
1 幼稚園名

2 所在地

3 問い合わせ先

4 定員と園児数

5 園の特色

6
園からの
メッセージ

検定料・入園料

保育料

諸費用（教材費等） （月額）約3,000円

月・火・木・金曜日 8：50～14：00

水曜日 8：50～11：50

早朝預かり保育 平日 8：00～8：50

午後の預かり保育 平日 教育時間終了～18：00

休業期間中 平日 8：00～18：00

夏休み 7月21日～8月31日

冬休み 12月24日～1月6日

春休み 3月25日～4月7日

回数　週5回
（現在4回，今後5回の予定）

料金

12 小学校との連携

対象

活動概要

園庭開放
対象

（遊び場の提供）
活動概要

ホームページ・動画 伏見板橋幼稚園紹介動画

URL https://www.youtube.com/watch?v=LnzcvdGWGqQ

QRコード

16 その他

11 給食弁当

原則月曜日～金曜日に実施。希望に応じて注文可能。
※14時までの午後保育の曜日は，給食弁当または持参弁当が必要となりま
す。

1食324円

7 教育時間 平日は早朝（8：00～）及び18時まで預かり保育実施

8 休業期間 平日は早朝（8：00～）及び18時まで預かり保育実施

10 預かり保育

　幼稚園ですぐに遊びたい子どもの意欲を大切にするために制服はありません。毎日親子で一緒
に通園してもらうので，園での子どもさんの様子を見たり，相談などにすぐに幼稚園が対応するこ
とができます。幼児期に親子で過ごすかけがえのない時間を大切にできるよう子育て支援も充実
しています。

　伏見板橋小学校の1年生と数回年長児が交流します。小学校の運動会や学習発表会に向けて
の授業を見たり，グラウンドでマラソンや凧あげをしたり，幼稚園で収穫した果実を届けるなど，小
学校に親しみを持ち，入学への期待感と安心感を育てます。

13
未就園児クラス
(子育て相談・

遊び場の提供）

0歳児～就園前のお子さんとその保護者（年齢によってクラスがあります）
こっこ組　0～4歳児
ぷちたんぽぽ組　2歳児

親子で遊びに来て，同年齢の子どもさんと出会う場となります。また，
在園児が遊んでいる様子もご覧ください。
こっこ組　毎週火・木・金曜日　10:00～11:30　（R4年度から）
　　　　　　初回のみ登録代340円
ぷちたんぽぽ組　第1・3・4月曜日10:00～11:30　(R4年度から）
　　　　　　毎月500円の予定
＊手遊びや絵本の読み聞かせ，季節の製作などします。

14

0歳児～就園前のお子さんとその保護者

幼稚園の庭で親子で遊びましょう！
こっこ組終了後～12:00まで　　月・火・木・金14:00～16:00

15

伏見板橋幼稚園ホームページ

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=501200

※休業期間中は実施しない期間（年末年始，お盆の頃，学年末・始めなど）があります。
※保育が必要な理由（就労，介護等）がある家庭では，ひと月当たり，450円×利用日数を上限として，費
用はかかりません。

　心豊かにたくましく　よく遊び　未来に向かって力を発揮できる子どもをめざして，一人一人の思
いに寄り添うこと，友達や先生と主体的に遊び込めるように援助すること，保護者の方に安心して
いただくことを大切にしています。親子で楽しく通いながら，幼稚園とともに子育てを楽しみましょ
う。

　伏見板橋幼稚園は，京阪・近鉄丹波橋駅に近く，伏見板橋小学校や伏見中学校と隣接してお
り，地域に大切にされ，関わりが深い幼稚園です。歴史を感じる町名などが残り，区役所や図書
館，商店街などがあり，便利な場所にあります。広い園庭や砂場で思いきり体を動かして遊ぶこと
ができ，栽培物や小動物との出合いもあります。近くには高瀬川の土手，桓武天皇陵や伏見桃山
城があり，虫取りや木の実拾いなど自然と関わることもできます。

9 保育料など

なし

なし

京都市立伏見板橋幼稚園

京都市伏見区下板橋町610（京阪・近鉄丹波橋駅徒歩5分）

☎ 075-611-2684
✉ itahashi-e@edu.city.kyoto.jp

定   員：3歳児40名　4歳児70名　5歳児70名
園児数：3歳児14名　4歳児11名　5歳児20名　計45名（令和3年5月1日現在）

https://www.youtube.com/watch?v=LnzcvdGWGqQ
http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=501200


