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協会所属の
全14園を紹介します

11月1日～
入園受付

※願書は有料です ※配布日は各園で異なります
10月15日～
入園案内 茅ヶ崎市私立幼稚園協会茅ヶ崎市私立幼稚園協会

いっしょに
幼稚園を
見てみよう

11月1日は
大事だよ

チガクマ
ちゃん

幼稚園に
憧れるクマ
の子ども

❶住所 ❷TEL ❸定員 ❹給食・お弁当
❺園バス ❻制服 ❼保育時間
❽預かり保育 認定こども園認　定

こども園

ひかりの子幼稚園 1

「子どもは遊びで育つ」。広い園
庭、緑いっぱいの畑、木が香る
園舎からは今日も子どもたちの
元気な声が聞こえてきます。体
験するたくさんの「ふしぎ」を通
して成長する子どもたちを、地
域の人 と々も手を取り合いなが
らみんなで見守っていきます。

❶芹沢913
❷0467-51-0103
❸175人❹お弁当㈪㈫㈭㈮
❺あり❻なし❼9：00～14：00（㈬
は～11：30）❽保育終了後～17：00

めぐみの子幼稚園 2

「一人ひとり、ありのままを大切に」。
少人数ゆえの行き届いた保育、好き
なことに自由に熱中できる環境の中
で、子どもたちはのびのびと成長して
いきます。お父さんもお母さんもそれ
ぞれができる範囲で助け合いながら、
一緒に幼稚園生活を楽しんでいます。

❶下寺尾406-1
❷0467-52-7020
❸85人❹お弁当（月）（火）（木）（金）❺なし
❻なし❼9:00～14:00（年長14:20）
/（水） 9:00～11:30（年長11:50）
❽８:30～/～17:00

香川富士見丘幼稚園 3

一人ひとりの個性と成長に合わ
せ、きめ細かい教育を行い、『自分
でよく見、自分で考え、自分で行
動のできる子』を目指します。全
国的にも例を見ないiPadを使っ
たプログラミング学習を行い、未
来に羽ばたく力を養います。

❶
❷
❸　　   ❹
❺　　　❻　　❼
❽

香川4-50-27
0467-86-6340
140人　  給食㈪㈭お弁当㈫㈬㈮
あり　　 あり　  9：00～14：20
なし

❶円蔵2-14-12
❷0467-51-4297❸150人❹給
食のみ❺なし（地下駐車場有。車で
送迎可）❻あり❼9：30～14：30
❽保育終了後～17：30

湘南やまゆり幼稚園 4
湘南やまゆり学園、最初の
園です。笑顔とけじめを大
切に、アットホームで先生
も園児も皆穏やかです。季
節行事、剣道、茶道、日々の
知育・体育・徳育など様々
な体験の中から子どもの可
能性を引き出します。

認　定
こども園

茅ヶ崎すみれ幼稚園 5

一番大切にしているのは、すべて
の始まりである「あいさつ」です。た
くさんの遊具、ネイティブ英会話
を自然に身につけられる「サイバー
ドリーム」など、様々な学びの機会
を用意し、子どもたちがのびのび
成長できる環境を提供します。

❶高田2-2-3
❷0467-51-9000
❸350人❹給食㈪㈬㈭お弁当㈫㈮
❺あり❻あり❼9:00～14:00
❽保育終了後～18:00（春・夏・冬休みあり）

湘南やまゆり第ニ幼稚園 6

『集中』と『発散』をテーマにメリ
ハリのある学びを。広い園庭で
友だちと一緒に遊んだり、運動
したり…。音楽、剣道、茶道等、
様々な経験の中で、子どもたち
一人ひとりに合った“できる”を
どんどん伸ばしていきます。「ぜ
ひ一度見学にいらしてください」

❶円蔵2350
❷0467-85-2146
❸430人 ❹給食㈪～㈮ ❺あり 
❻あり ❼9：30～13：30（授業
時間）／9：00～14：00（登・降園
含） ❽保育終了後～17：30

認　定
こども園

❶円蔵1-20-15
❷0467-54-2363
❸321人❹給食❺あり❻あり
❼9:00～13:30
❽7:30～／～18:00

認　定
こども園湘南マドカ幼稚園 7

子どもの可能性は無限大。
本物の教育環境で、学びも
遊びも等しく取り入れ、運
動・音楽・美術・道徳…たく
さんの「できた！」喜びを力
に変え、いきいき過ごしま
す。

