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幼稚園とは？

幼稚園は、学校教育法で定められた「学校」です

幼児の生活に豊かな学びを保障します！

幼稚園の先生は「教員免許
状」を持った幼児教育の専
門家です。
お子さん一人ひとりへの深
い理解に基づいた、適切な
援助により、成長を促します。

教師の専門性

各幼稚園には、「このような子
どもを育てます」という「教育
目標」があります。
そして、教育目標を実現する
ための「指導計画」を作成し、
年齢や季節などに応じた特色
ある教育を行っています。

指導計画

幼稚園は小学校、中学校、高等学校へと続く
学校教育のはじまりです！

 知識・技能の基礎
豊かな体験を通じて、感じたり、気付いたり、分
かったり、できるようになったりする

 思考力、判断力、表現力などの基礎
気付いたことや、できるようになったことなどを
使い、考えたり、試したり、工夫したり、表現したり
する

 学びに向かう力、人間性など
心情、意欲、態度が育つ中で、よりよい生活を営
もうとする

幼稚園教育において育みたい資質・能力

※幼児期の終わりまでに育ってほしい姿
幼稚園教育において育みたい資質・能力が育まれている幼児の幼稚園修了時に見られる具体的な姿。文部科学省が全部で
１０の姿を示している。詳しくは右の二次元バーコードから文部科学省のホームページをご覧ください。

社会に出てからも学校で学んだことを生かせるよう、

三つの力をバランスよく育みます

学校教育全体

幼稚園を修了する頃には、
次のような姿※が見られるようになります

 健康な心と体

 自立心

 協同性

 道徳性・規範意識の芽生え

 社会生活との関わり

 思考力の芽生え

 自然との関わり・生命尊重

 数量や図形、標識や文字
などへの関心・感覚

 言葉による伝え合い

 豊かな感性と表現 言葉による伝え合い ▶

経験したことなどを言葉で伝
えたり、話を聞いたりして楽し
むようになります

◀ 道徳性・規範意識の芽生え

よいことや悪いことが分かり、
相手の立場に立って行動する
ようになります
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役になりきったり、園内外で経験
したことを再現したりして、自分
たちで遊びを進めます。

ごっこ遊び

身体表現や、描画・工作、歌や楽器
の演奏など、様々な方法で表現す
ることを楽しむようになります。

表現活動

室内での活動も充実しています！

園庭は、幼児だけの専用の遊び場です。
いつでも安心して、自由に遊ぶことができます。

砂場・水遊び

山やごちそう、水路などを作
る中で、砂や水の性質に気付
いたり、試行錯誤を楽しんだ
りするようになります。

運動遊び

思い切り体を動かし、様々な
動きを経験することで、身の
こなしが洗練され、健康な体
がつくられます。

探検・虫探し

四季の変化を感じたり、身近
な生き物に触れ好奇心や探究
心をもったり、命を大切に扱っ
たりするようになります。

広い園庭で伸び伸びと遊ぶことができるのが、
幼稚園の魅力の一つです！

各幼稚園が特色のある教育をしています！

ド キ ド キ ワ ク ワ ク が た く さ ん ！
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幼稚園とは？

おうちの方にとっても、お子さ
んが少しずつ自立に向かって歩
んでいく、その成長を感じ、毎日
の生活にちりばめられた小さな
発見や感動をお子さんと共有し
ながら過ごすことができる、
かけがえのない時間です。

おうちの方にとって…

子どもにとって、幼稚園での生
活は、先生やおうちの方の温か
な愛情に包まれながら、自分ら
しさを大切にされて過ごすこと
ができる、幸せで、宝物のような
時間です。

子どもにとって…

幼稚園と一緒に子育てを楽しみましょう！

幼稚園にお子さんを通わせている保護者の声

毎日のお迎え時
に顔を合わせる
うちに、ママ同士
で仲良くなって、
園に通うのが楽
しみになりました。

保護者会、講演会
など、子育てのた
めになる話を聞く
機会があってう
れしいです。

先生たちが子ど
ものことをよく見
て、分かってくれ
ていて安心です。

幼稚園では、おうちの方がお子さんの成長や子育ての楽しさを
感じられるように、様々な取組をしています

お子さんの様子を直接ご覧になったり、
一緒に楽しんだりしていただけます。

おうちの方が参加する活動 おうちの方同士の交流活動

仲良くなったり、子育ての情報や悩み
を共有したりできる機会もあります。

教師との会話

毎日の出来事を丁寧に伝えたり、子育
ての相談に乗ったりしています。
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幼稚園と保育園の違い

幼稚園 保育園

目的

義務教育及びその後の教育の基礎
を培うものとして、幼児を保育し、
幼児の健やかな成長のために適当
な環境を与えて、その心身の発達を
助長する施設

保育を必要とする乳児・幼児を日々
保護者の下から通わせて保育を行
うことを目的とする施設

所管 文部科学省 厚生労働省

位置づけ 学校教育法に基づく学校 児童福祉法に基づく児童福祉施設

主
な
設
置
基
準

園長
教員免許状及び５年の教育経験者
又は10年の教育経験者が原則

児童福祉事業に２年以上従事した者
又は同等の能力を有する者

職員配置
 １学級あたり専任教諭１人
（1学級35人以下が原則）

 ３歳児：児童20人につき１人
 ４・５歳児：児童30人につき１人

園庭
必置。同一の敷地内又は隣接する
位置に設けることが原則

設置が原則だが、近隣の公園等を
代替園庭として設定できる

対象年齢 ３歳～就学前 ０歳～就学前

保育料
幼児教育・保育の無償化の対象
※私立幼稚園では、納付金等の保護者負担

が一部必要

世帯の所得に応じて市町村が決定
※３歳児クラス以上は幼児教育・保育の無

償化の対象

入園条件 制限なし 就労などで保育が必要な子ども

教育・保育時間
おおむね４時間
（９～14時の園が多く、その前後は一部の
園で預かり保育を実施）

原則８時間以上

休み
土曜・日曜・祝日・年末年始・
春休み・夏休み・冬休みなど
（長期休みの間、預かり保育がある園も）

日曜・祝日・年末年始

昼食
お弁当か給食でさまざま
※港区立幼稚園はお弁当のみ

給食
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港区内の幼稚園一覧

区立幼稚園

紹介
頁

園名 所在地・電話番号 教育時間
定員※１（人）

通園
バス

給食
預かり
保育

制服
３歳 ４歳 ５歳

P9 赤羽幼稚園
港区三田1-4-52※２

03-3452-0246

9:00～14:00
（土日、祝日を除く）

－ 30 30

－ － ○ ○

P9 芝浦幼稚園
港区芝浦4-8-18
03-3452-0574

35 60 60

P10 高輪幼稚園
港区高輪2-12-31
03-3447-3356

25 30 60

P10 白金台幼稚園
港区白金台3-7-1
03-3443-5666

50 60 60

P11 三光幼稚園
港区白金3-13-8
03-3444-4233

25 30 30

P11 港南幼稚園
港区港南4-3-27
03-3471-7347

50 60 60

P12 麻布幼稚園
港区麻布台1-5-15
03-3583-1858

50 60 60

P12 南山幼稚園
港区元麻布3-8-15
03-3408-4785

25 30 30

P13 本村幼稚園
港区南麻布3-9-33
03-3446-3677

－ 30 30

P13 中之町幼稚園
港区赤坂9-2-26
03-3405-7619

50 60 60

P14 青南幼稚園
港区南青山4-18-17
03-3402-0758

50 60 60

P14 にじのはし幼稚園
港区台場1-1-5
03-5500-2577

25 30 30

※１：令和4年度募集定員
※２：令和５年４月に移転予定（港区三田2-６-２）
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紹介
頁

