
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和３年度 

 幼稚園特集 一覧表付き 

お子さんの幼稚園入園をお考えの皆さん、いつ頃、何から始めたらいいかなど、お悩みはありませんか。 

幼稚園は学校教育の始まり！様々な遊びを通して、友達との関わり方を学んだり、豊かな感性や生きる力の基礎を育む大切な 

場所ですね。お子さんやご家庭の考えに合う幼稚園に出会い、楽しい園生活が送れることを願い、幼稚園特集をお届けします。 

幼稚園てどんなところ？ まずは情報収集！ 

教 育 方 針 
内 容 

幼稚園教育要領（教育課程の基準）に従い、各園がそれぞれの教育目標を掲げ、施設の環境を

整え、遊び、教育、行事などを行っています。 

各園のパンフレットやホームページに、教育方針や具体的な活動内容などが掲載されています。 

入 園 年 齢 幼稚園は 3 歳から未就学のお子さんが通える施設です。 

4 月 1 日時点 4 歳（年中）から入園（2 年保育） 

3 歳（年少）から入園（3 年保育） 

☆3 歳の誕生日前日から入園できる園もあります。 

満 3 歳児クラス（4 年保育）市内ではあけの星・昭島台・栗ノ沢のみ 

時 間 
概ね８:30～14:30 の間に教育時間が設定されています。 

その他に通常の教育時間前後の時間帯、長期休業期間（夏・冬・春休み）に在園児をお預かり 

する「預かり保育」が利用できる園があります。（費用は別途必要） 

昭島市内の幼稚園 
① あけの星幼稚園 

② 昭島幼稚園 

③ 昭島台幼稚園 

④ 栗ノ沢幼稚園 

⑤ 昭島すみれ幼稚園 

⑥ 昭島恵泉幼稚園 

⑦ 啓明学園幼稚園 

⑧ 幼保連携型認定こども園 

  イコロ昭和の森 

各園の住所等は一覧表に

掲載しています。 

市外の幼稚園でも 

通うことが 

できます。 

募集定員は園により異なる 

ため確認が必要です。 

昭島市子ども子育て利用者支援だより 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

12月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 月 10 月 11 月 12 1 2 3 ４月 

              見学会 ・ 入園説明会 願書受付 入園準備説明会 入園式 

未就園児（プレ）クラス受付  願書配付 入園手続き 制服採寸・教材渡し  

園生活の違い  
いろいろ  

一日の流れ 登園 自由遊び・教育活動 昼ごはん 降園 預かり保育 

徒歩通園  or  園バス通園 

園バス利用を希望する場合 

バスルートの相談をして 

おくと安心ですね。 

それぞれの良さがあります。 

先輩ママの意見も参考に！ 

季節を感じながらの登園は 

親子の楽しいひと時です。 

お迎え時に子どもの 

園での姿が見られたり 

先生に話を聞けて良かった。 

下の子を連れて毎日の 

送迎は大変！園バスの 

おかげで助かりました。 

◇自由遊び主体の園 

◇外遊びや体力作りに力を入れている園 

◇活動（教育）内容が豊富な園 

など、園によって特色があります。 

毎日の活動 

好きな遊びにじっくり取り組み 

自主性が育まれたと感じます。 

多くの体験を通して 

日々成長が見られます。 

幼児期は家庭と園の協力が大切な時期です。 

親参加型行事などの回数は園により違います。 

親が参加する活動 

親同士の交友関係が 

広がりました。 

園で子どもがどう過ごしているか 

見る機会になって安心できました。 

仕事をしていても参加できる

範囲の回数で良かった。 

お弁当  or   給食  

どちらかを選べる園や、両方取り入れている園もあります。 

お弁当は子どもの食べる量に合わせられるから 

「今日もピカピカに食べたよ～」と嬉しそう！ 

美味しくてメニューに富んだ給食を 

子どもが楽しみにしています。 

毎日温かい給食は嬉しい！ 

小学校は給食になるから、今のうち

にお弁当作りを楽しみたい。 

プレ保育 

（未就園児クラス） 

就園前に幼稚園で同年齢の友達と様々な活動を楽しみながら、集団生活を体験します。

参加していると優先的に幼稚園入園できる園もあります。 

対象年齢、実施回数、保護者同伴の有無、活動内容、費用等は、園により異なります。 

ホームページを検索 

教育方針や園生活の様子が紹介されています。 

一覧表の QR コードを活用してね！ 

園の行事や園庭開放に行ってみる 

幼稚園の遊具で遊んでみたり、在園児の日常の様子を見ると 