1 幼稚園名

2 所在地

3 問い合わせ先

4 定員と園児数

5 園の特色

6
園からの
メッセージ

検定料・入園料

保育料

諸費用（教材費等） （月額）2,000～2,200円程度

月・火・木・金曜日 8：50～14：00

水曜日 8：50～11：50

早朝預かり保育 平日 8：00～8：50

午後の預かり保育 平日 教育時間終了後～18：00

休業期間中 平日 8：00～18：00

夏休み 7月21日～8月31日

冬休み 12月24日～1月6日

春休み 3月25日～4月7日

回数

料金

12 小学校との連携

対象

活動概要

園庭開放
対象

（遊び場の提供）
活動概要

ホームページ・動画 伏見南浜幼稚園紹介動画

URL https://youtu.be/u9EyhdexJwI

QRコード

16 その他

京都市立伏見南浜幼稚園

京都市伏見区丹後町142
（京阪　中書島徒歩8分　伏見桃山徒歩9分　近鉄　桃山御陵前徒歩10分）

☎ 075-601-2731
✉ minamihama-e@edu.city.kyoto.jp

定   員：3歳児　35名　4歳児  35名　5歳児　70名
園児数：3歳児　14名　4歳児　14名　5歳児　18名　計46名（令和3年5月1日現在）

9 保育料など

なし

なし

　125年を超える園の歴史の中で，常に南浜学区の『豊かな自然環境』や『地域の方々のあたたかな
サポート』を十分に生かし，『多様な体験がいっぱい！』の保育を行ってきました。
  幼児期にこそ育てておきたい『本物の生きる力』を育てます。そして保護者の方々も『今しかできな
い子育て』をご一緒に楽しみましょう！

・『一人一人の発達のみちすじを大切に！』・・・・・お子たちの『こころの動き』にしっかりと　寄り添い
『最大限の育ち』を生み出します。
・『真剣なあそびの中にはまなびがいっぱい！』・・・・・『伝える力』『聴く力』『集中力』『友達のことを思
いやる力』 『がんばる力』など・・・様々な本物の生きる力が育ちます。
・『小学校に行っても安心！』・・・・お子たちの育ちを小学校へとつなぎます。

豊かな自然環境の中，あたたかい保護者の方々や地域の方々に見守られ，子どもたちは一人一人
のびのびと『自分らしく』遊び，しっかりと育っていきます。

　園庭だけでなく，日常的に小学校の校庭や体育館でものびのびと体を動かして遊んでいます。また
年間を通して，小学生との交流も盛んで，園児たちは『小学校』へのあこがれや期待をふくらませてい
きます。　さらに小学校と幼稚園の教職員の連携も『ばっちり！』で一人一人のお子たちの育ちを，小
学校にもきちんとつないでいきます。

11 給食弁当

原則月曜日・金曜日に実施。希望に応じて注文可能。
※14時までの午後保育の曜日は，給食弁当または持参弁当が必要となります。

1食330円

7 教育時間 平日は早朝（8：00～）及び18時まで預かり保育実施

8 休業期間 平日は早朝（8：00～）及び18時まで預かり保育実施

13
未就園児クラス
(子育て相談・

遊び場の提供）

0歳児から就園前のお子さんとその保護者
つぼみ組（0歳～就園前）

10 預かり保育

15

伏見南浜幼稚園ホームページ

https://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=501309

・『つぼみ組』　月曜日・水曜日（9時30分～11時30分）費用は初回に名札
代150円のみ。時間中の出入りは自由です。
専用のお部屋で，先生と一緒にゆったりと遊んだり，戸外で思いきり体を
動かしたりして遊びましょう！様々な『子育て相談』も受け付けています。
お気軽にお声かけください。絵本の貸出も行っています。
・つぼみ組のお子さんは，『はまっこランド』で（木曜日　9時30分～11時30
分）
専用のお部屋で，自由に遊んでいただけます。

14

0歳児から就園前のお子さんとその保護者

月・火・木・金曜日14時～16時　水曜日12時～16時

※休業期間中は実施しない期間（年末年始，お盆の頃，学年末・始めなど）があります。
※保育が必要な理由（就労，介護等）がある家庭では，ひと月当たり，450円×利用日数を上限として，費用は
かかりません。

https://youtu.be/u9EyhdexJwI
https://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=501309