園名 所在地・電話番号
教育時間

（３歳児※3）

定員（人）
通園
バス

給食
預かり
保育

制服
３歳 ４歳 ５歳

P16 愛育幼稚園
港区南麻布5-6-8
03-3473-8318

8:50～14:00
（水・金は～11:30）

54 54 54 － － － ○

P16 麻布山幼稚園
港区元麻布1-6-21
03-3453-6710

9:00～14:00
（水は～11:30）

40 40 40 ○ － ○ ○

P17
麻布みこころ
幼稚園

港区西麻布3-21-6
03-3408-8848

9:00～13:00 35 35 50 － － － ○

P17
安藤記念教会
附属幼稚園

港区元麻布2-14-16
03-3446-5231

9:00～13:15
（水は～11:15）

21 24 25 － 月・金 － －

P18
サンタ・セシリア
幼稚園

港区白金4-7-23
03-3446-9884

9:00～14:00
（水は～11:30）

40 40 40 － 火・金
※1

○ ○

P18
枝光会附属
幼稚園

港区三田4-19-36
03-3441-8147

9:00～13:00
（水・金は～11:15）

35 35 35 － － － ○

P19 白金幼稚園
港区白金台5-23-11
03-3441-8497

8:30～13:30
（月・火は～11:30）

50 50 50 － － ○ ○

P19
聖徳大学
三田幼稚園

港区三田3-4-28
03-5476-8819

9:00～14:30
（水・土は～11:30）

105 105 105 ○ 月～金
※2

○ ○

P20 東洋英和幼稚園
港区六本木5-6-14
03-3401-3014

8:30～13:00
(月・水・金は～11：30)

42 44 44 － － － ○

P20 南部坂幼稚園
港区南麻布4-5-6
03-3473-1283

9:00～14:00
（水は～11:30）

15 25 25 － － － －

P21 みなと幼稚園
港区芝2-25-6
03-3451-5495

8:30～13:30 52 52 52 ○ 火～金 ○ ○

P21 明徳幼稚園
港区芝公園4-7-4
03-3431-0592

9:00～14:00
（水は～11:30）

70 70 70 － 月～金
※2

○ ○

P22 霊南坂幼稚園
港区赤坂1-14-3
03-3582-3995

9:00～14:00
（水は～11:30）

30 30 40 － － － －

P22 若葉会幼稚園
港区西麻布4-13-25
03-3409-0039

9:20～13:30
（水は～11:30）

54 53 53 － 月～金
※2

－ ○

P23
愛育学園幼稚部
（特別支援学校）

港区南麻布5-6-8
03-3473-8319

10:00～13:30
（水は休み）

4 4 4 － － － －

私立幼稚園 ※1：年中以上 ※2：水曜除く
※3：教育時間は３歳児の時間を記載しているため、進級により変更となる場合があります
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各幼稚園の紹介 区 立

区立幼稚園共通のご案内

区立幼稚園は、保護者とともに港区内に住所を有する、３歳～小学校就学前までの年
齢の幼児がご入園いただける施設です。

子育てサポート保育（預かり保育）

通常の教育時間以降もお子さまをお預かり
する「子育てサポート保育」（預かり保育）を
全園で実施しています。

利用日時

月曜日～金曜日
教育時間終了時～午後4時30分
※幼稚園の休園日、研修日等を除きます

※夏季・冬季・春季休業期間は実施しません

※上記以外にも園の運営状況により休止する場合があります

利用形態、子育てサポート保育料

① 年間利用

保護者の就労等、ご家庭での保育が困難
な方が利用できる定期利用です。世帯所
得等による階層区分ごとに月額で保育
料がかかります。

保育料
月額 ０円～８,０００円
（３月のみ８,５００円）

補助上限
月額 11,300円
（日額上限 450円）

通常 午前9時～午後2時
※月に２回程度、午前中だけの保育の日があります

教育時間

幼児教育・保育の無償化の対象となるため、
保育料、入園料は無料となります。
ただし、制服等については実費が発生しま
す。各園により異なりますので、詳細は各幼
稚園にお問い合わせください。

保育料

 給食の提供はありません。お弁当持参と
なります。

 夏季・冬季・春季休業期間は閉園となり
ます（預かり保育もありません。） 。

その他

保育料
日額 ８００円
（一部免除制度あり）

② 一時利用

就労等の有無に関わらず、利用したい日
のみ利用できる日ごとの利用です。

③ 補助金

区立幼稚園の教育時間終了後に利用す
る預かり保育や認可外保育施設の利用
料に対する補助事業です。（両親が就労等、
保育の必要性がある方が認定を受けることがで
きます。）
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区 立

芝浦幼稚園
03-3452-0574

https://shibaura-kg.minato-tky.ed.jp
港区芝浦4-8-18

運河や橋、大きなビルに囲まれた、
昔ながらの街並みも残る、人と人
とのふれあいが温かな街の幼稚
園です。河津桜やスモークツリー
等の木々や花、小さな生き物など
と触れ合える自然豊かな環境で
す。運河探検や芝浦中央公園に出
かけ、地域の人や自然と触れ合う
活動も充実しています。

朝、元気に体を動かす「ニコニコタ
イム」や隣接する小学校校庭での
運動遊び、5歳児の「なぎなた」体
験など、健康でたくましい心と体
づくりをしています。幼児期にふ
さわしい体験を計画的に取り入れ、
「元気 いっぱい 笑顔いっぱい 夢
いっぱい 育つ 芝浦の子」の育成
に努めています。

幼稚園正門 芝浦中央公園での親子遠足運河探検

なぎなた体験ニコニコタイム 小学校校庭での運動遊び

あっとほーむな雰囲気で、

きめ細やかな指導が魅力！
一人ひとりに応じた関わりを
しています。

区 立

赤羽幼稚園
03-3452-0246

https://akabane-kg.minato-tky.ed.jp
港区三田1-4-52

赤羽小学校の併設幼稚園として昭和４
５年に開園し、令和２年に開園５０周年
を迎えました。直接体験を重視し、様々
な活動を取り入れて幼児の豊かな心を
育んでいます。令和５年度より３年間、
赤羽小学校新校舎内に移転し、令和８
年度から３年保育になる予定です。

