
＜福島市内の幼稚園情報＞在園児ママの生の声を集めました！！ 2019/3/18現在

No 項目
学校法人コングレガシオン・ド・ノートルダム

桜の聖母学院幼稚園（花園町）

学校法人 めばえ

めばえ幼稚園（北サークル）（南沢又）

学校法人 めばえ

福島めばえ幼稚園（東サークル）（南矢野目）

1
クラス数、人数

（2018年度）

・各学年1クラスずつ（約30名）

・満3歳児クラス（若干名）

・各学年2クラスずつ（25名前後）

・満3歳児クラス（12名）

・各学年3クラスずつ（22名前後）

・満3歳児クラス（若干名）

2 先生の数（クラス単位）
担任1名

※年少クラスのみ担任と副担任の2名

担任1名

※年少クラスのうち1クラスは担任2名
担任・補助各1名

3 給食有無 無（お弁当）

4 制服有無
有

帽子、通園かばん、上履き入れ指定有

5 スクールバス有無 有（3コース）

6 早朝・延長保育有無 有

7 プレ有無

定期通園のプレは無

・エンゼルクラス（1歳半～未就園児）…年6回程度

※事前予約不要、無料

8 受け入れ年次 満3歳より受け入れ可

9 長期休暇保育有無 有

10 宗教 キリスト教

11 PTA活動

・クラス委員、ベルマーク委員（年数回集まり有）

・学院祭、運動会のお手伝い（できる人だけでOK）

※基本的に役員以外は学院祭、運動会のみの活動

12

親or子の課外活動

（希望者制のレッスン・

サークルなど）

【子ども】英語、宗教、図工、体育

【親】工作クラブ、手芸クラブ

13
その他特色

（自由なご意見）

・ベテランの先生が多く一人一人きめ細やかなサポートが魅力

・各クラス担任の先生方の他に3名の先生がおり、預かり保育時、行

事など必要に応じてサポートしてくれる。

・福島市内で唯一、幼稚園～短期大学までエスカレーター式の付属校

がある（中学以降は女子校）。卒園後、毎年一定数はそのまま小学校

に進学する。

・子育て支援活動で、さくらんぼクラスがある。（週1～2回、要参

加費）

・試験は園長面談と遊びの様子をみる（親子面談）。

・園庭（遊び場）は幼稚園舎と一体型で室内にある。

・プール無し。

・行事などの駐車場は自己確保。
14 HP http://www.ssg.ac.jp/k-school/ http://mebae-k.ed.jp/

有（週2回・希望者のみ）

・月曜、金曜…給食

・火曜、木曜…お弁当

 ※水曜は午前保育

有

・ピッコロクラブ

　1歳6ヶ月～よちよちコース…月1回

　2歳～わんぱくコース…月2回

　3歳～もうすぐ幼稚園コース…月3回

・コアラ組（平成31年度～開講）…週2回

スモックを着用（夏期はエプロン）

※夏期の水曜日は指定ポロシャツデー

有

有

満3歳より受け入れ可

年間契約者のみ有

 （年間契約者になるには働いていることが条件のため、働いていない親の園児は長期休暇中は利用できない）

キリスト教

・クラス役員2名（学期に一度ある役員会への出席、茶話会の幹事など）

※行事のお手伝いは無し

【子ども】スポーツ（幼稚園の体操の先生が担当※2019年度～中止予定）、絵画造形教室（カワイ）、くまさんクラブ

【親】バレー、茶道、ヨガ、油絵

・モンテッソーリ・フレーベルの教育を取り入れ、個人の発達に合わせた保育をしてくれる。

・くまさんクラブは年長のみが対象で、小学校にスムーズに移行できるようサポートするための教室。ひらがなの書き方や座って話

を聞く等基本的なルールを教えてくれる。

・毎年クラス替えがあり、相性の悪い子同士は離してくれたりと考慮してくれる。

※随時更新中

（今回記載以外の幼稚園情報も絶賛募集中です）
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No 項目
学校法人福島わかば幼稚園