1 幼稚園名

2 所在地

3 問い合わせ先

4 定員と園児数

5 園の特色

6
園からの
メッセージ

検定料・入園料

保育料

諸費用（教材費等） （月額）約3,500円

月・火・木・金曜日 8：50～14：00

水曜日 8：50～11：50

早朝預かり保育 平日 8：00～8：50

午後の預かり保育 平日 教育時間終了後～18：00

休業期間中 平日 8：00～18：00

夏休み 7月21日～8月31日

冬休み 12月24日～1月6日

春休み 3月25日～4月7日

回数

料金

12 小学校との連携

対象

活動概要

園庭開放 対象

（遊び場の提供）
活動概要

ホームページ・動画 伏見住吉幼稚園紹介動画

URL https://youtu.be/6KISFBh5J8Y

QRコード

16 その他

　京都市立伏見住吉小学校と継続した連携をしています。園児と児童，教職員同士の交流をして
います。
　また，互いに授業，保育の参観や，合同研修会等を行い，5歳児から1年生までをつなぐカリ
キュラムの実践に取り組んでいます。
その他，本園から園児の就学先となる小学校と，連絡会をもち，円滑な就学に向けて連携してい
ます。

11 給食弁当

原則　週2回　実施　（全回数申込　または月1回全員給食弁当のみ申込のい
ずれか選択）
※14時までの午後保育の曜日は，給食弁当または持参弁当が必要となりま
す。

1食302円

送迎バスはなく，保護者に送り迎えをしていただきますが，毎日先生や保護者の方々と会えるの
で，何でもすぐに話ができます。担任の先生からその日の子どもたちの様子や保育の内容が聞
け，親子共に楽しんで幼稚園に通っていただけます。

13
未就園児クラス
(子育て相談・

遊び場の提供）

0歳児～就園前のお子さんとその保護者
うさぎ組(0歳～就園前）

うさぎ組　火曜日・木曜日（9：30～11：30）費用　初回は名札代・教材
費　500円
○園の様子を見ながら，親子で園庭や保育室で遊び，同年齢の子ど
も同士や在園児との交流をしましょう。
○一部，園行事，季節の行事への参加や親子で季節の制作を楽しみ
ましょう。
○担当教員と，絵本の読み聞かせ，手遊びや歌などの活動
○子育ての悩みなどのおしゃべり会

14

0歳児～就園前のお子さんとその保護者

園庭で，遊びましょう。
月・火・木・金　14：00～15：30　水　12：00～15：30

15

伏見住吉幼稚園ホームページ

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=501408

7 教育時間 平日は早朝（8：00～）及び18時まで預かり保育実施

8 休業期間 平日は早朝（8：00～）及び18時まで預かり保育実施

10 預かり保育
※休業期間中は実施しない期間（年末年始，お盆の頃，学年末・始めなど）があります。
※保育が必要な理由（就労，介護等）がある家庭では，ひと月当たり，450円×利用日数を上限として，費用
はかかりません。

　『こどもファースト』，『子どもたちのやってみたい！』を大切にした保育をしている伏見住吉幼稚
園です。その中で子どもたちは，幼児期に大切な，喜怒哀楽の感情をありのままに表現して，安
心して過ごしています。子どもたちも，先生たちも，心動かし，心躍る，いきいきとした生活をして
います。

　南向きで日あたりのよい，2階建ての園舎です。見通しがよく，どの保育室からも園庭が見渡
せ，その一角にはプールもあります。園庭には大きな桜の木が3本，四季折々の美しさを見せてく
れます。
  戦前からある太鼓橋は，今でも子ども達のお気に入りの遊具の一つです。
  一人一鉢栽培を始め，うさぎやチャボなどの小動物とのかかわりなど，四季を通じて豊かな活
動ができる保育を展開しています。隣接している伏見住吉小学校との連携もしています。

9 保育料など

なし

なし

京都市立伏見住吉幼稚園

〒612-8315　京都市　伏見区　中之町　478

☎ 075-601-3652
✉ sumiyoshi-e@edu.city.kyoto.jp

定   員：3歳児　35名　4歳児　70名　　5歳児　70名
園児数：3歳児　18名　4歳児　15名　　5歳児　25名　計　58名（令和3年5月1日現在）

https://youtu.be/6KISFBh5J8Y
http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=501408