起伏に富んだ自然豊かな園庭 赤羽小学校との交流（触れ合い、行事参観、体験給食など） 地域の方の指導による「太鼓の会」

からだを動かして

たくさん遊ぼう！
雨でも遊べるピロティ、
小学校の広い校庭や体育館も魅力！

ばちをもって、和太鼓演奏をする

太鼓の会や剣道教室も魅力！
日本の伝統文化に触れる活動を
しています。

ねんちょうゆり組、

ねんしょうさくら組、みんな仲良し！
赤羽小学校や近隣保育園との
交流も魅力！

５０周年記念
キャラクター
「ねこまる」

https://shibaura-kg.minato-tky.ed.jp
https://akabane-kg.minato-tky.ed.jp
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各幼稚園の紹介 区 立

区 立

白金台幼稚園
03-3443-5666

https://shirokanedai-kg.minato-tky.ed.jp
港区白金台3-7-1

白金台幼稚園は、自然環境に恵まれ、木の温もりを感じさ
せる園舎と、起伏があり樹木に囲まれた園庭で都会の中の
「森の幼稚園」と呼ばれています。令和３年度創立４８周年
を迎えました。教育目標「やさしい子 よく考える子 元気
な子」を掲げ幼児一人一人のよさを伸ばす教育活動を進
めています。
四季折々の自然豊かな園庭で、こどもの日やお月見などの
季節行事や、火を熾して焼き芋やかまどでの調理などを楽
しみ、直接体験を通した心が躍る取組を大事にしています。
また、園庭で移動動物園（いちにち動物村）を実施したり、
プロの音楽グループを招いてコンサートを開催したりし、
様々な体験を生かして子どもたちが主体的に遊びをつく
り、楽しむ中で、豊かな学びにつながるようにしています。
全学年が関わり合いながら、活気ある遊びを展開しています。

区 立

高輪幼稚園
03-3447-3356

https://takanawa-kg.minato-tky.ed.jp
港区高輪2-12-31

高輪は歴史と文化の香りと近代
的な新しい街が融合する地域で
す。園歌「みどりの高輪幼稚園」
の通り、情操教育を支える豊か
な自然のある幼稚園です。ＡＩ化
が進む世の中ですが、子どもた
ちの直接体験を重視し、自然と
触れ合いながら心を豊かにし、
生きる根っこを育むことを大切
にしています。

Hello English

令和4年度よりネイティブ
ティーチャーによる英語に
親しむ活動が始まりました

わくわく ぽかぽか みんな笑顔の 高輪幼稚園

夏みかんの収穫 高輪台小学校の校庭利用オタマジャクシすくい

うさぎの「ふわら」木製すべり台広い砂場

https://shirokanedai-kg.minato-tky.ed.jp
https://takanawa-kg.minato-tky.ed.jp
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園庭で四季折々の自然物を遊びに取り入れて遊んでいま
す。ヤマモモやビワでジュースを作ったり、稲や枝豆などの
栽培をしたりしています。
広いテラスや港南小学校の校庭などで、思い切り体を動か
して遊んでいます。園内の異年齢交流も盛んで、様々な人
との関わりを楽しんでいます。

区 立

港南幼稚園
03-3471-7347

https://konan-kg.minato-tky.ed.jp
港区港南4-3-27

港南幼稚園は、昭和４４年に開園し、港南小学校と港南中学
校と同じ敷地内にあり、港南図書館や東京海洋大学、地域
の保育園などとも積極的に連携をしながら、教育活動を
行っています。
教育目標は「元気な子ども 思いやりのある子ども 考える
子ども 力を合わせる子ども」です。

２階テラス 港南小学校校庭

区 立

三光幼稚園
03-3444-4233

https://sanko-kg.minato-tky.ed.jp
港区白金3-13-8

昭和４０年に開園し、白金商店街をはじめとし
た下町情緒の残る温かい地域に見守られた
アットホームな幼稚園です

開園当初に植えられた梅の木は、地域の方の
ご協力のもと、毎年収穫を経験し、梅干しや
梅ジュースとして味わっています

教育目標

じょうぶな子
豊かな心をもつ子

自ら考えて行動する子

開園50周年記念マスコット
「きらりちゃん」

地域の方を講師に迎えた「バランスボール体
操」では、体を動かすことを楽しみながら体幹
を鍛えます

園庭や屋上で体をたっぷり動かして遊びます

三光幼稚園の特色

• 保育室や園庭でじっくりと自分のしたい
遊びを楽しみます。

• 心を動かす経験を積み重ねます。（行事、
地域の方を講師に迎えた「バランスボー
ル体操」や「英語で遊ぼう」等）

• 地域の小・中学校や保育園等との連携・
交流を実施します。（白金の丘学園と連
携し、幼・小中１２年間の成長の見通しを
もった教育の推進、白金保育園や三光保
育室など近隣の保育園等との計画的な
交流の実施）

園庭

園舎全景

https://konan-kg.minato-tky.ed.jp
https://sanko-kg.minato-tky.ed.jp
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各幼稚園の紹介 区 立

昭和９年に開園し、区内公立幼稚園で３番目に長い歴史の
ある麻布幼稚園は、令和４年度に開園８８周年を迎えます。
同じ敷地内には麻布小学校があり、日常的な施設の使用
や交流が行われています。広い園庭には、シンボルツリー
の大きな桜がある魅力的な幼稚園です。
子供も保護者も教職員も、「出合う 関わる 笑顔あふれ
る幼稚園」を目指し、幼児の学びを保護者と共に支えてい
きます。

麻布幼稚園の特色

幼児は、園庭や保育室でじっくりと好きな遊びを楽しむ中
で、様々な「人・物・こと」に出合いながら成長していきます。
広い園庭で、たっぷりと体を動かして遊び、『元気な心と
体』が育ちます。また、異年齢の園児同士の出会いの場と
なり、日常的な関わりや触れ合いから互いに、『優しい心
と憧れ』をもつことにつながります。
講師を招いた「お茶会」「英語で遊ぶ会」「タグラグビー教
室」「論語の会」「お話会」の実施、「七夕」「「もちつき」「節
分」などの季節行事を通し、『日本の伝統文化に親しみ外
国の文化に触れる経験』を大切にしています。
花や木々などの植物が多いことも特徴です。「親子で花
いっぱい活動」「季節ごとに栽培する野菜」「サクランボ・
梅・柿の木になる果実」など、栽培や収穫を通して、『自然
に親しみ大切にする心』を育てます。