福島わかば幼稚園 （笹木野）

学校法人 ルンビニー学院

福島ルンビニー幼稚園（大森）

学校法人 みその幼稚園

みその幼稚園（方木田）

1 クラス数、人数（2018年度）

・3歳児2クラス…男31名・女31名

・4歳児3クラス…男45名・女38名

・5歳児3クラス…男42名・女36名

・長時間保育1クラス

※各クラス35名以下

・満3歳児１クラス…10名

・年少2クラス…65名

・年中3クラス…95名

・年長3クラス…62名

・年少2クラス

・年中2クラス

・年長1クラス

（全約120名）

2 先生の数（クラス単位）
担任1名

※年少クラスのみ担任と副担任の2名

担任1名

※年少クラスのみ担任と副担任の2名

・年少、年中…担任2名

・年長…担任1名

3 給食有無
有

※年に1～2回、お弁当持参の日有り

無

※月に1～2回給食の日有り

無

※希望者は注文給食可能

4 制服有無

有

・ジャケット

・ハーフパンツ、七分丈パンツ、スカート（選択できます）

・ジャケットの中に着る長袖ポロシャツ

・夏期は夏用半袖ポロシャツ・夏用ショートパンツ

有 有

5 スクールバス有無 有 有 有

6 早朝・延長保育有無 有 有 有

7 プレ有無 定期通園のプレは無し
有（パオちゃん教室）

※親子登園

有（キッズクラブ）

※親子登園

8 受け入れ年次 満3歳より受け入れ可 満3歳より受け入れ可 満3歳より受け入れ可

9 長期休暇保育有無 延長保育契約者のみ有？ 有 有

10 宗教 無 仏教 キリスト教

11 PTA活動

・今年度の役員は、PTA会長、副会長等の4人のみだった。

・バザーや夏祭り、草むしり等の時はお手伝いの募集がある。

・保護者の出番は少ない方だと思う。

有 無（行事は手伝える親が有志で行う形）

12

親or子の課外活動

（希望者制のレッスン・

サークルなど）

【親】バレー部 【親】バレー部、ソフトボール部、手芸クラブ 【子ども】サッカー教室、英語、体操教室、ヨガ教室

13
その他特色

（自由なご意見）

・アートを通しての教育に力をいれている。油絵などにも挑戦する。

・自園調理の給食があり、食育もしっかりしてくれる。

・満3歳児クラスは年少クラスに混ざったり、個別クラスだったりと

その年によって違う。

・未就園児向けに不定期開催（月1回程度）されている「ピカリくら

ぶは、都度申込が必要。

・未就園児向けにぱおちゃんクラブ（園庭開放日）がある。

・近所から通ってくる子が多く、ほとんどは大森小や杉妻小に進

学する。

・1週間の流れについて（以下を幼稚園活動時間内で行う）

　キリスト教なので月曜、木曜は合同礼拝有

　火曜：英語

　　　　サッカー教室（年長男児）・新体操（年長女児）

　水曜：午前保育

　金曜：体操教室・ヨガ教室

　土曜保育（第1・3のみ有）

・延長保育は1時間250円のチケット制で、前日までに先生に伝え

れば良い。クッキングをしたり季節毎にパーティーをしたり、参

加したい日をお子さんが選択して預けられる。（仕事はしてなく

ても大丈夫）
14 HP http://wakaba-kindergarten.jp/ http://www.f-lumbini.ed.jp/ http://www.fukushiyo.org/misono/

※随時更新中

（今回記載以外の幼稚園情報も絶賛募集中です）
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No 項目
学校法人 三育学園