1 幼稚園名

2 所在地

3 問い合わせ先

4 定員と園児数

5 園の特色

6
園からの
メッセージ

検定料・入園料

保育料

諸費用（教材費等） （月額）約2,000円

月・火・木・金曜日 8：50～14：00

水曜日 8：50～11：50

早朝預かり保育 平日 8：00～8：50

午後の預かり保育 平日 教育時間終了～18：00

休業期間中 平日 8：00～18：00

夏休み 7月21日～8月31日

冬休み 12月24日～1月6日

春休み 3月25日～4月7日

回数

料金

12 小学校との連携

対象

活動概要

園庭開放
対象

（遊び場の提供）

活動概要

ホームページ・動画 深草幼稚園紹介動画

URL https://www.youtube.com/watch?v=KqnIskPDToI

QRコード

16 その他

京都市立深草幼稚園

京都市伏見区深草西出町64
（京阪藤森駅から本町通北へ二筋東へ7分）

☎ 075-641-1466
✉ fukakusa-e@edu.city.kyoto.jp

定 　員：4歳児35名　5歳35名
園児数：4歳児15名　5歳児17名　計32名（令和3年5月1日現在）

9 保育料など

なし

なし

※休業期間中は実施しない期間（年末年始，お盆の頃，学年末・始めなど）があります。
※保育が必要な理由（就労，介護等）がある家庭では，ひと月当たり，450円×利用日数を上限として，費用
はかかりません。

　一人一人の子どもが心を動かしながら，夢中になって遊べる保育を大切にしています。遊びや
生活を友達と一緒に進める中で，共に感じ合い，つながり合うことを通して，人に親しみを感じる
心やコミュニケーション力が育ちます。園庭開放や未就園児クラスなど，ぜひ深草幼稚園に遊び
に来てください。

　深草幼稚園は，伏見区の北東に位置し，地域には稲荷山や竹林，春になると桜のトンネルとな
る疏水沿いなど，豊かな自然に恵まれています。幼稚園の畑で1年を通して野菜や花を育てた
り，ウサギやカメの世話をしたりなど，自然との触れ合いを大切にしています。また，広い園庭で
は，幼稚園の友達と思い切り体を動かしながら，のびのびと遊びます。

7 教育時間 平日は早朝（8：00～）及び18時まで預かり保育実施

8 休業期間 平日は早朝（8：00～）及び18時まで預かり保育実施

10 預かり保育

　送迎バスはありませんが，親子で一緒に登降園してもらうことで，日々の子どもの様子を，担任
と直に話すことができます。保護者の方と幼稚園の教職員が親しくなり，子どもたちもより安心し
て幼稚園に通っています。預かり保育も充実していますので，各ご家庭のニーズに合わせて利用
することができます。

　深草小学校を中心に，進学先の小学校との交流を大事にしています。深草小学校とは，1年生
と一緒に遊ぶ，教室で過ごすなど年に数回年長児が交流しています。小学校に出かけ，小学生
や先生とかかわることで，進学への安心感と期待感が育ちます。年長児が育てた苗を，子どもと
担任が進学先の小学校に届け，大事に育ててもらう経験もしています。

13
未就園児クラス
(子育て相談・

遊び場の提供）

0歳児～就園前のお子さんとその保護者（年齢によってクラスがあります）

たまご組　0～3歳児
ぷちひよこ組　2歳児
ひよこ組　3歳児

　幼稚園の園庭や保育室で親子一緒に遊びます。幼稚園の保育を見たり，子
育てについての相談をしたりすることもできます。幼稚園行事などのイベントに
参加することもあります。
・たまご組：毎週月・水曜日10：00～11：30　登録時のみ500円
・ぷちひよこ組：毎週金曜日10：00～11：30（たまご組にも参加）毎月500円
・ひよこ組：月～金曜日8：50～11：30（2学期より順次時間延長，週2回13：30ま
で）毎月1,500円

14

0歳児～就園前のお子さんとその保護者

幼稚園の広いお庭で，親子で遊びましょう！
月・火・木・金曜日14：00～15：30
水曜日13：30～15：30

15

深草幼稚園ホームページ

https://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=501507

11 給食弁当

原則月曜日，金曜日に実施。
※14時までの午後保育の曜日は，給食弁当または持参弁当が必要と
なります。

1食302円

https://www.youtube.com/watch?v=KqnIskPDToI
https://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=501507