大切な幼児期を、
ぜひ麻布幼稚園で

一緒に過ごしましょう！

区 立

麻布幼稚園
03-3583-1858

https://azabu-kg.minato-tky.ed.jp
港区麻布台1-5-15

広々とした戸外での活動

大きな空が広がる日当たりのよい開放的な場で、伸び伸
びと体を動かしたり、砂場で思い思いに遊んだりすること
を楽しんでいます。日々の生活の中で雲や木々の様子を
見て季節を楽しむ他、収穫した実でのジャム作り、オタマ
ジャクシやチョウ、トンボやバッタ等、小さい生き物と出会
い自然に親しんでいます。

小学校との連携

年間を通して計画的に行う小学生との交流活動や南山小
学校と連携した指導計画に基づく教育活動を行っていま
す。5歳児は、小学校での生活を間近に見ながら就学に向
けて意欲を高め、自信をもって修了していきます。

南山幼稚園では、3歳児から5歳児までの3年間を見通し
た教育活動の中で、幼児一人ひとりに寄り添いながら個
性を尊重した育ちを支えています。

昭和9年に開園した南山幼稚園は、麻布商店街を抜けた
小高い丘の上にあります。同じ敷地内の南山小学校や六
本木中学校、隣接する都立六本木高校の他、地域の方や
麻布商店街と触れ合う交流活動を行っています。本園は3
学年３学級のため、学年を越えた親子が関わりを楽しむ
アットホームな幼稚園です。

区 立

南山幼稚園
03-3408-4785

https://nanzan-kg.minato-tky.ed.jp
港区元麻布3-8-15

https://azabu-kg.minato-tky.ed.jp
https://nanzan-kg.minato-tky.ed.jp
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区 立

本村幼稚園
03-3446-3677

https://hommura-kg.minato-tky.ed.jp
港区南麻布3-9-33

本村小学校との幼小連携教育

• 本村幼稚園は、本村小学校の併設幼稚園です。小学校との日常的な関わりを大切にするととも
に、小学校との合同行事、各学年との交流活動、週1回の体験給食を実施しています。

• 園児は遊びながら、小学校のチャイムの音を聞いたり、校庭で体育の授業をしている小学生の
姿を見たりします。また、小学校の休み時間に小学生と遊んだりします。学校の様子を日々目に
することで、小学校生活にあこがれや期待をもち、入学や入学後の学校生活への移行がとても
スムーズです。

• 小学校の広い校庭や校庭にある固定遊具、体育館を使って、のびのびと体を動かして遊ぶこと
ができます。(校庭は空いていれば毎日、体育館は毎週火曜日）

一人ひとりの個性をのばす教育

• ２年保育、単学級編成のため、皆が顔なじみ、教員、園児、保護者のつながりが深く、アットホー
ムな幼稚園です。ＰＴＡ活動は最小限です。

• 少人数の良さを生かし、一人ひとりに寄り添い、実態に合ったきめ細かな指導を行い、個性を
伸ばしていきます。

自然が豊かで国際色豊かな幼稚園

• 園庭の一角には、オタマジャクシ、ヤゴやトンボなど様々な生き物と出合える区内幼稚園(小学
校)最大級のビオトープ池、フキやアシタバ等が育つ野草園、ウメやビワ、ミカンなど実のなる木
があり、自然が豊かです。

• 外国籍の幼児が複数在籍しています。一緒に遊び、生活する中で、様々な国や人に親しみの気
持ちをもち、異文化への理解が深まっていきます。

校庭の見える広い園庭

週1回の体験給食

ビオトープ池で自然探索

新しい園舎へ

中之町幼稚園は、明治23年に開園し、古くは皇族の方も
通われたこともある歴史と伝統のある幼稚園です。赤坂
の地で地域の皆様に見守られ支えられ、一昨年度には開
園130周年を迎えました。
令和4年度2学期にはシンボルツリーの桜の木「さくら
ちゃん」も一緒に新園舎へと移ります。小中一貫教育校と
ともに、さらに新たな歴史を紡いでいきます。

地域とともに

檜町公園やミッドタウンの芝生
広場など地域の施設も活用し
ながらのびのびと遊んでいま
す。また、赤坂アカデミーとして
コミュニティ・スクール制度を導
入し、地域コーディネーターが
園と地域のつなぎ役となり、多
様な体験ができるよう連携を
深めています。

保護者とともに

令和2年度、本園PTAは『優良
PTA文部科学大臣賞』を受賞し
ました。バザー・餅つきなど
様々な係があり、園にご協力い
ただいています。また、サーク
ル活動（ガーデニング部・コーラ
ス部・茶道部・手芸部）があり、
学級、学年を超えた保護者同士
の交流も盛んです。

区 立

中之町幼稚園
03-3405-7619

https://nakanocho-kg.minato-tky.ed.jp
港区赤坂9-2-26

新園舎完成図

https://hommura-kg.minato-tky.ed.jp
https://nakanocho-kg.minato-tky.ed.jp
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各幼稚園の紹介 区 立

区 立

青南幼稚園
03-3402-0758

https://seinan-kg.minato-tky.ed.jp
港区南青山4-18-17

遊びや生活を通して育つ子どもたち

日々の遊びや生活を仲間と共に創り出していく中で、多
様性を受け止める心と主体的な構えを身に付けています。
園庭の中央にあるシンボルツリーのカエデは、季節毎に生
活を潤し、冬には色付いた落ち葉を使って子どもたちのア
イデアで多様な遊びが展開しています。たくさん遊んだ後
の落ち葉は捨てずに土工場に集め、腐葉土になってから
カキやブドウの根元にお礼肥として施します。遊びの中に
ＳＤＧｓにもつながる学びが溢れています。
幼小連携の一環として、広い第二校庭を使った運動遊び
も楽しみ、運動会もそこで行ったり、授業見学をしたりす
るなど青南小学校との交流・連携も進めています。

豊かな自然環境を生かした教育活動

青南幼稚園の土の園庭には大きな砂場があり、子どもた
ちは砂や水や泥遊びを存分に楽しんでいます。カキやザク
ロなど実のなる樹木もたくさんあり、畑やプランターでは
いろいろな野菜を育て、収穫して味わう実体験を通した
食育ができています。収穫したカキを１０個ずつに並べて
数えることは、みんなで分けるための必然から生まれた知
恵です。生長の様子を見守ったザクロを収穫した際には、
その不思議な様子を絵に描いたり、種を数えたりするなど、
自然との関わりを豊かな学びにつなげています。