西部三育幼稚園（野田町）

学校法人 三育学園

三育幼稚園 （山口）

学校法人 福島愛隣学園

福島愛隣幼稚園（荒井）

1
クラス数、人数

（2018年度）

・年少2クラス

・年中3クラス

・年長3クラス

（全約200名）

・年少2クラス

・年中3クラス

・年長2クラス

・幼児教室1クラス

※他クラスは不明だが、年少クラスが34名程

・各学年2クラス

・満3歳児1クラス

2 先生の数（クラス単位）
担任1名

（幼稚園スタッフ全員で30名程）

・年少…4名

・年中…1名（補助の先生もいたような？）

・年長…1名

・幼児教室…4名

・延長保育…2名

担任2名

3 給食有無

有（お弁当給食）

※水曜日は早いお帰りで軽食（パンのみ）のため、おにぎり等持参し

ている子もいる。

有
有

※毎週木曜のみお弁当

4 制服有無

有

制服（冬・夏）、帽子（ベレー帽、麦わら帽）リュック、上履き入

れ、ジャージ

有 有

5 スクールバス有無 有 有 有

6 早朝・延長保育有無 有 有 有

7 プレ有無 有（セブン教室、月3回くらいで2,000円） 有 有

8 受け入れ年次 満3歳より受け入れ可 満3歳より受け入れ可 満3歳より受け入れ可

9 長期休暇保育有無 有 有 有

10 宗教 キリスト教 キリスト教 キリスト教

11 PTA活動 ・予め先生が公平に割り当ててくれる -

・役員はクラス4人

・役員に必ずなる訳ではないが、毎年、運動会か文化祭のどちら

かの係になる。

12

親or子の課外活動

（希望者制のレッスン・

サークルなど）

【子ども】ピアノ、英語、体操、プール等

【親】バレー部

【子ども】剣道クラブ、ピアノ教室、英語教室、体操教室、ピュ

ア福島東スイミング

【子ども】ピアノ、英語

【親】バレー部、ソフト部

13
その他特色

（自由なご意見）

・専門の先生による英語、体操、音楽の時間がある。

・年長はマーチング有。衣装を着てマーチングフェスティバルに出場

したり、その他イベントに参加する。年中は鍵盤ハーモニカで参加。

・お泊まり保育や、新幹線に乗って上野動物園へ行ったり、親から離

れ一段と成長できる行事もたくさんあった。

・延長保育は月払い・日払いを選択できる。

・現在新園舎工事中。

・給食費は月5000円程。

・延長保育は月払い・日払いを選択できる。

・年長児は上野動物園に修園旅行に行く。

・普段の保育から英語の先生と英語の歌を歌ったり、お勉強した

りしている。

・裏山があるので、暖かくなるとみんなで裏山に登ったりとのび

のび過ごしている。

・福島市郊外の、歴史ある自然あふれたのどかな幼稚園。

・外部保育活動として、体操教室、リトミック、英語、スイミン

グがある。

・年1回恒例のマラソン大会では、年長児800m、年中児600ｍ、

年少児200m、満3歳児150mを走る。

HP http://seibu-saniku.com/ http://3iku.com/

http://www.it-service.co.jp/cgi-

local/multi_view.cgi?TNO=8295&right_menu=02&menw_flg

=1

※随時更新中

（今回記載以外の幼稚園情報も絶賛募集中です）



＜福島市内の幼稚園情報＞在園児ママの生の声を集めました！！ 2019/3/18現在

No 項目
学校法人 白百合学園

白百合幼稚園（八木田）

学校法人福島文化学園　認定こども園　今、ここ。宮町

福島文化幼稚園・福島ぶんぶん園（宮町）

学校法人福島文化学園　認定こども園　今、ここ。笹谷

福島文化笹谷幼稚園・笹谷ぶんぶん園（笹谷）

