【住所】島田市旗指２８８８番地の１ 【電話】０５４７－３７－２７３３

【住所】島田市大柳南３０８番地

【定員】200 人（年長・年中・年少各 60 人、満３歳 20 人）

【定員】150 人

【入園対象】満３歳（３歳の誕生日の翌月）から５歳

【入園対象】３歳から５歳

※入園募集時期は例年 10 月１日～
【バス送迎】有（送迎も可能）
【入園時費用】約 50,000 円

【入園料】無

【電話】０５４７－３８－００５７

※入園募集時期は令和元年度より 9 月初旬
【バス送迎】有（送迎も可能）
【入園料】無

【入園時費用】約 25,000 円

【保育料】保育料無償化により 0 円

【保育料】保育料無償化により 0 円

【その他費用】
・教材費/月 1,000 円・施設整備費/月 4,000 円（園へ送迎の場

【その他費用】
・教材費/月 1,000 円・施設整備費/月 4,000 円（園へ送迎の場

合は減免）・給食費/月主食 1,300 円副食 4,500 円・絵本代(学年で異なる)

合は減免）・給食費/月 5,800 円（主食費：1,300 円

・保護者会費/月 250 円（２人目以降無料）

・絵本代(学年で異なる)・保護者会費/月 250 円（２人目以降無料）

【保育時間】9：00～15：00（教育時間 9：00～14：00）

【保育時間】9：00～14：00

※8：00 から受入可能

※9：00 までに登園。8：20 より受入可能

【課外活動】鼓笛隊、サッカー教室、英語教室

【課外活動】体操教室、英語、音楽、えんぴつ書道

【預かり保育】利用時間：早朝 8：00～9：00 通常保育終了後～18：00

【預かり保育】利用時間：通常保育終了後～17：30

利用料金：１回 300 円(3 時間)、回数券 3,000 円（11 回）
【長期休暇時の預かり保育】
利用時間：早朝 7：00～8：00
午前 8：00～12：00 午後 13：00～17：00
終日 8：00～17：00
利用料金：早朝 200 円

副食費：4,500 円）

利用料金：１回 400 円、回数券 4,000 円（11 回）
【長期休暇時の預かり保育】
利用時間：午前 8：20～12：30 午後 13：20～17：30
終日 8：20～17：30
利用料金：午前 400 円、午後 400 円
終日 800 円

午前 400 円、午後 400 円（午後３時までは 200 円）
終日 800 円
【未就園児活動】てんとうむしクラブ（自由参加）

【未就園児活動】てんとうむしクラブ（自由参加）

ぱい頑張れる子に育てる保育を目指していきます。年齢を越えたこどもたち

【幼稚園の特色】平成 26 年４月、幼保連携型みどり認定こども園として開園致し
ました。３歳児から１号認定、２号認定の子どもたちが同じクラスで生活をします。
０歳から５歳の生活の連続性や、保護者連携を大切にしています。
心の根っこづくりをする乳幼児期です。個々の発達を認め「自分はできる！！」と

の豊かで確かな成長につなげていきたいと思います。

いう自信につながる保育環境や教育を目指しています。

【幼稚園の特色】
元気に遊ぶ子をモットーに自分で考えのびのび表現でき、思いやりと力いっ

【住所】島田市身成３３２番地の１

【電話】０５４７－３９－０６３１

【定員】１５人
【入園対象】満３歳（３歳の誕生日の翌月）から５歳
※入園募集時期は例年 10 月１日～
【バス送迎】無
【入園時費用】約 20,000 円

【入園料】無

【保育料】保育料無償化により 0 円
【その他費用】・教材費/月 1,000 円・施設整備費/月 1,500 円・給食費/月主
食 1,300 円副食 4,500 円・絵本代（学年で異なる）
・保護者会費/月 300 円（1
世帯）
【保育時間】9：00～14：00
※8：00 から受入可能
【課外活動】英語教室
【預かり保育】無
【長期休暇時の預かり保育】無