お子さんが入園した時のイメージがわきます。 

公園や子育てひろばで 

在園児のママ達から話を聞いてみる。 

 
市内には 0 歳～3 歳のお子さんと保護者が集える 

なしのき、ほりむこう、りんご、さくらんぼ、 

くるみ、いちご 

6 か所の子育てひろばがあります。 

先輩ママに最新情報を聞けたらいいですね。 

スタッフに育児相談もできますよ。 

市役所、あいぽっく等で配付中の 

乳幼児支援制度案内「きらり」には 

子育てひろば、未就園児プログラム 

行事、園庭開放などの情報を 

掲載しています。 

感染症の流行等により、 

変更になる場合もあります。 

園にお問い合わせください。 

いろいろな方法で情報を集めて園選びのヒントにしよう！ 

幼稚園入園までの一般的なスケジュール 

 
プレクラスの参加や、満 3 歳児クラス 

（4 年保育）入園を希望する場合は、 

早めに準備を始めましょう。 

※園によって異なります。 

各幼稚園に直接申し込みます。 

 
例えば 3 年保育での入園を希望する場合、３歳の誕生日を迎える年度の

夏頃までに園選びができると、秋の入園説明会に参加できますね。 

心身ともにたくましくなってきました。 

市のホームページまたは QR コードから

デジタルブックもご覧いただけます。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

子ども子育て利用者支援員にご相談ください。 
子ども子育て支援課 

子ども子育て地域支援担当 

子ども子育て利用者支援「ぽっけ」 

（アキシマエンシス校舎棟 1 階） 

昭島市役所 1 階 17 番窓口 

月～金曜日（祝日は除く） 

8:30～17:00（受付 16:45 まで） 

042-544-4190（直通） 

042-544-5111（内線 2170・2171） 

月・水・木曜日（祝日は除く） 

9:00～16:30（受付 16:00 まで） 

正午～13:00 を除く 
子育てひろばいちごでも相談できます。 

042-519-2218 

出 張 相 談  

子育てひろば なしのき・ほりむこう 

りんご・さくらんぼ・くるみ 

金曜日巡回 9:30～11:30（受付 11:00 まで） 

※日程は上記へお問い合わせください。 

保健福祉センター「あいぽっく」 

毎週火曜日（祝日を除く） 

9:00～16:00（受付 15:45 まで） 

幼稚園見学に行こう！ 実際に幼稚園に行って、見て、聞いて、感じてみましょう！ 

新型コロナウイルス感染症の蔓延により、見学は人数制限や完全予約制など、各園が対策をとっています。 

希望する日時に見学できない場合もあるため、余裕をもって計画し、必ず電話連絡してから行きましょう。 

幼稚園の園舎を見たり、先生と直接話せる機会です。見たいポイントや 
聞きたいことをメモしておくと有意義な見学にできますね。 
遠慮なく質問してみましょう！ 

なるべく、実際に通う道順で行き、時間も計ってみましょう。 

いよいよ園選び！ 見学時の印象や、情報を整理して考えよう！ 
                       ご家庭の考えやお子さんに合うのはどの幼稚園？ 

入園後に心配なことがあった時 

相談しやすいかな⁈ 

悪天候の日も大丈夫かな⁈ 

ママ友の意見とは 

ちょっと違うかも… 

お子さんは一人ひとり成長や個性に違いがあり、それぞれのご家庭で重視する点や

考え方も違います。人の意見に流されずじっくり考えて、大切なお子さんが毎日通う

幼稚園を選びましょう。 

Q   ＆   A 
Q 年度途中でも入園を受け付けていますか？ 
  

A 随時受け付けていますが、定員の状況による
ため、希望する園にお問い合わせください。
満 3 歳児クラスで 3 歳の誕生日前日から入
園できる園もあります。（市内ではあけの星・
昭島台・栗ノ沢のみ） 

Q カリキュラムを選んで見学はできますか？ 

  （体操の時間・英語の時間など） 
 

A 幼稚園によりできる場合があります。見学の
電話連絡の際に相談してください。 

Q 子どもがまだ小さくても（0 歳～1 歳）見学は
できますか？ 

 

A 多くの幼稚園で可能です。電話連絡の際に 
確認してください。特にプレ保育に参加を 
希望する場合は早めの見学をおすすめします。 

Q 幼保連携型認定こども園はどんな園？ 
 

A 幼稚園と保育園の機能を併せ持つ施設です。 
幼稚園機能は保護者の就労等にかかわらず入園できます。
幼稚園機能へ入園後、就労等の変更があった場合、保育園
機能に移ることが可能です。（申請手続きは必要です。）   

