
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 なし

保育料 なし

諸費用（教材費等） （月額）2,200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 京極幼稚園紹介動画

URL https://www.youtube.com/watch?v=UzV0crR1vV0

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380円（令和３年度）

Recruiting children.
Our Motto:Learn As You Play.
Playing in kindergarten is a treasure trove of learning.
Parents can work with peace of mind.

近隣の京極小学校，室町小学校，保育所との交流が盛んです。お互いを訪問し合ったり，京都御
苑や鴨川河川敷で合流して活動したり，手紙や作品，オンラインで交流したりもします。それを支
えるのが教職員同士の連携です。参観し合ったり，合同研修会を開いたりもしています。2中学
校，4小学校，2幼稚園，1保育所の教職員で地域の子どもたちを育んで行こうというプロジェクトに
も参加しています。

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。
ひよこ組（0～2歳児）
ぷちうさぎ組（ひよこ組登録の2歳児）
うさぎ組（3歳児）

・ひよこ組：毎週火曜日，木曜日の9時30～11時30分　費用（登録時
500円）
絵本室や園庭などで親子で過ごしたり，担当の先生と一緒にみんなで
遊んだり，絵本や紙芝居，手遊び等を楽しんだりします。うさぎやアヒル
に餌やりしたり，野菜や果物の栽培や収穫，季節のイベントなどに参加
したりしていただきます。
・ぷちうさぎ組：毎週水曜日の9時30分～11時30分，ひよこ組登録の2
歳児親子の時間です。火曜日・水曜日・木曜日の3日間利用いただけ
ます。
・うさぎ組：毎日9時15分～11時40分　費用（月額　500円）
弁当が始まると～12時30分，～13時，～13時30分と，徐々に在園児の
保育時間に近づけていきます。うさぎ組の保育室がメインになります
が，必要に応じて園の様々な環境を活用し，在園児の行事にも参加し
ます。

14

0歳児から就学前のお子さんとその保護者

幼稚園の園庭で遊びましょう。動物に餌やりしましょう。
毎日9時30分～11時30分と13時30分～15時30分

15

京極幼稚園ホームページ

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=500203

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
午後まで利用される場合は弁当の持参をお願いし
ます。

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。

子どもたちには，写真や動画よりも先に「ほんまもん」に出会わせたいとの思いから，園庭には，草
花や野菜，果物を子どもたちと育て，調理して食べたり，うさぎやアヒルやチャボなどの生き物を世
話し，触れ合ったりできるようにしています。外国籍の方の入園も大歓迎です。日本語を大切にし
ながら多言語への対応にも努めています。

京極幼稚園は，京都五山第2位の相国寺の東門から目と鼻の先，京都御苑にもしばしばお散歩
遠足に出かけられ，冬には鴨川に凧揚げにも出かけられる場所にあります。創立以来130数年，
静かな環境の中，地域の方々に大切に見守っていただいています。近隣の小学校とは，子どもた
ち，保護者，教職員ぐるみの交流を進めています。2年保育の幼稚園ですが，就園前の３歳児クラ
スをはじめとして子育て支援も充実しています。

9 保育料など

京都市立京極幼稚園・Kyoto-City Municipal　KYOGOKU－KIGA

京都市上京区塔之段藪之下町428　(地下鉄今出川　徒歩5分）

☎ 075-231-6696
✉ kyogoku-e@edu.city.kyoto.jp

定   員：4歳児35名　5歳児35名
園児数：4歳児 7名　5歳児  9名　計16名（令和3年5月1日現在）

https://www.youtube.com/watch?v=UzV0crR1vV0
http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=500203


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 なし

保育料 なし

諸費用（教材費等）

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 みつば幼稚園紹介動画

URL https://www.youtube.com/watch?v=kdHkK-R6pe8

QRコード

16 その他

9 保育料など

京都市立みつば幼稚園

京都市上京区小川通今出川下ル針屋町370
（堀川今出川から徒歩3分）

☎　075-441-3752
✉ mitsuba-e@edu.city.kyoto.jp

定   員：105名
園児数：3歳児　27名　4歳児　37名　5歳児　26名　計　90名（令和3年5月1日現在）

※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。

みつば幼稚園では，子どもたちが安心して過ごす中で，子ども自身の心が動き，夢中になって遊
び，意欲や主体性，人とかかわる力を育みます。
先生や友達と一緒に思う存分遊びましょう！

・平成7年度に統合により小学校跡地に高齢者施設との複合施設として開設。高齢者や地域，小
中学校との交流など，様々な人とかかわる機会をもち，豊かな心を育みます
・園庭に続く広場があり，思い切り走り，ボール遊びや三輪車などのびのび活動しています。毎年
ザクロがたわわに実り，園庭に虫もやってくるなど自然を身近に感じられる環境です。遊戯室や絵
本室，屋上プールなど充実した施設では様々な活動を展開しています。

（月額）約2,500円～2,700円程度　（学年により異なります）

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

通園は保護者による送迎です。通園の道のりは親子でのつながりを感じるひと時です。
降園時には担任からその日の保育の様子をお伝えするので，タイムリーに幼稚園や子どもの様子
が分かります。子育ての時間をみつば幼稚園でご一緒に！

