
法 人：学校法人野澤学園
園 名：東村山むさしの認定こども園
住 所：〒189-0025

東京都東村山市廻田町2-14-1
T E L : 042-394-4536(代)

園 地：約9,800㎡ + 駐車場（学園全体）
園 舎：延床面積：約1,970㎡
定 員：1号児210人(予定)・2号児60人(予定)
休 園：日曜日、年末年始、祝日
※天変地異・感染症等により施設を閉鎖する場合あり

東村山むさしの幼稚園
満3歳-5歳・定員240名

（東村山むさしの第一認定こども園・幼稚園型）

私立幼稚園

認定こども園の認定基準を
満たした私立幼稚園

四季を感じる広い園庭

広く安全で自然に包まれた
園庭での豊かな活動

豊富な課外教室

新体操・サッカー・体操・剣道・
英語・美術・ピアノ・ICTなど

保護者の集い

委員活動・係・サークルなど、
保護者同士の活発な活動

子育て支援事業

就園前クラブを含め、全面的に
ご家庭をサポートする体制

長時間保育も充実

教育時間外にあたる
早朝7:00～19:00まで対応



心を込めてはぐくむ

幼稚園生活は、教師の愛情と責

任で支えられています。子ども達との

心のきずな、ご家庭との信頼のきず

なを大切にしながら、一人一人が

努力を積み重ね、心を込めて教育

に取り組んでいます。

<熱中症対策>

真夏の熱中症対策のため、
日陰で活動できる広いピロ
ティがあります。また、園舎や
ホールは冷暖房を完備して
おります。

<駐車場>

学園全体で50台ほど駐車
できます。行事等の際のご利
用については抽選となります。

＜雑木林と木製遊具＞

園内にはナラやクヌギなどを中心とした雑木林があります。夏はク
ワガタ・カブトムシ探し、秋は落葉の中でドングリ拾いなど、四季を
感じながら、日々めいっぱい遊びます。

7:00 預かり保育（早朝）開始

8:30～9:30 バス登園(1便、2便)

8:50～9:15 お歩き登園

9:15 自由遊び時間

10:00

一斉活動

(朝の集まり、クラス単位のカリキュラムに沿った活動内容、専科講師に

よる体育・リトミック・英語・美術指導、自由遊び)

12:00 給食配膳・昼食

13:00 帰りの集まり

13:30 帰りの挨拶 学年、バス通園ごと順次降園

13:30 預かり保育（教育後）開始

19:00 預かり保育終了

東村山むさしの幼稚園での生活

保育の特色 園の環境

◆ 好奇心を育む豊富な活動
やってみたい！と、とびつきそうな好奇
心を誘う、偏りのない豊富な活動を用
意しています。子ども達が目を輝かせな
がら毎日を過ごせるように心がけていま
す。

◆ 自然環境を活かした活動
恵まれた自然環境を利用し、昆虫や
植物に触れる機会を多くします。

◆ 社会性の醸成
クラスという枠にとらわれることなく、相
手から学び、教え、友達をいたわる心
を養い、また、より自発的・意欲的な
活動を促すために、たてわり保育も行っ
ています。

◆ リトミックと体育、英語・美術指導
リトミック等の音楽活動と、体育に力を
入れたカリキュラムを組んでいます。専
門の講師による指導を行っています。
英語や美術指導の時間も組み込んで
います。

◆ 園外保育
年に数回徒歩・バスでの園外保育を
行い、交通ルールや公衆道徳等の指
導を行っています。

※建替えを実施しており、一部設備が変更になる場合があります

園の１日

力強くのびる

子ども達は、力ある限り活動を楽
しみます。戸外では精一杯走り、跳
び、登り、屋内では探求心いっぱい
に新しいことに取り組みます。
緑の木々が園舎を包み込む環境
の中、子ども達もしっかり根を張り力
強く成長していきます。

