お子さんの力を信じて見守
りましょう。
それでも、幼稚園・保育園選びはつい慎重になるもの。幼稚園か保育園という二者択一の選択
肢だけでなく、視界をすこし広げて、またお子さんの個性や成長の様子に合わせて、よく考えて
決めたいものです。お母さんと一緒に参加するグループや、自然の中で活動する自主保育なども
あります。2年保育にするか、3年保育にするか、一歩を踏み出すタイミングもそれぞれでいいの
ではと感じています。
この冊子は、各園（団体）にお願いして集めた情報をまとめたものです。園の概要だけ拝見し

ても、それぞれの個性があることがわかります。手に取っていただいて、「わからない」「知り
たい」ことは直接問い合わせていただいたり、必要に応じて見学に行っていただいたりすること
をお勧めします。直接問い合わせるほどでもないという場合は、この冊子を監修したぽけっとの
職員に質問をしていただいても構いません。活用していただけましたら幸いです。
特定非営利活動法人 葉山風の子 理事長 山浦 彩子
◆略歴◆
平成11年
平成18年
平成20年
平成27年
令和2年
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風の子保育園を設立
「葉山風の子」として特定非営利活動法人化
葉山町子育て支援センターぽけっとの運営を町から委託される
小規模認可園
認可保育園設立

幼稚園・保育園選びをお子さんと楽しみながら
幼稚園は、文部科学省の指導で毎年11月1日一斉に願書受付が開始されます。そのため、多くの
方がそれまでにどの幼稚園に申し込むかを決めることになります。入園説明会や見学会に参加した
り、未就園児向けプログラムや運動会などの園行事に参加したりして、各園の考え方や保育方針、
園庭や園舎などの保育環境に実際に触れてみると、ホームページやパンフレットの情報では得られ
ない雰囲気を体感することができて、お子さんに適した幼稚園を選びやすいのではないでしょうか。
保育園は厚生労働省管轄下の児童福祉施設。保護者の就労や病気・介護などの理由で保育を必要
とする子どもの養護と教育を一体的に行っています。認可園へは審査を経て入園が認められるため、
居住地の市町村窓口に申請します。葉山町の申し込みは、葉山町役場子ども育成課(℡876-1111)へ。
お子さんといっしょに、「どんなことができるのかな？」「たのしそうかな？」と、興味津々
楽しみながら幼稚園選びができると、幼稚園に対して前向きなイメージをもてるようにもなります。
最近は、３歳に満たないお子さん対象の「プレ保育」を行う幼稚園も増えています。選択肢が広
がってよい反面、どのタイミングから始めるか迷ってしまうこともあると思いますが、そんなとき
は、お子さんそれぞれの個性をよく見て決めて
あげてください。自我が発達するこの時期は
歩みや気もちにあわせて待つことがたいせつ。
お子さんの自己肯定につながり自信を育んで
いくものです。

■■幼稚園■■
① 明照幼稚園 (施設型給付幼稚園)
教育方針：

"感性を磨く！！ 精神を磨く！！”
園はのびのびとした雰囲気です。
建学の精神は"知的ではじけた明照っ子”
見学会／説明会／園行事などの日程
教育を大切にし、各分野のスペシャリストによる指導を
受けながら、幼児期に最も大切な感性(生き抜く力)を
見学会
随時
養っていきます。
説明会
9月10日(土) 11:00～
保育時間： 8:00～14:00 定 員： 175名 教職員数： 30名
未就園児お楽しみ会 ♪9月12日(月) 園庭開放
預かり保育：月曜日から土曜日まで
♪10月2日(日) 運動会
・早朝7:30～8:00
葉山小学校校庭にて
・保育終了後～20:00まで
♪11月16日(水)
秋祭り
プレ保育： ①母子一体型(1歳児、2歳児コース)
その他、詳細はホームページをご覧ください。
②最初母子一体型、その後母子分離型(2歳児コース)
③月に一度のお楽しみ会(未就園児対象、年齢問いません)
https://www.hayama-meisho.ed.jp
※詳細はホームページをご覧ください。
※見学会や説明会、未就園児お楽しみ会は事前に電話でお申込
毎月の費用：保育料無償化 その他：6,500円 バス代：３,000円
みください。(℡046-875-1426)
お弁当注文：ご希望の方には注文を受けます。
☆年齢に合わせた『静』と『動』のバランスの取れたカリキュ
その他の特色：スペシャリストによる指導
ラムを取り入れ、一人一人の個性を大切に伸ばしながら
①体操遊び ②ネイティブによる英語遊び
③造形遊び ④リズムリトミック遊び
『人としての土台作り』をしていきます。
⑤プログラミング遊び ⑥自然観察
⑦コンサート ⑧菜園活動 ⑨海外の幼稚園との交流
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② あおぞら幼稚園(私学助成園)
教育方針： 幼稚園教育要領に伴う教育方針（人間形成の基礎を築く）