幼小中連携 ～互恵性のある関わり～

本園は、港区立小中一貫教育校お台場学
園港陽小学校・中学校と同一敷地内にあ
ります。園庭だけではなく、広い校庭でも
遊ぶことができる恵まれた環境です。日
常的な関わりだけではなく、小中学生に
よる絵本の読み聞かせや保健指導、プレ
スクール（学校体験）、中学生の家庭科の
授業（保育）、合同行事など、校種を超え
た互恵性のある育ちや学びの機会を大
切にし、幼児期の教育から学校教育への
円滑な接続を目指しています。

豊かな環境 ～直接体験を通した学び～

園内の『にじっこガーデン』、『くだものの丘』には、四季折々の草花や実の
なる木があり、園庭や畑では季節野菜の栽培をしています。また、地域に
は、お台場海浜公園、海、第三台場など豊かな教育資源があり、『てくてく
デー（地域探検）』、『ピカピカデー（地域清掃）』、『わくわく地引網体験』など
幼稚園から地域に飛び出して様々な活動をしています。園内外の自然物や
海辺の生き物に触れたり、思い切り体を動かしたりしながら夢中になって
遊び、幼児自ら「気付き・感じ・考え・行動する」直接体験を通して、小学校
以降の学習や将来の社会生活に必要な非認知能力を育んでいます。『お茶
会』、『キッズヨガ』、『おはなし会』、『バイオリンコンサート』、『タグラグビー』
など専門講師を招き、文化・伝統・芸術・運動に触れる豊かな活動を通して、
感性を育むとともに、日常の遊びの充実につなげます。心も体もしなやか
でたくましく、人も自分も大切に、自分で考え行動するにじっ子を育みます。

区 立

にじのはし幼稚園
03-5500-2577

https://nijinohashi-kg.minato-tky.ed.jp
港区台場1-1-5

てくてくデー園庭での遊びにじっこガーデン正門・園舎

https://seinan-kg.minato-tky.ed.jp
https://nijinohashi-kg.minato-tky.ed.jp
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各幼稚園の紹介 私 立

私立幼稚園共通のご案内

令和元年10月の幼児教育・保育の無償化に伴い、私立幼稚園に通園する園児の保護
者に対し、次の補助金を支給しています。

私立幼稚園の教育時間終了後等に利用する
預かり保育や認可外保育施設の利用料に対
する補助事業です。（両親が就労等、保育の
必要性がある方が認定を受けることができ
ます。）

預かり保育に対する補助金

① 施設等利用給付費

令和元年10月幼児教育無償化によりス
タートした、私立幼稚園に支払った保育料
等に対する補助金です。

保育料等に対する補助金

② 保護者負担軽減事業費補助金

港区が独自に行っている補助事業です。
世帯ごとに補助上限額が異なります。
※当該年度に入園し、入園料を納めた方には上限30,000円を

支給します

所得割課税額

対象の
子どもが第何子か

生活保護
世帯

区民税非課税世帯・
区民税所得割非課税世帯

77,100円
以下の世帯

211,200円
以下の世帯

211,201円
以上の世帯

第1子 月額 23,200円
20,200円

【23,200円】
13,100円

【20,200円】
7,700円 7,700円

第2子 月額 23,200円
23,200円

【23,200円】
18,100円

【23,200円】
13,000円 10,400円

第3子
以降

月額 23,200円
23,200円

【23,200円】
23,200円

【23,200円】
23,200円 23,200円

保護者補助金金額表 ※【 】内は、ひとり親世帯等の金額

私立幼稚園で提供されている給食に係る費
用のうち副食費（おかず等）に対する補助事
業です。（所得割課税額が77,100円以下
の世帯もしくは第２子以降のお子さんが対
象です。）

副食費（おかず等）に対する補助金

補助上限
月額 11,300円
（日額上限450円）

補助上限 月額 4,500円

補助上限 月額 25,700円 補助上限
世帯ごとに「対象の子どもが第何子
か」及び「所得割課税額」によって決
定します。（詳細は下表参照）
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各幼稚園の紹介 私 立

※１

教育
時間

登園 8:50～9:00

降園 14:00
（水・金は～11:30）

※２入園料 120,000円

※２月額
保育料

年少 39,000円
年中 39,000円
年長 39,000円

給食 －

期間 時間 費用

教育時間前 実施なし

教育時間後 ～16:00 200円／30分

長期休暇中 実施なし

※１

教育
時間

登園 9:00～9:30

降園 13:30
（水は～11:30）

※２入園料 80,000円

※２月額
保育料

年少 31,000円
年中 30,000円
年長 30,000円

給食 －

預かり保育

特 色

私 立 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会

愛育幼稚園
03-3473-8318

http://www.boshiaiikukai.jp/aiiku-y.html
港区南麻布5-6-8

本園は、昭和22年4月創立、76年の伝
統をもち、教育方針として『なごやかな雰
囲気の中で、のびのびと活動させ、社会
性を円満に伸ばし、情緒面の調和的発達
を図る』を大切にしています。子ども、保
護者、教師の多様・多彩な出会いを大切
にし、それぞれの差異を豊かさに変え、重
なり合う中に新たな文化や生活を作り出
すような集団でありたいと考えています。

都会の中央に位置しながらも、土の園庭があり有
栖川宮記念公園に隣接するなど、四季折々の自
然環境にも恵まれ、子どもたちの健やかな育ちを
支えています。幼稚園が“子ども時代を子どもが
子どもらしく幸せに過ごす”場所、当たり前のこと
を当たり前にできる場所でありたいと願っていま
す。自分のやりたいことを見つける、夢中になっ
て遊ぶ、自分のペースで生活できる、とことん挑
戦する等、“子ども”という存在を尊重し、子ども
たちの豊かな育ちを後押ししていきます。

実施なし

預かり保育 （土日祝は原則実施なし）

特 色

私 立 学校法人麻布山幼稚園

麻布山幼稚園
03-3453-6710

http://link.netcommons.net/azabusan/htdocs/
港区元麻布1-6-21

本園は緑と太陽がいっぱいの幼稚
園です。明るい園舎、広い園庭は樹
木に囲まれ春は小鳥が囀り、夏は
蝉の声に包まれ、秋には樹々が紅
葉し、どんぐり拾いや、いも掘り等
豊かな自然に恵まれています。保
育の中で絵画制作は専門の教師に
よって指導を受けています。課外
には、書道、造形教室、リズム体操
があります。

学校教育法の趣旨に基づいて、幼児に適
当な環境と指導とを与えて心身の調和
的発達を助長するという目的に向かっ
て努力を傾けています。健康、人間関係、
環境、言葉の５つの領域により、より広く
豊富な経験を与え、人格形成の基礎づく
りをします。特に仏教保育を行い親切
（おもいやり）、和合（なかよく）、感謝（あ
りがとう）の宗教的情操を育てます。

※１：教育時間は３歳児の時間を記載しているため、進級により変更となる場合があります。※２：納付金は変更される場合があります。

http://www.boshiaiikukai.jp/aiiku-y.html
http://link.netcommons.net/azabusan/htdocs/
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※１