 幼稚園機能 保育園機能 

7:00  登園 

9:00 登園  

   クラス活動 

食事 12:00 

14:00 降園 睡眠 

   

15:00 預かり保育 おやつ 

17:00  降園 

   

19:00  時間外保育 

 

【一日の様子】 

 
幼保連携型認定こども園 

イコロ昭和の森 
の場合 

 

※園により異なります。 

子ども子育て利用者支援員は 

お子さんのあずけ先、 

あそび場所のご案内や 

相談をお受けしています。 

電話連絡 

事前準備 

見学当日 

お気軽に

どうぞ！ 

毎日のことだから家から近くて通いやすい園がいい！ 

先生と在園児の関わり方や、全体の雰囲気が良かった園にしたい。 

外遊びがたくさんできる園に入れたい。 

教育方針や活動内容で選びたい。 

仕事を始めたいから預かり保育の時間帯をチェック！ 

課外教室で習い事をスタートできたらいいな。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

幼稚園の費用について 
幼稚園を検討する際、費用についても気になるところですね。入園料・保育料・制服代・バス代・給食費・教材費・

冷暖房費など金額は各園により異なります。このページでは負担軽減する制度についてご紹介します。 

「幼児教育・保育の無償化」の対象は 入園料と保育料です。 

  ・対象施設により「全額無償」「一部無償」など異なります。 

  ・入園決定後、園より配付される書類にて「認定を受ける手続き」を行ってください。 

  ・認定には「新 1 号認定および 1 号認定」「新 2 号認定」があります。※１ 

  ・市外の園に通う場合も同様です。 

・入園料、保育料以外にかかる費用は無償化対象外となるため自己負担となります。 

 ※１ 「新 1 号認定および 1 号認定」の場合 入園料・保育料が無償化の対象 

     「新 2 号認定の場合」の場合   入園料・保育料・預かり保育料が無償化対象 

【新１号】 「新制度未移行幼稚園」 
  

市内の園は  あけの星・昭島・昭島台・栗ノ沢 
      昭島すみれ・昭島恵泉・啓明学園 

【1 号】 「認定こども園」 
「新制度幼稚園」  

市内の園はイコロ昭和の森 

３歳児クラス～５歳児クラス 満３歳児クラス ３歳児クラス～５歳児クラス 

利用料が 
一部無償化 上限額 月 25,700 円 

  
実費負担額は各園により異なります。 
詳細は各園にお問い合わせください。 

利用料は全額無償 
  ※２ 

※２ 利用料とは保育料・入園料のことを言います。制服代、給食費、冷暖房費、教材費、バス代 
などは無償化対象外となるため自己負担になります。 

★「新１号認定および 1 号認定」に該当の場

★「新２号認定」に該当の場合、さらに預かり保育も無償化対象！ 

保護者それぞれに事由（就労、出産、求職、育児休業中、疾病、介護、看護、就学、障害など）がある方が 
対象となります。認定を受けるには、それぞれ証明書類が必要です。 

３歳児クラス～５歳児クラス 満３歳児クラス 

上限額 月 11,300 円 市民税非課税世帯に限り 

上限額 月 16,300 円 

利用料は施設に支払い、市役所にて請求手続きした後、返金されます。1 日当たりの限度額は 450 円です。 

【給食費について】 
「市民税所得割額が 77,100 円以下世帯の子ども」と「同一世帯の小学校 3 年生までの子どもを第 1 子と数えて 

第 3 子以降の場合」については、副食（おかず・おやつ等）の費用が、補助金で後から返金（上限額月 4500 円） 

されます。該当者にはお知らせがありますので、市に請求手続きを行ってください。 

【私立幼稚園等園児保護者補助金】 
保育料の自己負担分や学納金が、補助金で後から返金されます。入園後、園から配付される書類で申請手続きをして

ください。補助金額は市民税所得割額により算定されます。 

【多子世帯一時預かり保育等利用者負担軽減補助（幼稚園在園児対象）】 
同一世帯の未就学児までの子どもを第１子と数えて第 2 子及び第３子以降のお子さんが対象 

市役所１７番窓口で申請手続きをすると、「幼稚園の預かり保育」を利用した場合の利用料金が、第２子の場合 

1/2 免除、第３子の場合は全額免除となります。詳細は下記へお問い合わせください。 

＜問い合わせ＞昭島市役所子ども子育て支援課子ども子育て地域支援担当 042-544-4190（直通） 

プレ保育 

(未就園児クラス)は 

無償化対象外です。 

事由のない方(新 1 号・ 

１号認定)が預かり保育

を利用した場合、全額 

自己負担となります。 