新町小学校1年生と年長児が年数回交流します。「小学校ってこんなところなんだ」と感じ，進学へ
の期待感を膨らませたり，安心感をもったりしています。また，新町・西陣中央・室町各小学校の先
生と互いの教育や接続について学んでいます。

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）

うさぎ組（2歳児）
ひよこ組（0・1・2歳児）

親子で楽しく遊びましょう！
広い遊戯室や園庭でのびのびと遊んだり，担当者と一緒に簡単な製作
（鯉のぼり・七夕・ひな祭りなど）を楽しんだり，手遊びや絵本読聞かせ
を楽しんだりします。親同士が子育ての楽しさや悩みを話したり，同年
齢の友達とかかわったりできますよ。
うさぎ組　月曜日・木曜日(9:30～11:30)　費用：登録時500円
ひよこ組　月曜日(9:30～11:30)　費用：登録時150円
月曜日はうさぎ組・ひよこ組同時開催日。木曜日はうさぎ組の開催日
で，様々な素材（絵具や粘土など）で遊んだり誕生会を行ったりします。

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！
月～金曜日　教育時間終了後～16時まで

15

みつば幼稚園ホームページ

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=500302

11 給食弁当

原則月曜日・木曜日に実施。（月）希望制。（木）全員実施。
※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324円（内容により若干の変動あり）

https://www.youtube.com/watch?v=kdHkK-R6pe8
http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=500302


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 なし

保育料 なし

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 8：50～12：00 

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 1食324円

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 待賢幼稚園紹介動画

URL https://www.youtube.com/watch?v=i-BMbi7hYYQ

QRコード

16 その他

9 保育料など

京都市立待賢幼稚園

京都市上京区丸太町通黒門東入藁屋町536－1（市バス堀川丸太町徒歩約5分）

☎ 075-841-3200
✉ taiken-e@edu.city.kyoto.jp

定   員：4歳児35名　5歳児35名
園児数：4歳児 4名 　5歳児16名　計20名（令和3年5月1日現在）

※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。

　自ら主体的に物事にかかわり，考え，工夫することを楽しむ力，そしてそれを他者と協働的に行
う力を育むことを大切にしています。親子で楽しく通いながら，幼稚園と一緒に子育てを楽しみま
しょう。

　待賢幼稚園は，上京区にあります。二条城の北の静かな環境の中，地域の人たちに見守られて
130年以上の歴史のある幼稚園です。近隣の二条城北小学校の子どもたちと交流し，進学への期
待と安心，憧れの気持ちを育んでいます。園庭の畑では，野菜を育てたり，隣接する元待賢小学
校のグラウンドやプールで，のびのびと体を動かしたりしています。

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

　子どもの主体的に遊ぶ活動を保障するため，制服はなく，普段着で大丈夫です。園バスはありま
せんが，親子で一緒に登園される時間は，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。

　年長児が，地域の小学校1年生と，教職員も互いの教育について理解を深めながら，年に数回
交流しています。小学校の運動会や学習発表会を見たり，授業に参加したり，給食交流したり，入
学前には，テレビ会議等で交流し，進学への安心感と期待感を育みます。

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）

ひよっ子クラブ　0～5歳未就園児
いちご組　3歳児

　親子で遊びに来てください。子育てについての相談もお気軽にどう
ぞ！同年齢の子ども達と出会えます。
・ひよっ子クラブ（0～5歳未就園児）（費用　登録時　300円）
　毎週月・金曜日の10：00～11：30
・いちご組（3歳児）（費用　月額1,000円）
　月曜日から木曜日の9：00～11：30（4月～9月末）
　月曜日から金曜日の9：00～11：30（10月～3月末）
　9月～12月の火曜日が弁当日9：00～13：00
　1月～3月の火・木曜日が弁当日9：00～13：00

14

0歳児から就園前のお子さんとその保護者

幼稚園の園庭で，親子で遊びましょう！
月曜日～金曜日9：30～15：00（12：00～13：00，祝日は除く）

15

待賢幼稚園ホームページ

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=500401

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。

https://www.youtube.com/watch?v=i-BMbi7hYYQ
http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=500401


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 なし

保育料 なし

諸費用（教材費等） （月額）約2,500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 1食302円

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 乾隆幼稚園紹介動画

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

QRコード

16 その他

11 給食弁当

原則　月・金曜日実施。月曜日は選択制，金曜日は全員で実施。
※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。

  間口は狭いですが，奥行きがあり園庭には2ヶ所砂場があります。遊戯室も広く，その上には同
じ広さの屋上があり，雲梯もあります。ひろびろのびのび遊べる幼稚園です。
　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，ご家庭とのつながりを大切にしています。