見学会／説明会／園行事などの日程

保育時間： ８:30～14:00
園児数：

105名

教職員数： 10名

説明会

10月18(火) 10:00～

延長保育： あり（14:30～18:00） プレ保育： なし

(毎週木曜日にも要予約で行います)

毎月の費用：保育料 25,700円(月額25,700円までは無償化)
活動費 500円
給 食：
バス利用：

ﾌﾟｰﾙ遊び

お問い合わせください

運動会

10月9日(日)

あり（5,500円）
★未入園児の参加種目があります。

3,500円

★毎週木曜に見学会開催、事前にお申込みください。

その他の特色：シュタイナー教育を取り入れています

③ あけの星幼稚園(私学助成園)
教育方針： カトリック精神に基づいて保育いたします。集団生活を通
して自主性、社会性、集中力を身に付けるとともに、健康
的で心の豊かな子どもたちの育成を目指しています。
保育時間： 8:30～14:00
定 員：
210名
教職員数： 39名
預かり保育：早朝7:30～8:30
保育後18:00まで
長期休暇中も行っています。
園庭開放： 水曜日(HPをご覧ください)
プレ保育： 週1回コース、週2回コース
毎月の費用：保育料 27,000円
(2019年10月より｢幼児教育の無償化｣に伴い25,700円
は公費で充当され実費1,300円になります。)
バス利用者3,000円 教材費1,500円 冷暖房費1,000円
給 食：
牛乳
お弁当：
保護者の方が急用でお弁当が作れない場合などの時注文す
ることができます。
その他の特色：・カトリック教育・モンテッソーリ教育・縦割り保育
・横割り保育・園外保育・体操・英語・世界文化交流
・英語・体操は専門講師がいたします。

見学会／説明会／園行事などの日程

公開保育(新入園児対象) 10月4日(火) 10:20～12:00

願書配布・説明会
願書受付

10月14日(金) 9:50～受付
10:00～説明会
11月1日(火)

園庭開放 水曜日

9:00～9:50

年会費300円

雨天や行事のある日はお休みです。
開催日はHPをご確認ください。
子どもたちの様子はHPをご覧ください。

④ どれみ幼稚園(私学助成園)
教育方針：

私達は、体験することがいかに大切かを考えています。恵まれた自然
環境をフルに利用し「園児達に良い環境を、良い体験を」の願いをこ

見学会／説明会／園行事などの日程

め、四季を通した園外保育を多く取り入れています。
自然と触れ合うことで子供達の創造性、豊かな心を育てます。
保育時間：

8:30～15:00

園児数：

100名

教職員数： 17名

預かり保育： 7:30～8:30／15:00～18:00(長期休暇中もあり、お菓子付)
プレ保育：
食：

随時(個別にご案内します・要予約)

来年度説明会

9月16日(金)

10:30～

10月13日(木)

10:30～

保護者同伴ハイキング(不定期開催/要予約)

毎月の費用： 保育料無償化
給

見学会

バス利用者2,000円

参加できる行事

活動費500円

運動会(9月27日)、ハイキング、
磯遊び、ビーチコーミング

あり(希望者のみ、当日注文可能)

その他の特色：ヨット遊び、川歩き、山登り、磯遊び、海水浴、ハイキング、
ビーチコーミング、畑活動、田植え、飯盒炊爨など園外保育多数。
自然教育のスペシャリストが引率します。

詳しくはホームページをご覧ください。

音楽、製作活動にも力を入れています。
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⑤ みくに幼稚園(私学助成園)