ゆたかに芽生える

子どもは幼稚園が大好きです。む

さしの幼稚園で毎日繰り広げられる

変化に富んだ遊びや生活を通して、

さまざまな可能性の芽が育ってゆき

ます。子ども達のぐんぐん広がる世

界を導いていきます。



その他の設備子育て支援の取り組み

曜日 教室名 対象時間

月

体操教室
年少・中児 年長児 小学生（1・2年生） 小学生（3年生以上）

14:00～15:00 15:00～16:00 16:00～17:00 17:00～18:15

英会話教室
年少・中児 年長児 小学生（1・2年生） 小学生（3年生以上）

14:00～14:45 14:50～15:35 15:45～16:30 16:30～17:15

火

剣道教室
幼児 小学生（1～3年生） 小学生（4年生以上） 中学生以上

14:00～15:00 16:00～17:00 17:15～18:15 18:15～19:15

美術教室
幼児 小学生

13:50～15:00 15:30～19:00

水 ICT教室
年長児 小学生（卒園児）

14:00～14:50 15:00～15:50 16:00～16:50

水・金 サッカー教室
幼児 小学生（1・2年生） 小学生（3年生以上）

14:00～15:30 15:45～17:15 17:30～19:15

木 新体操教室
年少・中児 年長児 小学生（1年生） 小学生（2・3年生） 小学生（4年生以上）

14:00～15:00 15:00～16:00 16:00～17:00 17:00～18:00 18:00～19:00

木・金 ピアノ教室
年少～（園生活に慣れたころから）

時間帯は応相談

金

新体操教室
レイ アールジー

Lei RG
Musashino

年中児 年長児 小学生（1～6年生）
各学年とも

年間40回予定14:00～15:00 15:00～16:00 16:30～17:15

課外教室のご紹介

◆ 防災設備
各部屋には全園児分の防災ずきんを、そして、防災倉庫
には、保存性・栄養的共に優れた食料、飲料水、毛布や
薬品も備蓄してあります。

◆ 非常110番
緊急時、警視庁に直結する非常通報システムを設置して
あります。

◆ 防犯カメラ
不審者の接近の抑止と施設の安全確保のため、園内数
箇所に24時間録画するカメラがあります。

◆ 給食
米食とパン食の給食(自園給食)。 週１回は子ども達が
楽しみな、手作りのおべんとうの日です。

◆ むさしの会
当園では、社会における子ども達の健全育成、園や保護
者どうしの親睦と資質の向上などを目的とした、保護者と
教職員の会（むさしの会）があり、様々な活動をしていま
す。

◆ 預かり保育
長時間預けざるを得ないが「幼稚園に入園させたい」と
いった願いを持つ方々にも幼稚園への入園を選択できる
よう、7:00～19:00まで行います。

◆ 園庭開放
安全な遊び場として、降園後、14:30～16:00まで園
庭開放を行っています。コロナウイルスの感染状況により変
更になる場合があります。

◆ 子育て相談
専任の臨床心理士による子育て相談、また、保護者の
方との語り合いの場を設けています。

◆多様な教室
様々な課外教室が開催されています。むさしのグループによる新体操教室、ピアノ教室、 他、外部事業者によるサッカー教室、剣
道教室、新体操教室、英語教室、美術教室、ICT教室など、心身の発育を主眼にしています。

※曜日や時間は、各事業者の判断で変更する場合がありますので、実施事業者へご確認ください。
※各教室の募集要項等のパンフレットは、新年度に入ってから園より配布いたします。



東村山むさしの幼稚園の1年
★・☆…保護者の方参加行事
★の日…駐車台数を限定して駐車券発行

駐車できない場合もあります

4月

★入園式（新入児）
・始業式（進級児）
☆保護者懇談会
・年長遠足
☆給食試食会
（年少・年中）

※感染症の流行や天候等の状況により、一部カリキュラム・行事が変更になる場合もあります。

5月

☆年長参観日
☆年少・年中親子園外保育
☆個人面談
・尿検査
・食育（年中）
・お誕生会
２～３ヶ月毎に行ないます

6月

・歯磨き指導
・歯科検診・内科検診
・交通安全教室
★家族参観日
・参観日
★クラス行事
（親子親睦行事）

7月

・食育（年少）
★むさしのまつり
・終業式

8月

・夏休み
・夏期保育
・デイキャンプ（年長）

9月

・始業式
☆親子防災デー
・食育（年長・年中）
・参観日

10月

★運動会
・年少子ども園外保育

・年中遠足
☆年長親子園外保育

・年少参観日
・食育（年少）

11月

・食育（年長・年中）
・園外保育

12月

★発表会
・クリスマス会
☆個人面談
・終業式

1月

・始業式
☆参観日
・食育（はし）

2月

・まめまき
・お店やさんごっこ
★リトミック発表
保護者懇談会・クラス行事
・年長ドッジボール大会
・小学校見学（年長）
・園外保育

3月

・バイキング給食(年長)
・ひなまつり
・わくわくむさしのランド
・修了式
★卒園式


