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学校法人柿の実学園

たけとんぼ保育園
東京都町田市森野2-24-15
TEL 042-709-3606

町田駅徒歩10分、小規模保育園です。その
他一時保育、休日保育、学童一時預かり、
子育て広場、ステーション保育等、各事業
保育を兼ねたアットホームな空間の保育園。

認可保育園

町田
徒歩10分

学校法人玉林学園

ことりの森保育園
東京都町田市玉川学園2-3-21
TEL 042-860-7079

玉川中央幼稚園のお兄さんお姉さんにやさ
しく見守られ、にこにこ笑顔のこどもたち。
てくてくお散歩♪畑でおいもほり♪
ことりの森広場へ探検に出発！！
まいにちたのしい
ことりの森保育園。

企業主導型保育園

玉川
学園前
徒歩8分

学校法人柿の実学園

ちびっこ安心館
横浜市青葉区美しが丘2-20-1
美しが丘ｱﾚｰﾋﾞﾙ2階203
TEL 045-479-9470

こどもは楽しく保護者は安心してお預けで
きるお家のような、一歳から小学生迄のこ
どもたちの笑顔が溢れる場所、それが
「ちびっこ安心館」です。

たま
プラーザ
徒歩2分

有限会社ちびっこ安心館

てくむの森
川崎市麻生区上麻生7-44-1
TEL 044-322-9919

発達障がいを持つ未就学児を対象とした児
童発達支援事業です。放課後は集団療育、
午前中は少人数での短時間療育を行ってい
ます。“Ｔｅｃｕｍ”テクム「あなたととも
に」あたたかい教室を志します。

柿生
バス9分 学校法人玉林学園

玉川中央幼稚園
東京都町田市玉川学園2-3-27
TEL 042-725-8446

このゆびと～まれ！
子ども達の賑やかな声が
響き渡るお庭・畑もあり
小さな森で草花・虫・
ことり達のさえずりが聞こえる、
ことりの森広場。
楽しさいっぱいの幼稚園。

玉川
学園前
徒歩8分

SUN FARMERS CAFE
川崎市麻生区上麻生7-23-15
TEL 044-328-9990

柿の実幼稚園の畑で採れた新鮮野菜をたく
さん食べて欲しい。子ども達や保護者様の
憩いの場になれば良いなと、園⾧先生の思
いと優しさが詰まった柿の実幼稚園運営の
カフェです。

柿生
バス8分

教育グループの情報はQRコードから
各園ホームページをご確認ください。
園見学、大歓迎です！

認可外保育施設

学校法人柿の実学園

とちの実保育園
横浜市青葉区千草台34-20
TEL 045-532-5902

閑静な住宅街にあり、周りには沢山の公園
に囲まれた自然豊かな環境の中、元気いっ
ぱい笑顔いっぱいの子ども達が集まる
「とちの実保育園」です。

藤が丘
徒歩12分

企業主導型保育園

学校法人柿の実学園

柿の実幼稚園
川崎市麻生区上麻生7-41-1
TEL 044-988-0229

広い園庭・大自然の裏山。樹木・草花・果樹園が四季を彩ります。
自分で育てた野菜、収穫した果物を食する「食育食農」
自然の原体験・原風景がここにあります。
毎日がピクニック！
みんなちがってみんないいんだよ！
だから、たくさんのお友達や先生たちの輝きがいっぱい！