柿・ｵﾚﾝｼﾞ・ﾚﾓﾝ・梅などの果実を楽しみ、そしてｼﾞｬｶﾞｲﾓ・さつ
ま芋を栽培して食します♪

＊課外活動『フラダンス教室』

＊【ぱんだぐみ親子教室】月1回開催(要予約)1歳半～2歳半のお子
さんとお母さんを対象とした親子教室(駐車場あり）

見学会／説明会／園行事などの日程
ホームページで詳しくご紹介しています

★親子お遊び会

}

教育方針： みくに幼稚園は「心豊かな元気な子」を育てます。
1. 何事にも挑戦し諦めない豊かな好奇心を育む教育
2. 優しさ、感謝を大切にする心と個性を育む教育
3. のびのびと運動し、向上心と身体を育む教育
保育時間： 9:00～14:00（月～金）
定員数：
315名
教職員数： 28名
延長保育： あり（15:00～19:00）/ 早朝預かり：あり(8:00～)
春・夏・冬休み期間預かり保育：あり
プレ保育： あり（週２～４回）スクールバス登園
毎月の費用：バス代 3,500円
絵本代 400円
給 食：
あり（一斉給食週2回）
その他の特色：＊自然あふれる牧草広場で、びわ や ぐみ・あんず・山桃・ｻｸﾗﾝﾎﾞ・

6月 4日(土) 10:00～
8月25日(木) ※駐車場あり

★入園説明会

9月23日(金) 10:00～
※駐車場あり

★園庭開放

5月14日(土)
5月28日(土)
6月18日(土)
10月22日(土)

★運 動 会

10月8日(土)

10:00～11:00
※駐車場あり
※雨天中止

☆保育見学も出来ます。お問い合わせください♪
(要予約：ホームページからも予約できます)

⑥ 聖マリア幼稚園（施設型給付幼稚園）
教育方針：カトリック精神の理念に基づき、祈りと行動を通して神と人を
愛する心を育む。ひとりひとりの心に寄り添う保育。
保育時間：9:00～14:00
利用定員：90名
教職員数： 20名
延長保育：早朝預かり
7:30～8:40
保育後預かり
14:00～18:30
長期休暇預かり
8:00～18:00
プレ保育：・火曜日クラス ・水曜日クラス
毎月の費用：保育料無償化
教材費
500円
教育充実費
3,500円
ＰＴＡ会費 500円
給 食： なし
その他の特色：・つながり育ち合う ・遊びは学びの場・明るい笑顔の子ども
・意欲を育てる環境 ・楽しんで体を動かす
・英語・リトミック・造形(専門講師)

見学会／説明会／園行事などの日程
説明会日程 6月10日(金) 14:30 説明会のみ
10月17日(月) 13:30 願書配布
(受付13:15～13:30)
見学は随時受け付けております。
詳しくはホームページをご覧ください。
未就園児園庭開放

第2、第4木曜日
10:00～11:00

未就園児園庭開放日に園内の見学ができます。
日程詳細はＨＰをご覧ください。

⑦ 若葉幼稚園 （施設型給付幼稚園）
教育方針：幼児期だからこそ「あそびまなび」を大切にしています。園生活
すべてに遊びの要素を取り入れ「すごい!」「おもしろそう!」
「やってみたい!」と自ら関わろうとする意欲を湧き立てます。
いつでも”ドキドキ””ワクワク” が止まないわかばようちえん。
私たちは子どもの育ちに努力を惜しみません。
保育時間：9:00～14:00
定 員： 300名
教職員数：45名
給 食： あり（月･金は全園児給食 火･木は希望給食）
延長保育：あり（7:30～保育開始まで、保育終了後～18:30まで）
土曜日（月3回程度）長期休業日中もあり
就労等による利用の場合、利用料金について園独自の減額制度と市町村よりの
補助制度あり(条件あり)

プレ保育：あり（2歳児週２日・週5日教室、親子教室毎月1回）
毎月の費用：保育料無償化 教育環境充実費 3,000円 園バス代 2,500円
その他の特色：☆園専属体育教諭による体育あそび ☆園専属外国人教諭との
日常英会話によるふれあい英語あそび ☆園外保育も多く取り入れ
ています ☆来園者専用駐車場が25台分。送迎など来園の際も安心
してご利用いただけます。☆満3歳児入園も受付けています。
令和5年度4月より認定こども園への移行を予定しています。