教育
時間

登園 9:00～9:30

降園
お弁当のない日 11:20
お弁当のある日 13:00

※２入園料 100,000円

※２月額
保育料

年少 33,000円
年中 33,000円
年長 33,000円

給食 －

※１

教育
時間

登園 9:00～9:15

降園 13:15
（水は～11:15）

※２入園料 100,000円

※２月額
保育料

年少 33,000円
年中 33,000円
年長 33,000円

給食 月・金

預かり保育

特 色

私 立 宗教法人日本基督教団安藤記念教会

安藤記念教会附属幼稚園
03-3446-5231

http://www.e-cosodate.com/kodawari/1/1/2433.html
港区元麻布2-14-16

「成長させてくださったのは神です」子どもたちが
暗唱している聖書の言葉です。一人一人が神さま
の愛の中で個性豊かに成長されるよう、十分な時
間、安全に整えられた環境、適切な援助を心がけ
て日々の保育を行っています。子どもたちは自発
的な遊びにより交わりを深め、互いに認め合い、
共感し、ルールを守ることや我慢すること、気持ち

を立て直すことを学んでいきます。「成長させてくださる神」に感謝し、力強く
巣立って行かれるよう願います。

安藤太郎・文子夫妻はハワイの総領事時代
に洗礼を受け、帰国後自邸内に教会堂を建
て伝道に励みました。当時東洋英和女学院
はカナダからドレーク宣教師を招き保育専
門学校を開始、近隣の教会で行われた教育
実習で子どもたちに接する学生の姿を見た
安藤太郎は「福音の宣伝は幼少期より始む
べし」との思いを抱き、ドレーク宣教師の指
導のもと幼稚園を設立しました。その幼稚
園も２０２３年度に１００周年を迎えます。

実施なし

預かり保育

特 色

私 立 宗教法人カトリック東京大司教区

麻布みこころ幼稚園
03-3408-8848

https://tokyo.catholic.jp/catholic/kindergarten/k1/
港区西麻布3-21-6

神さまの愛に信頼し、他の人をも愛すること、
互いを受け入れ赦し合う事ができるよう、あた
たかい雰囲気と良い環境を整えます。常に家庭
との連絡を密にして、時代に適した保育を心掛
け、自立心や、正しい躾を身につけます。又、自
然とふれあう機会を持つ事によって、すべての
ものが持つ命の大切さを教えると共に、情操教
育に重点を置き、遊びを通して明るく素直な、
思いやりのある幼児に育てます。

2013年に園舎が建て直され、開放感のある人工芝の園庭で、
園児たちが元気よく駆け回って遊んでいます。砂場の藤棚や、
沢山の子ども達に餌をもらった鯉たちは、昔のままです。
種々の行事を中心とした製作、創造性や話し合いを大切にす
る営み、季節を楽しむ歌などの日々の生活を通してイエス様、
マリア様の“みこころ”にならってきれいな心やさしい心、強い
心の持ち主になるようにと心がけて保育をしています。新型
コロナウイルスの流行により大切な行事を中止することなく、
どうしたら実行できるか話し合いを重ね、教員、子ども達共
にあきらめないこと、考えて行動する力を育んでいます。

実施なし

※１：教育時間は３歳児の時間を記載しているため、進級により変更となる場合があります。※２：納付金は変更される場合があります。

http://www.e-cosodate.com/kodawari/1/1/2433.html
https://tokyo.catholic.jp/catholic/kindergarten/k1/
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各幼稚園の紹介 私 立

※1

教育
時間

登園 9:00

降園 14:00
（水は～11:30）

※２入園料 120,000円

※２月額
保育料

年少 35,000円
年中 35,000円
年長 35,000円

給食 火・金

期間 時間 費用

教育時間前 8:00～9:00 500円／時間

教育時間後 ～17:00 500円／時間

長期休暇中 9:00～16:00 500円／時間

※１

教育
時間

登園 8:50～9:00

降園 13:00
（水・金は～11:15）

※２入園料 100,000円

※２月額
保育料

年少 32,000円
年中 32,000円
年長 32,000円

給食 －

預かり保育 （土日祝は原則実施なし）

特 色

私 立 学校法人聖心学園

サンタ・セシリア幼稚園
03-3446-9884

https://www.santacecilia-youchien.com/
港区白金4-7-23

キリスト教的愛の精神をあまねく幼児た
ちの上に注ぐことをモットーとし、建学
の精神に従い、カトリックの精神に基づ
いた幼児教育を行います。幼児の心身発
達の調和をはかり、健全な心身の基礎を
養い、明るく元気で、伸び伸びとした素
直な精神と強い丈夫な身体を育成し、カ
トリック教育の中で広い愛と豊かな心を
育てることを大切にしています。

カトリック教育に基づいて豊か
な心を育てて、喜びの中で祈
ること感謝することを知り、謙
虚な心を培いながら集団の中
でもひとりひとりの個性を生
かす幼児教育を行っています。
豊かな自然の中でのびのびと
遊び、四季を感じながら子ど
も達の健全な精神の育成に努
めています。

特 色

私 立 学校法人枝光学園

枝光会附属幼稚園
03-3441-8147

https://shikoukai.ed.jp/isarago/
港区三田4-19-36

預かり保育

カトリックの精神に基づき、暖かい雰囲気と良
い環境を整え、時代に適した保育を行いたい
と考えています。常に家庭、特に母親との連絡
を密にし、神様と人を愛する心を養い、自立心
や正しい躾を身につけることを願っています。
又、自然とのふれあいによって全ての命の大
切さを教えると共に、情操教育に重きをおき、
遊びの中から明るく素直で、思いやりのある
幼児に育てることを目的としています。

保育は自由保育と一斉保育の両方を
行っています。遊戯やゲームなど思い
きり体を動かす時間とお祈りや歌、製
作など静かに過ごす時間があります。
園の近くに広い公園があるので、お散
歩をかねて遊びに行くこともあります。
１学年１クラスで３人の先生が見ていま
す。子どもの安全面に気を付けながら
沢山の友達とかかわる中で豊かな心を
育てています。

実施なし

※１：教育時間は３歳児の時間を記載しているため、進級により変更となる場合があります。※２：納付金は変更される場合があります。

https://www.santacecilia-youchien.com/
https://shikoukai.ed.jp/isarago/
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※１