茅ヶ崎みなもと幼稚園 8

ひろーい園庭には、子どもたちの「あそび、学ぶ力」を伸ばす遊具がたくさん。園
生活で感じた「なぜ？なに？」を共有、ともに考え、協調性や生きる意欲に繋げま
す。英語や運動、様々な体験を通し、子どもたちの個性がぐんぐんと育つ園です。
❶萩園2217❷0467-86-5899
❸280人❹給食㈪㈫㈬お弁当㈭㈮
❺あり❻なし❼8:00~9:30登園/午
前保育~11:00/午後保育~14:00
❽保育終了後~17:30

浜竹幼稚園 9

「子どもたちの遊びや友だちとの
関わりを大切に」。コマ回しや大な
わとびなど、友だち同士で経験を

共有する古き良き伝承遊びを大切にし
ながら、遊びを中心とした保育を実践
しています。「子育ては慌てずに。まずは
自己肯定感を育んで」と菊池園長。

❶浜竹3-4-53
❷0467-82-0464
❸166人❹給食㈫㈭お弁当㈪㈮
❺あり❻なし❼8:30～14:00
❽保育終了後～17:00

聖鳩幼稚園
みはと

十人十色の子どもたち。少人数ならでは、個々の「発達」に合
わせた丁寧な教育を心がけています。イエス様を中心とした

「まあるい園」で、多くの体験を
通じ見つけたそれぞれのきっか
けを手掛かりに、子どもたちは
日々、ぐんぐんと成長します。

10

❶東海岸北3-10-4
❷0467-82-2573
❸70人❹給食㈫㈭お弁当㈪㈮
❺あり❻あり❼8:30～14:00／㈬
～11:30❽保育終了後～16:30

認　定
こども園 まつなみ幼稚園

「友だちを作りに来
る場所」が合言葉。
「やさしく明るい元
気な子」「自分で考
え行動できる子」
「最後までがんば
れる子」を教育目
標に、みんなでいる
ことが楽しくなる幼

稚園です。食育にも力を入れてい
て、園児たちは「子どもクッキング」
を通して、自分で作る喜びや楽しさ
を友だちと一緒に学んでいきます。

❶
❷
松浪1-3-32
0467-83-3510

11

❸140人❹お弁当のみ❺なし
❻あり❼9:00～14:30❽保育
終了後～17:00

茅ヶ崎浜見平幼稚園

日の光差す中庭、お城みたい
な遊具、芝生の丘のある園庭、
橋のような渡り廊下…物語の
ある園舎で、子どもたちの自由
な想像力を大切にしています。
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❶松尾6-11
❷0467-82-8518
❸224人❹給食㈪㈫お弁当㈬㈭㈮
❺あり❻あり❼9：00～14：00
❽保育終了後～17：00

❶富士見町5-2
❷0467-87-1661
❸200人❹お弁当（２号認定児の
み給食）❺あり❻なし❼9:00～
14:00❽7:00～／～19:00

平和学園幼稚園 13

20年度から新園舎にお引越し。
幼保連携型に切り替わり、これま
での小・中・高校生に加え、１・２
歳児のお友達も交流の輪に加わ
ります。やりたい！時が学びの好
機。トンカチ、包丁、なんにでも挑
戦しましょう。祈りの心を大切に、
共に生きることを学びます。

認　定
こども園 恵泉幼稚園

1935年9月10日創立、神の愛と共に、温かい目で地域の
子どもたちを育て見つめてきました。図書室やコンサート

も行える大ホール、芝生の広
がる園庭̶̶。家庭と手を取
り合い、共に、穏やかに、心豊
かな教育を目指します。
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❶中海岸3-1-19❷0467-82-30
23❸360人❹お弁当❺あり❻なし
❼9:00～13:30（年少）～13:45
（年中）～14:00（年長）❽保育終了
後～17:00
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いよいよ来年度の幼稚園入園案内、入園受付がスタート！

10月からは幼児教育無償化もはじまり、入学前の選択肢の幅が広がりました。

茅ヶ崎市私立幼稚園の協力で、各幼稚園の特徴と園の選び方を紹介します。