ぽけっと幼稚園保育園特集2022
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見学会／説明会／園行事などの日程
【園庭開放】 各10:00～11:30
6月25日(土)・7月16日(土)・8月27日(土)・
9月24日(土) ・10月15日(土)
事前申し込みは不要です。
【お遊び会】
5月28日(土) ようちえんであそびましょう
7月28日(木) わかばまつり
9月10日(土) おあそび会と幼稚園説明会
事前予約が必要となります。
【親子教室】
5月から2月(8月は除く)毎月1回行っています!
お問い合わせください。
★詳しくはホームページをご覧ください。
【見学ツアー】
6月16日(木)、23日(木)、30日(木)10：30～
1日限定6組 （要予約）

⑧ 認定こども園 相武幼稚園
教育方針： 心豊かに育つ力を養い集団生活を通して社会性を身につける
保育時間： 8:00～14:00
定 員：

215名

見学会／説明会／園行事などの日程

教職員数： 20名

延長保育： あり 14:00～18:30 プレ保育： あり
毎月の費用：保育料無償化
給 食：

行事日程（体験保育）

教材費 5,000円

絵本代 500円 バス代 4,000円 保護者会会費 550円

9月2日(金)

花園文庫

あり 一斉給食（週2回）

10月21日(金)

ミニ運動会

その他の特色：当園は緑に囲まれ自然豊かな中で心も身体も豊かに成長で
きるよう子ども達を見守っています。

両日共に10時～11時
(予約参加制)お電話にて受付いたします。

通年プール指導・英語・積み木・花園文庫・体操その他多数
専科指導を行っております。
送迎駐車場完備

⑨ かぐのみ幼稚園(施設型給付幼稚園)
教育方針：自然教育を大事にし、動物たちの飼育、野菜や草花の栽培活動で
愛情をもって世話をしています。又、地域に出かけては、発見、
驚き、不思議があり、科学する芽が育ち、この感動体験により
想像力・創造力が生まれ表現活動を豊かにしています。子どもを
まん中に保育者・保護者みんなが共に育ちあい、学びあい、
楽しい園作りにしています。
保育時間：9:00～14:00（通園バスにより異なります）
園児数： 170名
教職員数： 32名
※夏休み・冬休み・春休みも預かり保育あり
延長保育：8：00～9：00、14：00～18:00
給 食 ：あり（希望制）
プレ保育：あり(週2回、バス登園)
毎月の費用：月額 教育充実費 1,300円
施設設備費 1,000円
バス代(利用者のみ) 4,000円
その他の特色：専門家とのチームティーチングによって(自然・音楽リズム・
造形・体操など)より豊かな感性と知性を育てています。

見学会／説明会／園行事などの日程
ちびっこ広場(参加型見学会) 園庭開放随時
たまごの先生とあそぶ日

6月,9月に開催予定
(要予約・お問い合わせください)
幼稚園紹介の日
9月7日(水) 14:00～
けんこうまつり(運動会)
10月16日(日)
入園願書配布
10月15日(土)
入園説明会
10月19日(水) 14:00～
願書受付
11月1日(火)
プレ保育(たまご組)説明会 11月1日(火)
14:00～
かぐのみまつり
2月11日(土)
どの行事もあくまで予定ですので事前にお問合せ下さい。

⑩a おうちえん Telacoya921つみきのいえ(認可外保育施設）
⑩b おうちえん Telacoya921 (認可外保育施設）
保育方針：「子どもの仕事は遊ぶこと」
遊びの中で、子どもたちが決めたことが彼らのルール
意見が分かれたら、とことん話し合って決めたことが彼らのルール
（どっちでもいい、じゃんけん、多数決、大人のジャッジは必要あり
ません）彼らの決めたルールを大切に。
「大人の仕事は待って引き出すこと」
与える保育から見守る保育へ。育ちの根っこがどのように延びていく
のかを見守る。子どもが自分で考えて、自分で決断できる力を育める
環境を意識を持って見守ることを大切に。
「共に育ちあうこと」
自分の子どもだけでなく、すべての子どもたちの成長を喜びあえる
大人の中で、異年齢の子どもたち同士、親同士、大人同士、誰もが
みんな共に育ちあうことを大切に。
※2011年4月開園 2014年より一般社団法人になりました。
定 員： 30名程度 2～5歳児
スタッフ：7名＋看護師＋保育補助
保育時間：9:00〜15:15（延長保育あり15:30～17:00）
月、火、木、金（水曜日は月2回）
その他： 恵まれた自然の中（海、山、森）で、とことん遊びます。
毎日のおやつは子どもたちと一緒に手作りします。
毎日の散歩の行き先は年長児が話し合いで決めます。