【未就園児活動】うさぎちゃんクラブ（自由参加）
【幼稚園の特色】伊久身幼稚園では、豊かな自然環境の中で思いっきり遊び
土や草花、たくさんの生き物との出会いを大切にし、子どもたちの興味・関
心、探究心を育てます。異年齢交流、絵本活動、地区の行事への参加、小学
校との交流会など生活の場を広げる体験を数多く経験し、一人ひとりに寄り
添い身体的な成長と心の成長を見守りながら心豊かな子どもに育てます。

島田市内認定こども園（幼稚園部）一覧

【住所】島田市伊太２０７５－１

【電話】０５４７－３７－３２５２

【住所】島田市島５５０－６

【電話】０５４７－４６－３３４４

【定員】260 人

【定員】100 人

【入園対象】満３歳（３歳の誕生日の翌月）から５歳

【入園対象】満３歳（３歳の誕生日の翌月）から５歳

※入園募集時期は例年 10 月１日～

※入園募集時期は例年 10 月１日～

【バス送迎】有（送迎も可能）
【入園料】無

【入園時費用】入園準備金

被服・用品代

【バス送迎】有（送迎も可能）
10,000 円

約 30,000 円

【入園時費用】約 25,000 円（被服、用品等）

【入園料】無

【保育料】保育料無償化により 0 円

【保育料】保育料無償化により 0 円

【その他費用】
・入園準備金 10,000 円・教材費/月 1,000 円・施設整備費/月

【その他費用】
・教材費/月 1,000 円・施設整備費/月 2,000 円・給食費/月 5,000

2,000 円・給食費/月 5,000 円・PTA 会費/月 300 円（1 世帯）絵本代・学年

円・PTA 会費/月 300 円（1 世帯）絵本代・学年費（学年で異なる)・通園バ

費（学年で異なる)・通園バス代/月 2,500 円（バス利用児・満 3 歳以上)

ス代/月 2,500 円（バス利用児・満 3 歳以上)

【保育時間】9：00～14：00

【保育時間】9：00～14：00
【課外活動】体操教室、サッカー教室

【課外活動】なし

【預かり保育】利用時間：通常保育終了後～18：00

【預かり保育】利用時間：通常保育終了後～17：30

利用料金：午後 450 円/日
【長期休暇時の預かり保育】
利用時間： 8：00～18：00

利用料金：午後 450 円/日
【長期休暇時の預かり保育】
利用時間： 8：30～17：30

利用料金： 午前 450 円、午後 450 円
一日 900 円
【未就園児活動】にこにこフェア、園庭開放、ひまわりクラブ（各月 1 回）

利用料金： 午前 450 円、午後 450 円
一日 900 円

【幼稚園の特色】本園は豊かな自然に恵まれた大変良い環境の中に位置し、
子どもたちは伸び伸びと遊ぶ中で様々なことを学んでいます。砂場、泥んこ

【未就園児活動】遊びにおいでよ（月 1 回）

遊びなど体を十分に使って遊び、リズム運動や日本の伝統的な和太鼓演奏に

【幼稚園の特色】

より心で感じたものを体で表現するなど、豊かな感性が育ち、また小動物と

大井川鉄道日限駅から徒歩１０分程の場所にあり、園庭にはヤマモモやケ

の触れ合いを通して命の尊さも知ります。島田樟誠高等学校の運動場、研修

ヤキの大きな木が生える自然豊かな環境です。遊びを園生活の中心におき

施設、体育館等を参観会、運動会、お泊まり保育、陶芸製作等様々な行事、

「遊びきる」「やりきる」子どもの育成を目指します。

子どもたちの体験の場として利用できるなど施設環境に恵まれています。

※認定こども園（幼稚園部）への入園については、直接、入園希望の園へお問い合わせください。

新入園児基礎知識
○認定こども園 ０～５歳児
幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、幼児教育と保育を行う施設
※幼稚園部と保育園部があります
○幼稚園 ３～５歳児
小学校就学前の幼児期の教育を行う学校（教育施設）
○保育園（所）０～５歳児
共働きなど、保育を必要とする子どもを保護者に代わって保育する施設
○地域型保育所 ０～２歳児
保育所より少人数の単位で、０～２歳児を預かる施設

令和元年 12 月作成