教育
時間

登園 8:30

降園 13:30
（月・火は～11:30）

※２入園料 90,000円

※２月額
保育料

年少 36,000円
年中 36,000円
年長 36,000円

給食 －

期間 時間 費用

教育時間前 実施なし

教育時間後 ～16:30 1,300円／回

長期休暇中 実施なし

預かり保育 （土日祝は原則実施なし）

特 色

私 立 学校法人白金幼稚園

白金幼稚園
03-3441-8497

http://shirokaneyochien.org/
港区白金台5-23-11

自然を子どもに

自然の中で思いっきり遊ぶ体験を通して
丈夫な心と体をつくり、「生きる力」の基
礎を育んでいきます。白金幼稚園では子
どもに自然を通して様々な発見や驚き
を体験させ一つ一つの出来事と深く関
わらせることで、子ども達の探求心や考
える力を深めていきます。

自然とのふれあい
都市の開発のなか、園周辺の環境も変わりつつあり
ますが、本園では開園以来「自然を子どもに」を掲げ
てきました。子どもの体と心の健やかな発達のため
に欠かせない、豊かな自然を守り、子どもが自然と
触れ合う時間を大切にします。

1クラスに2人の担任
担任同士、学年全体、さらに保育者全員との話し合
いの場を日常的に確保し、一人ひとりの保護者のみ
なさまと共有することで、よりよい保育を実現します。

期間 時間 費用

教育時間前 8:00～9:00 無料

教育時間後 ～17:30 700円／回

長期休暇中 実施なし

※１

教育
時間

登園 9:00

降園 14:30
（水・土は午前保育）

※２入園料 110,000円

※２月額
保育料

年少 31,600円
年中 31,100円
年長 30,600円

給食 月・火・木・金

預かり保育 （土日祝は原則実施なし）

特 色

私 立 学校法人東京聖徳学園

聖徳大学三田幼稚園
03-5476-8819

https://www.seitoku.jp/mita_yo/
港区三田3-4-28

聖徳学園の原点である幼稚園は、昭和27年に
現在の場所に建てられました。現在、幼稚園は
新園舎を工事中ですが、令和5年4月から新園
舎になります。『いつもにこにこ元気なこども』
「①健康でたくましい子どもに②誰とでも仲良
くできる子どもに③しっかりと約束の守れる
子どもに④あいさつができる子どもに⑤自分
で考える行動のとれる子どもに」をねらいとし
た保育を大切にしております。

遊びや様々な経験を通して、望ましい人間関係を
保ち、社会生活を送れるように保育をしています。
日本の伝統文化に触れる機会や、子ども達の発達
に必要な経験ができるように計画しながら行って
います。園児の健康な心と体を育むため専任の栄
養士がメニューや栄養バランスを考えた給食を自
園で調理し提供しています。幼児教育専門学校と
同じ建物（1,2階が幼稚園 3～7階が専門学校）
にあり、運動会やバザーなど学生と一緒に参加し
ています。

※１：教育時間は３歳児の時間を記載しているため、進級により変更となる場合があります。※２：納付金は変更される場合があります。

http://shirokaneyochien.org/
https://www.seitoku.jp/mita_yo/
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各幼稚園の紹介 私 立

※１

教育
時間

登園 8:30～8:45

降園 13:00
（月・水・金は～11:30）

※２入園料
女児 430,000円
男児 130,000円

※２月額
保育料

年少 40,833円
年中 40,833円
年長 40,833円

給食 －

※１

教育
時間

登園 9:00

降園 14:00
（水は～11:30）

※２入園料 100,000円

※２月額
保育料

年少 33,000円
年中 33,000円
年長 33,000円

給食 －

預かり保育

特 色

私 立 学校法人東洋英和女学院

東洋英和幼稚園
03-3401-3014

https://www.toyoeiwa.ac.jp/yochien/
港区六本木5-6-14

東洋英和女学院の建学の精神は「敬神奉
仕」です。一貫教育を通し、神を敬い、人
に仕えるものとなることを目指していま
す。私たちは、神様から一人ひとり異な
る個性を授かったかけがえのない存在
です。遊びを中心とした保育の中で、と
もに育ち、助け合うことを大切にします。

東洋英和幼稚園の園舎は、古き良き麻布・鳥居
坂の面影を残した、味わい深い建物です。
自然土のままの庭では、四季の移り変わりを五
感を通して感じ、自然の偉大さ、不思議さに触
れます。
自由に遊ぶ中で各々の個性を生かしながら、興
味関心のあることに主体的に取り組み、遊びを
深めていきます。

実施なし

預かり保育

特 色

私 立 宗教法人日本基督教団麻布南部坂教会

南部坂幼稚園
03-3473-1283

http://www.nanbuzaka.com/youchien/
港区南麻布4-5-6

神さまによって与えられた自分をはじめ、
すべての命を大切に、共に調和し育ち
あうことを喜びとする保育方針です。信
頼と安心を生む環境の中で、子どもの中
に満ちている「成長しようとする力」を信
じ、その力が生き生きと活動できるよう
に見守り、援助することを大切にしてい
ます。

１. 幼児期独特の教育を担う
幼児期に必要な体験を積み重ねることを大事にしています。幼児期の体験の結果は、すぐ目
に見える結果をもたらす物ばかりではありませんが、じっくりと時間をかけて繰り返した体験
は、やがて学童期からの学習内容と結びつき、実感を伴った知識や実力になっていきます。

２. 子ども同士が、互いに育ち合う
「あそび」を大切に考え、友だちとの関わり合いの中で、自ら学び取る力
を存分に試すことのできる時間と環境を大事にしています。

３. 生活習慣の行為を通して成長する
家庭ではつい大人が手を出してしまいそうなことを、幼稚園では、年齢
に合った見守り、援助をしながら自分の出来ることとしていけるよう「集
中力」「持続力」「応用力」「手先、指先の器用さ」などを自然に養います。

実施なし

※１：教育時間は３歳児の時間を記載しているため、進級により変更となる場合があります。※２：納付金は変更される場合があります。

https://www.toyoeiwa.ac.jp/yochien/
http://www.nanbuzaka.com/youchien/
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※１

教育
時間

登園 8:30

降園 13:30

※２入園料 100,000円

※２月額
保育料

年少 30,100円
年中 30,100円
年長 30,100円

給食 火・水・木・金

期間 時間 費用

教育時間前 実施なし

教育時間後 13:30～16:30
10,000円

／月

長期休暇中
9:00～15:00
(冬期5日間)

16,000円
／5日

いろいろな経験を通し、一人ひとりの子ども
が持つ可能性の芽をのばします。
子どもたちは遊びが生活そのものです。
いろいろな遊びを通じて子どもたちの感性
を育み、可能性の芽をのばしていきます。

教育
方針

１ 健康 均衡のとれたからだづくり
２ 情緒の安定と社会性
３ 考え、工夫して、創りだす力

預かり保育

私 立 学校法人みなと幼稚園

みなと幼稚園

（土日祝は原則実施なし。
補助金対象ではありません）

特 色

1. 環境の大切さ
四季折々の木々の変化、生き物の飼育、畑の作物、個性豊
かな友達や先生、全てが子どもたちを育てる環境です。そ
れらの環境作りを大切にしています。