見学会／説明会／園行事などの日程
見学は９月から入園説明会前日まで受け付けております。
(要予約)見学済みの方のみ、入園説明会にご参加頂けます。

●入園説明会

10月19日(水)

●入園願書受付

11月1日(火)

9月から見学をお受けします。
見学、説明会の両方のご参加をお願いしております。
運動会、発表会などの行事はありません。子どもたちからの発信
を基に発表するような場が生まれることはあります。
親子dayがあります。子どもたちの日常を保護者の方にも一緒に
体験して頂く日です。（磯遊び、シーカヤック、サバニ体験、
お餅つき、山歩きなど）
年長児はお泊まり保育あり。
卒園児対象の卒園キャンプあり。
２歳児以下の親子教室 Telacoya Beans あり。
ぽけっと幼稚園保育園特集2022
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⑪ 葉山シュタイナーこどもの家 うみのこびと(認可外保育施設)
教育方針：「自然・芸術・生活」を柱に、シュタイナーの思想に基づく幼児
教育を実践しています。すこやかな生活リズム、季節を感じる暮
らし、自然の中で遊び、水彩や手仕事などを通して｢自分への信

見学会／説明会／園行事などの日程
保育体験会

頼・湧き上がる意欲・すこやかな身体｣をはぐくみます。
保育時間：8:45～14:00
定 員： 16名

9:30～12:00

9月4日(日)

9:30～12:00

サマースクール 7月19日(火)～21日(木)
教職員数：8名

9:30～12:00

延長保育：あり 週3回程度 最大17時まで プレ保育： あり
給

6月5日(日)

入園説明会

食： あり（週1回）1,000円／月

9月11日(日) 10:00～11:30
10月16日(日) 10:00～11:30

その他の特色：水彩(にじみ絵)、専門教師によるオイリュトミーを毎週1回
行っています。給食やおやつはアレルギーのお子さんにも対
応しています。

1月29日(日) 10:00～11:30
未就園児クラス、幼児オイリュトミークラス、小中学生
クラスを実施しています。
詳しくはＨＰをご覧になるか、お問い合わせください。

⑫ 森のようちえん 葉山もりのわ
保育方針：自然のなかで、子どもたちの輪、自主性、気づき、感じることを
大切にした保育をします。和やかな雰囲気のなかで、柔軟性の
ある子どもを育てます。
定 員： 15名程度（2歳～6歳）
保育者･スタッフ：２名
活動拠点：森戸川林道（大山林道）／葉山の谷戸・海
活動内容：保育時間／9:30～13:30(月・木は14:30or15:30)
★ちいさいしずく組（2歳児）／水・金（週2回）
★しずく組（3歳児）／月・水・金（週2or3回）
★このは組（4歳児）／月・水・木・金（週4回）
★つち組（5歳児）／月・水・木・金（週4回）
火曜日活動あり（年15回程度）

見学会／説明会／園行事などの日程
※コロナウイルス対応のため、行事内容を都度検討しな
がら行います。
決定した各詳細は、もりのわブログ
(https://morinowa.exblog.jp/)に掲載していきます。
・体験見学会は申込制で随時うけつけています。
・夏のもりのわ体験週間8月下旬～9月上旬に予定
・もりのわのわ(展覧会)を開催

2012年4月に開園した保育者と親の共同による園舎をもたない野外保育コ
ミュニティです。自然のなかには、たくさんの発見があり、遊びがあり、出
会いがあります。お子さんのかけがいのない時間をみんなで過ごしてゆきま
せんか？

・森あそびコミュニティもりのこ
今年度については不定期開催とします。
お問い合わせ hayama.morinowa@gmail.com まで

● 幼児教育・保育の無償化の主な例 ●
２０１９年１０月１日より幼児教育・保育の無償化が実施され、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用
する３歳から５歳のすべての子どもたちの利用料が無料（住民税非課税世帯の０歳から２歳までの子ども
たちも対象）になります。その主な実施例は、利用施設別に下記のようになります。
無

施設型給付幼稚園

償

幼稚園
月額25,700円まで無償

私学助成園

保育所／認定こども園

認可外保育施設等
ぽけっと幼稚園保育園特集2022

無

償

月額37,000円まで無償
（住民税非課税世帯の０～２歳児は42,000円まで無償）
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■■保育園■■
⑬ 町立葉山保育園 （認可園）
保育方針：・子どもの主体性を大切にし一人ひとりが主役の楽しい保育を
目指します
・子どもの最善の利益を考慮し養護と教育を一体的に行います
保育時間：月～金 7:30～19:00
土