1
クラス数、人数

（2018年度）

・縦割り４クラス

・各クラス約30名

・各学年2クラス

（3歳児…15名程度、4～5歳児…20名程度）

・各学年1クラス

（3歳児24名、4歳児30名、5歳児31名）

2 先生の数（クラス単位）
担任1名、副担任1名

※フリーの先生が3名いる

3 給食有無
有

※月に一度のお誕生日会時のみお弁当有り

4 制服有無
有

※登園後すぐに指定のジャージに着替えて活動する。

5 スクールバス有無 有

6 早朝・延長保育有無 有

7 プレ有無 有（ちゅうりっぷ組、週２日・午前中）

8 受け入れ年次 0歳児より受け入れ可

9 長期休暇保育有無 有

10 宗教 無

11 PTA活動 無

有

・クラスの人数によってだが、在園中1回は役員or広報になる可

能性が高い。

（年度初めにクラス役員3名、広報係1名を選出。定期役員会へ

の参加が発生。基本の行事はクラス役員が対応する）

・運動会のみ役員以外の保護者が行う。

・その他本部役員有

有

・本部役員：会長1名、副会長2名、監事2名

・クラス内：クラス役員若干名、ベルマーク係、広報係

12

親or子の課外活動

（希望者制のレッスン・

サークルなど）

【子ども】バイオリン

【親】バレー部、手芸部、料理部

【子ども】カワイ（英語、体操、新体操）

　　　　　※小学生のレッスンも有り

【親】バレー部、ソフトボール部

【子ども】英語、体育、プレイルーム（学研）、ピアノ

【親】バレー部、ハンドメイド部、おやじの会

13
その他特色

（自由なご意見）

・2018年12月より、認定こども園へ移行。

・縦割り保育のため年少～年長までの子どもたちが同室で園生活を送

る。

・製作や英語、スイミング、茶道、バイオリンなどは学年ごとに分か

れて行う。

・月に一度の誕生日会へは誕生月の子の保護者も各クラスでの誕生日

会に参加。

・運動会、学芸会は市の体育館やホールを借りて行う。

・年度末には子どもたちの作品を幼稚園中に飾り保護者と共に鑑賞で

きる作品展も行っている。

・現在新園舎工事中（2020年度より新園舎）。

・送迎は原則ドライブスルー方式で、年次ごとに指定された時間

帯に送迎する。

・少ないが駐車場も有り。

・駐車場有。

・他の私立幼稚園から転入する場合は施設充実費を半額免除。施

設充実費¥40000→¥20000（在園証明書必要）。

14 HP http://s-yuri.com/ http://www.fukushimabunka.ac.jp/

有

有

・1号認定は選択制（給食日のみ利用、または通常保育日全ての利用のどちらかを選択できる）、2号認定は給食

・食育の一貫として、毎月誕生会の日を「手作り弁当の日」としている。

・お弁当を選択した場合の給食日は以下のとおり。

　3歳児…週1回、10月から週2回

　4歳児…週1回、6月から週2回

　5歳児…週3回

担任1名、副担任1名

※その年の状況で変更有

有

（シャツ、ハーフパンツorスカート、帽子（冬・夏）、カーディガン、指定カバン、運動着（夏の制服は運動着））

有

・1号認定は原則無しだが、事前申請して園側が受け入れを許可すれば登園できる。

・2号認定の子は有（但し夏季・冬季・春季に各５日間ほど休みあり）。

無

0歳児より受け入れ可

※2019年度は建て替え工事完了後より0歳児受入れ予定

有（ぶんぶんくらぶ）

有

※随時更新中

（今回記載以外の幼稚園情報も絶賛募集中です）
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No 項目
福島大学附属幼稚園