柿生
バス9分

学校法人柿の実学園

ゆめの森幼稚園
東京都町田市三輪町1051-2
TEL 044-988-7811

自然の地形を活かした山そのものがまさに
幼稚園。ツリーハウス、つり橋、生き抜く
力が養える山の階段。自然遊びの天才にな
れる、そんな幼稚園。

鶴川
バス10分

◆学校法人柿の実学園（創立1962年）
理事⾧ 小島哲史

◆学校法人玉林学園 （創立1964年）
理事⾧ 小島澄人

◆社会福祉法人共遊の会（創立2014年）
理事⾧ 小島澄人



学校法人柿の実学園

しらかし保育園
川崎市中原区上丸子山王町1-1454
TEL 044-982-3433

広々とした人工芝の園庭で、のびのびと。
雨の日もホールを走り、滑り台やボルダリ
ングで活き活きと。
自然に触れて四季を楽しむ。
笑顔溢れる保育園です。

認可保育園

新丸子
徒歩5分

学校法人柿の実学園

くすのき保育園
川崎市高津区二子5-11-22
TEL 044-712-0600

高津駅から徒歩４分の場所にある
異年齢縦割り保育を中心とした
定員３０名の認可園。
先生や子ども達の
和気あいあいとした、
あったかーい保育園です。

認可保育園

高津
徒歩5分

学校法人柿の実学園

くりの実保育園
川崎市麻生区片平4-1-30
TEL 044-712-0660

異年齢保育を取り入れ、３歳から５歳が一
緒の環境で過ごしています。日々の生活を
「協力」しあい、子ども同士での、ひらめ
きや、発見を大切にしています。

認可保育園

柿生
徒歩7分

学校法人柿の実学園

かくれんぼ保育園
川崎市麻生区上麻生5-45
TEL 044-322-9766

令和4年4月に開園しました。
かくれんぼをする時
のような、わくわく
どきどきを毎日感じて
過ごしましょう。

さあ、かくれんぼするもの、
よっといで！

認可保育園

柿生
徒歩3分

学校法人柿の実学園

つくしんぼ保育園
川崎市麻生区上麻生3-3-11
TEL 044-967-0331

新百合ヶ丘駅から徒歩7分。
安心できる環境の中で、夢中になって遊び
こむことによる育ちを大切にしています。
子ども達は、いろいろなことに興味を持ち、
「面白い」を見つける名人です。
楽しい気持ちが響き合って、
笑いがいっぱいの保育園です。

認可保育園

新百
合ヶ丘
徒歩7分

学校法人柿の実学園

くぬぎ保育園
川崎市宮前区土橋1-4-5
TEL 044-750-9889

宮前平駅徒歩5分。
1歳から5歳児30名
の認可保育園です。

みんなで一つの大家族『くぬぎっこ』。
人工芝の園庭や沢山の公園。
「あったかい」想いを大切に、楽しい歌声
あふれ、みんな笑顔で穏やかな保育園です。

認可保育園

宮前平
徒歩3分

学校法人柿の実学園

しいのみ保育園
東京都稲城市矢野口277-11
TEL 042-379-8671

矢野口駅ロータリーに位置する駅近の企業
主導型の保育園です。”大きなおうち”のよ
うなあったか～いふれあい保育♪
”今日も楽しかったね、明日もまた遊ぼう
ね”と子どもたちが思える日々を過ごして
います♫

企業主導型保育園

矢野口
徒歩1分

学校法人柿の実学園

ももすもも保育園
川崎市中原区木月住吉町6-21
TEL 044-982-3343

笑顔ではじまる保育園
保育者が興味・関心、
今何をしたがっているかを
考えながら保育し
成⾧を喜んでいます。
お部屋の中は子どもの声が
いっぱいです。

認可保育園

元住吉
徒歩3分

社会福祉法人共遊の会

どんぐり保育園
川崎市麻生区片平4-1-30
TEL 044-819-7351

くりの実保育園と隣り合わせの企業主導型
保育園。幸せな保育園がここにあります！
病児保育も併設し、働くパパママを笑顔で
サポートしています。

柿生
徒歩7分

企業主導型保育園

社会福祉法人共遊の会

はじめの一歩保育園
川崎市麻生区上麻生7-41-5
TEL 044-981-5105

自然豊かな保育園。環境の恵みを
保育活動に繋げたい！
春夏秋冬を五感で楽しむ。だから面白い。
探検したくなる。
感じたこと、体験したことを、
共有しあいましょう。
自然を一緒に
楽しみましょう！

認可保育園

柿生
バス9分

学校法人柿の実学園

かしの実保育園
川崎市中原区木月1-33-15
TEL 044-948-4015

のびのびとした保育で子どもらしさを大切
に活動しています。
明るく綺麗な園舎で、木のぬくもりを感じ
ます。屋上園庭を使い、地域交流を深めて
います。

認可保育園

元住吉
徒歩3分

学校法人柿の実学園

あかとんぼ保育園
川崎市麻生区白鳥1-1-1
TEL 044-543-9770

子どもたちが仲良くのびのび過ごし、保育
室や人工芝の園庭では元気な声が響き渡っ
ています。
みんなの笑顔が溢れる企業主導型保育園。

五月台
徒歩7分

企業主導型保育園