見学会／説明会／園行事などの日程
【主な園行事】
・運動会
・お楽しみ会
・誕生会・おはなし会（毎月）

7:30～17:00

その他季節に合わせた行事を行っています

定 員： 100名

★第1・第3水曜日 10:00～12:00園庭開放

教職員数：51名（保育士13名、看護師1名、栄養士1名、調理員4名

★その他、春と秋の園外保育・畑づくり・食育活動など

他

※コロナ禍のため、状況により変更等もございます。

保育補助（有資格者）等）

【見学】

延長保育：18:30～19:00

随時受付けます。事前にお電話でご予約下さい。

⑭ 葉山にこにこ保育園 （認可園）
保育方針： ①葉山の自然を活かした外遊び
②異年齢保育
③アトピーやアレルギーに対応した健全食材の給食と食育

見学会／説明会／園行事などの日程

(抱っこ食べ)を3本柱にしています(こころ育てとからだづくり）
特 色：

見学会：10月～11月(日程はお問い合わせください)

・ピラミーデ教育法 ・わらべうた ・抱っこ法
を保育に取り入れています

【主な園行事】

保育時間： 月～金 7:00～19:00
土
定 員：

5月：春の交流会

7:00～18:00

6月：田植え（５歳児）

85名

夏～秋：お泊り保育(５歳児)

教職員数： 48名（保育士28名、看護師1名、管理栄養士1名 他）
延長保育： 18:00～19:00（平日）

10月：運動会
稲刈り(５歳児)

一時預かり保育：満2歳児以上 週2～3回

12月：冬のお楽しみ会

病後児保育：月～金 9:00～17:00

海あそび（週１回）
昔あそび（月1回）
わらべ歌（月1回）
美術表現（月1回）
など年齢に応じて
活動をしています

1月：もちつき

(時間外8:30～9:00、17:00～17:30)
対象：町内外の満１歳以上児～小学校６年生までの児童

⑮ 風の子保育園 （認可園）
保育方針：・親と子に寄り添い「言葉にできない思い」をたいせつに

見学会／説明会／園行事などの日程

受け止めます。

・自分らしくあること、人と違うことを認め合い
「心地よく感じられる関係性」を築くよう、一人ひとりに
心をこめて向き合います。
・隣接する特養老人ホームと連携し異世代交流を行い、
多様な人的環境の中で豊かな情緒を育みます。
保育時間：平 日 7:00～18:00 (延長18:00～20:00)
土曜日 7:00～18:00
定 員： 42名

(0歳児3名 1歳児6名 2歳児6名 3歳児9名

① 主な行事は遠足、キャンプ、運動会、お楽しみ会
（生活発表）その他季節の行事など、日々の生活に
取り入れ子どもが主体となって行えるように企画
しています。
② 見学、施設案内、参加保育など、ご希望に応じて
行います。
③ 同法人で葉山町子育て支援センターぽけっと、
風の子学童クラブの運営を行っています。

4歳児9名 5歳児9名)
教職員数：保育士、保育補助、事務、調理、管理栄養士 計26名
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⑯a おひさま保育室 （認可園）
⑯b 芽ぐみ保育室 (小規模保育事業）
教育方針：・元気に遊ぶ子(園外保育中心)
・大家族のように育ち合う(縦割り保育)

見学会／説明会／園行事などの日程

・ご飯を美味しく食べる子

〈おひさま保育室〉

保育時間： おひさま保育室 7:30～18:30 (延長18:30～19:00)
芽ぐみ保育室

8:00～18:00 (土曜日休み)