（浜田町）

渡利幼稚園

（渡利）

森合幼稚園

（森合）

1
クラス数、人数

（2018年度）
・各学年1クラス（定員各学年30名）

・各学年1クラス（定員各学年30名）

（今年は年長15名、年少24名）
・各学年1クラス（定員各学年30名）

2 先生の数（クラス単位）

担任1名

※年少クラスのみ担任と副担任の2名

※補助の先生1名がどちらか適宜対応する。

担任1名（主任1名、指導員1名、パート1名） 担任1名

3 給食有無

年長の月曜日のみ有

・火曜日、木曜日、金曜日はお弁当

・月曜日、水曜日は午前保育（年少・年中）

無 （お弁当のみ） 無 （お弁当のみ）

4 制服有無 有 無 制服はないが、スモックと赤パンを購入（行事等で着用）

5 スクールバス有無 無 無 無

6 早朝・延長保育有無 無 今年までは無 今のところ無（来年度は調整中）

7 プレ有無 無 無 無

8 受け入れ年次 年少より受け入れ可 年中より受け入れ可（二年保育） 年中より受け入れ可（二年保育）

9 長期休暇保育有無 無 無 無

10 宗教 無 無 無

11 PTA活動 有 役員、環境委員、（年長児のみ：アルバム委員）
その時の主任先生の方針で変わりがちだが、毎年積極的なPTA活

動は求められる。

12

親or子の課外活動

（希望者制のレッスン・

サークルなど）

無 無 無

13
その他特色

（自由なご意見）

・基本徒歩か自転車で通える範囲。

・最近学区が広がったため、近所に駐車場を自分で借りて通う方が増

えてきた。

・年に数回、未就園児向けの開放日有。

・保護者のお手伝いの機会は多め

・「父さんやったるデイ」という名で父親メインの奉仕活動日があ

る。

・広い園庭で、季節を感じながら自由に遊ぶことができる。

・園児たちが自分で考えること、発見することを、全力で応援し

てくれる。

・とにかく、園児本人を沢山認めてくれるので、自ずと伸びる力

が備わる幼稚園だと思う。

・週1回午前授業有り。

・夏のスイミングは敷地内の森合市民プールを頻繁に利用でき

る。

・餅つき、焼きいも、みそ作りなど伝統的な行事が多くある。

14 HP http://www.aki.fukushima-u.ac.jp/
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/kyouiku-

shisetsu/shisetsu/jidofukushi/024.html

http://www.city.fukushima.fukushima.jp/kyouiku-

shisetsu/shisetsu/jidofukushi/035.html

※随時更新中

（今回記載以外の幼稚園情報も絶賛募集中です）
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No 項目
エミール幼児園

（御山）

AGORAキンダーガーデン

（新浜町）

1
クラス数、人数

（2018年度）

・クラスという分け方は無し。

・現在は全員で50人程度。

・各学年1クラスずつ

（年長5名、年中7名、年少以下9名）

・全体の定員が25人で、クラスごとの定員はない。

2 先生の数（クラス単位） 全5名

担任1名

その他サポートで適宜入ってくれる先生や中国語・日本語・フラ

ンス語を教える先生、延長保育の先生もいる。

全体では12名程（育休中の先生含む）。

3 給食有無 無

有（週1パン給食で、そのうち月1回はバースディ会食）

週4お弁当

※現在、来年度から給食導入しようという流れ有り。

4 制服有無

エプロン、げた、黄色いリュック、帽子（合計1万円ぐらい）

あとは半袖半ズボン（一年中）にタオルをゴムにつけたものを常に着

用するのがルール

無（指定運動着あり、週3は運動着で登園）

5 スクールバス有無 有（月5000円） 無

6 早朝・延長保育有無

有

・通常保育が9:00~16:30で、延長料金がかかるのは18:00~19:00

の間だけ（+300円/回）。

・朝は8:00～9:00の間に登園し、親は16:30～18:00に間に迎えに

いけば延長料金はかからない。

有（30分毎のチケット制）

7 プレ有無 無（預けたその日から16時半までみてもらえる） 無

8 受け入れ年次
満3歳児より受け入れ可

（ただしおむつがとれていることが条件）

2歳半より受け入れ可

（定員に空きがあれば年度内随時入園可）

9 長期休暇保育有無

無

（夏休みは1週間だけ。冬休みも春休みも他の幼稚園に比べると短い

と思う。）

無

10 宗教 無 無

11 PTA活動

無

・夏祭り、運動会、スケート運動会、水泳運動会から2つお手伝いす

る。

無

12

親or子の課外活動

（希望者制のレッスン・

サークルなど）

無 無

13
その他特色

（自由なご意見）

・とにかく遊び、いろんな経験をさせてくれるのが最大の魅力。週に

1回、剣道・ジャズダンス・水泳（ピュアプールに行く）がある。週

に2回は園外に出て十六沼公園や保原公園、四季の里などに行って遊

ぶ。

・冬は年内は磐梯熱海でスケート（週に2回）、年が明けたらスキー

（週2~3回）に連れて行ってくれる。道具はすべて園で貸し出し。全

員がスキーもスケートもできるようになる。

・夏は3泊4日の合宿、冬は2泊3日のスキー合宿がある（保護者の帯

同不要）。

・みんな一緒に過ごすので、年長さんは年少さんのお世話をするなど

の役割を担い、責任感なども芽生える。

・運動会も少し難易度の高い競技を行い、やればできるの精神で

ちょっと上のことに挑戦させてくれ、先生たちはできるまで見守って

くれる。

・16時半までが通常保育で18時までに迎えにいけばいいので、働い

ている保護者もたくさんいる。

・小学生対象の学童保育も有り。

・福島市内で唯一、保育時間全てが英語の幼稚園。歌ったり踊っ

たりしながら、身近なものを通じて、楽しく自然と学んでいる。

日本だけでなく外国の行事も経験できるのが魅力。

・小学生対象の学童有（日本語で活動）。最近は希望者が多いた

め、アゴラの英語スクールに通うことを前提で受け入れている。

14 HP http://www.f-emile.jp/ http://www.agorago.com/akg.html

※随時更新中

（今回記載以外の幼稚園情報も絶賛募集中です）