　乾隆小学校1年生と年に数回年長児が交流します。（紫野小学校との交流もあります。）小学校
の学習発表会を見たり，運動会やマラソン大会で運動場を使わせてもらったりしています。避難
訓練も合同ですることがあります。交流を通して，進学への安心感と期待感を育みます。
　また，幼小の教員同士で互いの教育や接続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歳児から就園前のお子さんとその保護者
さくらんぼ組　未就園児（0～5歳）

親子で遊びに来てください。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。
さくらんぼ組　毎週月・水曜日　9：30～11：30
費用は登録時のみ名札代として130円
保育室か園庭で遊びます。保育室では担当の教員の読み聞かせ，簡
単な製作，歌あそびなどしています。園庭では幼稚園の遊具をつかっ
て遊んだり，砂場遊びをしたり楽しんでいます。

14

0歳児から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！
月から金曜日9：30～15：30（12：00～13：00を除く）

15

乾隆幼稚園ホームページ

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=500500

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。

　「心身共に健やかで生き生きと遊ぶ子どもの育成」を教育目標に，遊びを通して子どもたちの興
味，関心，意欲，他者へのやさしさや思いやりの気持ち，最後までやり遂げる姿勢などの「学びに
向かう力」を育みます。少人数園であることの利点を生かし，一人一人の発達や特性に応じて丁
寧な保育を行います。

　明治23年1月創立で令和2年に130周年を迎えた歴史ある幼稚園です。園庭にも機織機の音が
響いています。そういった織屋が並ぶ西陣の一角にあります。町中に位置しますが，サクランボ
やブドウなどの果樹があり，子どもといっしょに露地栽培の野菜を育てるなど季節がとても感じら
れる幼稚園です。

9 保育料など

京都市立乾隆幼稚園

京都市上京区寺之内通千本東入下る姥ケ寺之前町919-3  （市バス千本上立売徒歩5分）

☎ 075-441-0406
✉ kenryu-e@edu.city.kyoto.jp

定　 員：3歳児20名　4歳児35名　5歳児35名
園児数：3歳児10名　4歳児 7名　5歳児13名　計30名（令和3年5月1日現在）

https://www.youtube.com/watch?v=hoXosJeuqCc
http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=500500


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 なし

保育料 なし

諸費用（教材費等） （月額）約2,500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 1食302円

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 翔鸞幼稚園紹介動画

URL https://www.youtube.com/watch?v=3SpEXVwYda0

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。

「子どもたちが夢中になって遊ぶ保育を創る」を研究のテーマとして，「やってみたい！」から生ま
れる「もっと科学！もっとおもしろく！」につながる援助や環境を考えながら保育しています。

隣接する翔鸞小学校とは園児と児童がお互いの保育や授業の取組に招待して交流しています。
また，教職員は，合同で授業や保育を参観しての研修や講師を招いての研修など，年間を通して
計画的に行っています。

13
未就園児クラス
(子育て相談・

遊び場の提供）

たんぽぽ組　未就園児（0歳～5歳）

親子で遊びに来てください。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。
■たんぽぽ組　毎週　月・水・金曜日　9：30～11：30　費用は初回のみ
名札代100円必要です。担当教員による絵本の読み聞かせや手遊び
などの活動があります。親子で園庭や絵本室で遊ぶことができます。
季節の制作物を親子で作る取組もあります。

14

たんぽぽ組　未就園児（0歳～5歳）

毎週　月・水・金曜日　9：30～11：30
園庭で自由に親子で遊んでください。

15

翔鸞幼稚園ホームページ

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=500609

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

「夢中になって遊ぶことを通して　自分の思いを伝えあい　人やものを大切にすることのできる子
どもの育成」を園の教育目標としています。一生懸命，遊ぶことを通して，将来にわたって必要に
なってくる非認知的能力（主体性・感性・表現力・社会性・粘り強くやり遂げる力など）の育成を目
指しています。一度，見学に来てください。

　本園は今年度で創立130年を迎える長い歴史のある市立幼稚園です。3年保育であり，異年齢
の子ども達同士も普段から遊びの中で自由に関わり，とてもアットホームな雰囲気です。南向き
の広い園庭では，四季折々の果実や野菜を育てたり，春には様々な種類のチョウ，夏にはセミ，
秋にはコオロギやバッタなどを見つけたり，捕まえたりして自然と触れ合いながら遊ぶ姿が多く見
られます。ウサギやチャボも飼っています。
　京都の伝統産業の一つである西陣織の地域にあり，学問の神といわれる北野天満宮や大報恩
寺（千本釈迦堂），五色の椿で有名な西方尼寺などの史跡があります。北野天満宮や船岡山，隣
接の公園など豊かな自然環境にも恵まれ，四季を通じて園児の楽しい散策の場となっています。

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

9 保育料など

※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。

京都市立翔鸞幼稚園

京都市上京区御前通今出川上ル鳥居前町671

☎ 075-461-3652
✉ syoran-e@edu.city.kyoto.jp

定   員：3歳児 20名　4歳児 25名　5歳児 21名
園児数：3歳児 10名　4歳児 14名　5歳児 11名　計 35名（令和3年5月1日現在）

https://www.youtube.com/watch?v=3SpEXVwYda0
http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=500609