方も一緒に参加していただき、おひさま保育室を体験

(延長18:00～ 18:30)
定 員：

説明会は10～11月頃に行います。また、保護者の
していただくこともできます。（希望日の2週間前ま

おひさま保育室 ３0名 芽ぐみ保育室 10名

でに、お電話で申し込みをお願いいたします。保育内

教職員数： おひさま保育室：保育士,保育補助,調理員,事務職員合計14名

容によっては、ご期待に添えないこともございます、

芽ぐみ保育室 ：保育士,保育補助,調理員,事務職員合計10名

ご了承下さい）

その他の特色：おひさま保育室：本物を体験していって欲しいと考えてい

〈芽ぐみ保育室〉

ます。幼児期から調理保育を取り入れ、月に1回自分たちで昼食やおやつ

ご希望日の2週間前までに、ご連絡ください。親子で

を作って食べています。また、自然の中にいる私たちは、雑草と言われて

保育参加ができます。（保育内容によっては、お断り

いる草花など利用して草木染め体験もしています。また、小さな畑に自分

することもございます、ご了承下さい）また、園につ

たちでお野菜を育てはじめました。芽ぐみ保育室：外遊びが中心の保育活

いてご質問などは、お気軽にお電話ください。

動です。お庭では子ども達と一緒に、野菜を育てています。お庭にある梅
や柿を使って、季節のお料理もしています。

⑰ 葉山ぎんのすず保育園 （認可園）
教育方針：「ひとりひとりがいい響き」を大切に、豊かな人間性を持った
子どもの育成を目指しております。
・基本的信頼と安全の感情を育みます。
子どもが望む愛情ある接し方をして、子ども自身が自分の
存在を愛されていると感じられる心を育みます。
・社会のルールを繰り返し教えその成果をゆっくり待ちます。
人として生活していくスキルや人として生きていくうえでの
自主性や自律性を育てていきます。
・心と身体がバランス良く育つ保育を目指します。
知育･徳育･体育･食育を大きな柱に、豊かな感性が育つように、
保育を進めます。
定 員：
60名
給 食：
自園調理
保育時間： 平日
7:00～19:00
土曜日 7:00～18:00
延長保育： 平日
18:00～19:00（土曜日なし）
特 色：
幼児クラスでは自然豊かな山や海に出かけて過ごしています。
また季節行事やお作法の時間、リトミック、生活学習や畑の活動、
お手伝い活動があり、子ども達にとって「楽しい」と感じてもら
えるよう保育に当たっております。乳児クラスではお散歩やリト
ミックなど、のんびりと「はじめの一歩」を楽しんでいます。

見学会／説明会／園行事などの日程

園庭開放日は月2回第2.、4火曜日に行っております。
運動会・クリスマスお楽しみ会など保護者様と一緒
に参加して頂く会もございます。
お子さまの日常を見て頂く、保育園オープンデイも
ございます。

※お問い合わせ・園見学は随時お受けしております。
お気軽にどうぞ！

⑱ みんくいナーサリー(小規模保育施設）
保育方針：・人権と最善の利益を守り、子どもの今そして未来をよりよく

生きる力の基盤を育んでいきます。
・受容的で共感的な気持ちを大切にします。
保育時間：月～金
土

7:30～19:00

見学会／説明会／園行事などの日程

7:30～18:00
見学：随時(要予約)

定 員： 15名
教職員数：保育士、栄養士、調理員、事務員等 １３名

園の見学や説明につきましては、
お気軽に問い合わせください。

延長保育： 18:30～19:00(平日)
その他の特色：家庭的な雰囲気の中、一人一人の思いを大切にしながら保育
を行っています。
庭で遊んだり散歩に出かけたり楽しく過ごしています。

ぽけっと幼稚園保育園特集2022
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⑲キッズルーム つぼみ (認可外保育施設)
教育方針：縦割り保育の中で子ども達の交流を深め、心身共に健やかに規則
正しい生活が送れるよう指導すると共に、遊びを通し色々なもの
に目を向け一所懸命取り組む姿勢を養います。
保育時間： 平日
８:00～17:00
土・日・園が定めた日…休日
定 員：
20名
6ケ月～就学前児
保育士：
7名
延長時間： あり
朝 7:30～8:00
夕 17:00～18:30 (要予約)
給 食：
なし お弁当持参
特 色： ・座ること、相手の話に耳を傾けしっかり聴くこと、表現することを保育の

見学会／説明会／園行事などの日程

見 学： 随時(要予約)
【主な園行事】
遠足
クリスマス会
※昨年に引き続きコロナ感染症拡大の為検討中

中で少しずつ養い将来に向け培っていきます。
・英語…母国語がしっかり話せる子供を対象に指導いたします。
・音楽リトミック…音楽に親しみが持てるよう歌や表現遊びをいたします。
・制作…クレヨン、絵の具、折り紙等を用い指先の訓練を行いながら達成感
を味わいます。