2. 豊かな想像力
本のへや（図書室）があります。絵本は子どもたちを、お話
の世界に導いてくれます。絵本との豊かな出会いは、子ど
もたちに想像力と幸福感を与えてくれます。

３．基礎体力の充実
健康で均衡のとれた身体づくりが大切です。運動遊びを
積極的に楽しみ、達成感や挑戦する意欲を育てています。

03-3451-5495

https://minato-youchien.jp
港区芝2-25-6

期間 時間 費用

教育時間前 実施なし

教育時間後 ～17:00 1,000円／回

長期休暇中 実施なし

※１

教育
時間

登園 8:50～9:10

降園 14:00
（水は～11:30）

※２入園料 30,000円

※２月額
保育料

年少 33,000円
年中 33,000円
年長 33,000円

給食 月・火・木・金

預かり保育 （土日祝は原則実施なし）

特 色

私 立 学校法人明徳学園

明徳幼稚園
03-3431-0592

https://www.meitokuyouchien.ed.jp/
港区芝公園4-7-4

教育目標

• 生命を大切にし、思いやりのある子ども

• 自然の美しさを感じとれる子ども

• 健康な身体と心、知恵のバランスがとれている
子ども

• 仲間の中で、はっきりと自分の要求が出せるとと
もに、皆で力を合わせることを大切にする子ども

• 自分で考え、創りだそうとする意欲をもつ子ども

• 仏教精神を基にした幼稚園

• 個々に適切な指導ができるよう努め
ています

• 土の園庭で木々も多く、健康にも環境
にも理想的で、教具、遊具、運動具も完
備し、知育、徳育、体育の充実に努めて
います

• 大本山増上寺の境内にあり、芝公園を
ひかえて、都内としては幼児教育に最
も理想的な環境にあります

※１：教育時間は３歳児の時間を記載しているため、進級により変更となる場合があります。※２：納付金は変更される場合があります。

https://minato-youchien.jp
https://www.meitokuyouchien.ed.jp/
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各幼稚園の紹介 私 立

※１

教育
時間

登園 9:20

降園 13:30
（水は～11:30）

※２入園料 200,000円

※２月額
保育料

年少 31,000円
年中 29,000円
年長 29,000円

給食 月・火・木・金

※１

教育
時間

登園 8:45

降園 13:30
（水は～11:30）

※２入園料 100,000円

※２月額
保育料

年少 31,000円
年中 31,000円
年長 31,000円

給食 －

預かり保育

特 色

私 立 宗教法人日本基督教団霊南坂教会

霊南坂幼稚園
03-3582-3995

https://reinanzakakg.jp
港区赤坂1-14-3

保育方針

• キリスト教精神に基づき、一人ひとりを大切に
します

• クラス活動を軸にして、豊かな人間関係力を
育てます

• 自発遊びの時間を充分取ることで、自分で考
える力を育てます

• クラスや合同礼拝の時間を通して、自律する
力を育てます

イエス・キリストの教えに基づいて、一人ひ
とりの子どもを愛し、その子らしさを大切に
した保育をしています。自分を大事にされ
た子どもは、自己肯定感を持ち、他者と力
を合わせて生きることができるようになり
ます。開園以来１００余年『れいなんざかの
よいおにわ』と愛されて、子どもたちを育く
んできました。年少から年長までの子ども
たちが一緒に遊ぶ中で、本当の優しさと、生
きる力が育ちます。

実施なし

特 色

幼児教育が重要視されていないことに着目し
た第10代三井八郎右衞門（髙棟:三井グルー
プ総帥）により現在地に幼稚園を設立。その教
育方針は「各自の個性を尊重し、心身の円満
な発達と共に正直、勤勉、質素、快活の美風を
養成し、かつ、共同生活に慣れしめ、自立自助
の人となる素地をつくる」こととした。この方
針は現在に至っても受け継がれている。

私 立 学校法人北泉学園

若葉会幼稚園

若葉会幼稚園では、園児を、その年齢なりの一人前扱いをします。
3歳なら3歳なりの一人前、４歳なら４歳なりの一人前。それぞれ
の年齢でできることを求めます。信頼関係を築くと、子どもたち
は必ず、私共の要望に答えてくれます。困難を乗り越えた達成感、
自信あふれる誇らしげな表情。「がんばったぞ！立派にやった
ぞ！」の笑顔。 これらは日々の努力の積み重ねの結果です。毎日
毎日、地道な努力の積み重ねをしています。困難に出会った時、
人は考えます。この《考える機会》を排除せず、確実に掴み、乗り
越え、成長してほしいと思っています。千載一遇のチャンスをどう
使うか、若葉会幼稚園では助言をしていきたいと思っています。

預かり保育

03-3409-0039

https://wakabakai.net/
港区西麻布4-13-25

実施なし

※１：教育時間は３歳児の時間を記載しているため、進級により変更となる場合があります。※２：納付金は変更される場合があります。

https://reinanzakakg.jp
https://wakabakai.net/
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※１

教育
時間

登園 10:00

降園 13:30

※２入園料 150,000円

※２月額
保育料

年少 35,500円
年中 35,500円
年長 35,500円

給食 －

預かり保育

特 色

私 立 学校法人愛育学園

愛育学園幼稚部（特別支援学校）

03-3473-8319

http://www.aiikugakuen.ed.jp/
港区南麻布5-6-8

愛育には教科で区切られた時間割はあ
りません。昼食の時間や下校時間や特別
活動など大きな枠の中で子どもたち自
らが自分の一日を組み立てます。子ども
が興味をもって取り組み始めたことを教
師も一緒に追求します。一日一日を自分
の意思で作る主体的な生活を通して、子
どもたちは様々なことを学んでいきます。

愛育学園は、発達に遅れやばらつきの
ある３～１２歳の子どもたちのための特
別支援学校です。幼児期・学童期の教
育と体験は、生涯にわたる人格形成の
基礎を作る、人生のなかで最も大切な
時期です。さまざまな障がいをもつ子
どもたちだからこそ、子どもたちの意
思を尊重した体験をし、学ぶ環境をつ
くることを大切にしています。

実施なし

※１：教育時間は３歳児の時間を記載しているため、進級により変更となる場合があります。※２：納付金は変更される場合があります。

http://www.aiikugakuen.ed.jp/
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幼稚園マップ

マップ業者作成

区立幼稚園は黄緑（4章カラー）、
私立幼稚園は水色（5章カラー）にすると
色が連動して分かりやすいかと思います
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ハナミズキ

区の木 区の花

アジサイ バラ

まるみマーク

港区のマークは、昭和24年7月30日に制定しました。
旧芝・麻布・赤坂の3区を一丸とし、その象徴として港区
の頭文字である「み」を力強く、図案化したものです。
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