1 幼稚園名

2 所在地

3 問い合わせ先

4 定員と園児数

5 園の特色

6
園からの
メッセージ

検定料・入園料

保育料

諸費用（教材費等） （月額）約2,000円

月・火・木・金曜日 8：50～14：00

水曜日 8：50～11：50

早朝預かり保育 平日 8：00～8：50

午後の預かり保育 平日 教育時間終了後～18：00

休業期間中 平日 8：00～18：00

夏休み 7月21日～8月31日

冬休み 12月24日～1月6日

春休み 3月25日～4月7日

回数

料金

12 小学校との連携

対象

活動概要

園庭開放
対象

（遊び場の提供）
活動概要

ホームページ・動画 竹田幼稚園紹介動画

URL https://youtu.be/guScdcksXiE

QRコード

16 その他

京都市立竹田幼稚園

京都市伏見区竹田桶ノ井町8-2（地下鉄竹田駅徒歩5分）

☎ 075-641-3318
✉ takeda-e@edu.city.kyoto.jp

定   員：3歳児35名　4歳児35名　5歳児35名
園児数：3歳児10名　4歳児15名　5歳児15名　計40名（令和3年5月1日現在）

　竹田幼稚園は，地下鉄竹田駅に近く，周りに畑が多い自然が豊かな場所にあります。隣接する
竹田小学校児童と園児が交流し，進学への期待や憧れの気持ちを育てています。近くには「てん
とうむし広場」という広場があり，子どもたちはそこでのびのびと体を動かす心地よさや，野菜を育
て収穫した喜びを感じています。

※休業期間中は実施しない期間（年末年始，お盆の頃，学年末・始めなど）があります。
※保護者のいずれもが，保育が必要な理由（就労，介護等）がある家庭では，ひと月当たり，450円×利用
日数を上限として，費用はかかりません。

　子どもが友達と関わりながら生き生きと活動し，遊びや豊かな体験を通して人間性の土台を培
う教育をしています。幼稚園と小学校の子ども同士の交流をしているので，進学時に安心してい
ただけると思います。親子で楽しく通いながら，幼稚園とともに子育てを楽しみましょう。

なし

なし

 「幼稚園ですぐ遊びたい子どもの意欲」を大切にするため，制服はありません。バスはありませ
んが，親子で一緒に園まで通う時間は，親子のつながりが感じられる貴重なひと時です。毎日の
お迎えの時には，担任から園での様子を直接お伝えし，お子さまの育ちをタイムリーに共有して
います。

　竹田小学校1年生と年に数回，年長児が交流します。小学校の音楽発表会を見たり，入学前に
は近隣の保育所年長児とも交流する「にこにこタイム」を実施し，進学への期待感と安心感を育
みます。さらに，幼稚園と小学校の教員同士で互いの教育や子どもの育ちをつなげることについ
て研修しています。

13
未就園児クラス
(子育て相談・

遊び場の提供）

0歳児から就学前のお子さんとその保護者（年齢によってクラスがありま
す）
めだか組　0～1歳児
うさぎ組　2～3歳児

子育てについての相談もお気軽にどうぞ！同年齢の子どもさんとも出
会えます。
めだか組・うさぎ組　毎週水曜日　9：30～11：00
うさぎ組　毎週水・金曜日　9：30～11：00
費用は登録時のみ150円
幼稚園の遊具で親子で遊んだり，担当の教員の読み聞かせ，簡単な
製作（こいのぼり，七夕飾り）など

14

0歳児から就学前のお子さんとその保護者

幼稚園の庭で，親子で遊びましょう！
月・火・木・金曜日9：30～15：30

15

竹田幼稚園ホームページ

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=501606

11 給食弁当

原則月曜日・金曜日に実施。両日とも選択制。
※午後保育の場合は給食弁当または持参弁当が必要となります。

1食302円

休業期間8 平日は早朝（8：00～）及び18時まで預かり保育実施

平日は早朝（8：00～）及び18時まで預かり保育実施

10 預かり保育

9 保育料など

7 教育時間

https://youtu.be/guScdcksXiE
http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=501606