⑳a ごかんのいえ (小規模保育事業）
⑳b ごかんのもり (認可外保育施設）
教育方針：「自然｣｢地域コミュニティ」｢アート｣「食育」をテーマに、

見学会／説明会／園行事などの日程

特に人格形成の基礎となる乳幼児期の成長/学びの全てのきっ
かけとなる｢五感｣を育む保育環境づくりに取り組み、子ども

園の見学、説明につきましては、月1回の予定でお受けし

たちの｢自分を誇れる豊かな個性｣と｢生きるちから｣を育む。
保育時間：平日7:30～19:00

ております。ご要望がありましたら、HPにある問い合わ

定 員： ごかんのいえ 19名(１～2歳) ごかんのもり 30名(3～5歳)

せメールにてお問い合わせください。

教職員数：保育士、調理、事務 ごかんのいえ 11名 ごかんのもり 7名

地域の小学生のアートプログラム｢ごかんのアトリエ｣

その他の特色

（月3回、月・火曜日、月謝制）も行っておりますので、

ごかんのいえ：基本的に毎日午前中は野外保育を行い、逗子海岸や披露

ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

山の自然に触れながら思いきり遊んでいます。
異年齢一緒に、みんなが家族のようにすごしています。
ごかんのもり：披露山の森の中の保育園です。食育菜園を併設し、毎日
自然の中で五感を目いっぱい使って遊びます。季節・暦の遊び
をしたり野菜を育てたりしながら、一人一人の個性を育みます。

● 逗子市内の認可外保育施設について ●
すでに本誌でご紹介している「ごかんのもり」の他に、下記の３つの施設があります。
「LaLaLand 逗子」と「ココカラデザイン保育園 山本メディカルひでまり園」は、2016年から
制度化された企業主導型保育施設です。
団体名

所在地

連絡先

対象年齢

うみのこ

逗子市桜山8-4-7

080-9341-4647

３歳～５歳

LaLaLand 逗子

逗子市逗子1-2-22-2F

046-854-9466

生後６か月～５歳

ココカラデザイン保育園
山本メディカルひでまり園

逗子市逗子5-4-29
カサハラビル逗子C棟2F

046-845-9614

生後57日目～２歳児
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■■編集後記■■

手が届くところに
子どもたちはふたりとも成人して、「身体もこころ
も１人前になってきた」という手応えをようやく感
じるようになりました。親子のあり方を探し求めた
道のりは、まさに一喜一憂。いっしょによろこび、
いっしょに悲しんで、とても未熟だった自分がとも
に成長させてもらったと実感しています。
人生の大きな節目こそ子どもを勇気づけたい。それ
なのに、母の方が緊張してしまい、反対に子どもを
不安にさせてしまったことも･･･幼稚園選びのときも
そうでした。もう一度「はじめの一歩」に戻れるこ
となら、こんどは迷わず子どもの可能性だけを信じ
て、心配しないでたくさん笑い合いたい。
「好きなことをのびのびとできる環境と
ありのままの自分を受けとめ信じてくれる家族」
それだけあれば子どもは勇気凛々。あとは自分の力
で道を切り開いていきます。探し求めていた答えは、
すぐ手が届くところにあったのだ･･･。あらためてそ
んなことを想いながら、この冊子を編集しました。
これから「はじめの一歩」を踏み出すお子さんのた
めにお役立ていただければ幸いです。
末尾になりましたが、関係各園各機関のみなさまに
は、お忙しい中こころよくお力添えいただきありが
とうございました。あらためて感謝申し上げます。

センター長

発行元
発行人
編集担当
所在地
TEL
FAX

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
ぽけっと幼稚園保育園特集2022

上野 祐子

葉山町子育て支援センター ぽけっと
山浦 彩子
上野 祐子 中 昌子
〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町一色1493-1
046-876-4152
046-876-5765
http://hayama-pocket.org
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＜掲載機関について＞
発行当初より同冊子では、
園バスが運行されているな
ど、葉山地域から通いやす
い幼稚園保育園を中心に、
掲載を許可してくださった
保育機関を載せています。
また今回は、おかあさま
方からの問い合わせが多い、
新しく開設した保育機関も
数件ご紹介しました。
園舎をもたない野外保育
グループや、従来の幼稚園
保育園の枠におさまらない
保育機関など、いずれも個
性あふれるもの。選択肢を
少し広げていただけるので
は…と考えています。

2022年7月発行

