
しらこばと幼稚園の
情報を随時更新中！
登録はこちらから！

LINE



子どもは遊びが学びです。様々な遊びを通して豊かな感性と思考力を育めるよう、子どもの興味発達に応じた６本の遊びの特別

教育プログラムを導入しています。各分野の専門講師やしっかりと研修を受けた教職員のもと、みんなで一緒に経験を積みなが

ら出来たことを喜び合い、卒園後の人生を楽しむ感性と情操の基礎が培われるよう体験プログラムを用意しています

６つの

体験

子どもたちは小学校に行くと親の手を離れ自由を手に入れます。

そして自由の中で自己判断が求められます。その際に規律を守

りながら善悪の判断が出来ないということは悲しいことです。

これからの予測できない社会を生き抜いていく子どもたちに

とって、“自ら考える力（非認知能力）”はとても重要です。私

たちは“自己選択”を保育のキーワードとし、園生活を送る中で、

人的環境・遊びや活動を選択できる環境・夢中になって取り組

める環境の中、“自ら考える経験”を重ねていきます。

一人ひとりのこころの育ちを大切にしながら、生活や遊びを通

して子どもたちの主体性と学びに向かっていく力を育みます。

方針 目標

「自由の中の規律を意識し
自ら考え行動できる子どもを育てる」

アスクミュージックと提携
しています。プロの音楽表
現を観ることで、歌・わら
べ歌・うた遊び・リズム体
操など音感を養い、音楽の
楽しさを知ります。また、
ペルー発祥の打楽器『カホ
ン』を楽しく演奏しながら
リズム感も養います。

オリンピックの正式種目
となった空手の型を体験
することで空気感を感じ
ることができます。また
型以外に姿勢や挨拶など
を通して礼節も学ぶこと
ができます。

ネイティブの先生が話す異国
語を体験しながら、多文化に
触れることで視野が広がりコ
ミュニケーション能力を高め
ます。ゲームや遊びを通して
楽しみながら自然と英語体験
が出来ます。

様々な種目を遊び感覚の中で
身につけていき、体を動かす
ことが大好きになります 。鉄
棒やマット運動だけでなく、
様々なゲームなどで全身を
使った運動遊びを楽しんで習
得します。

幼児クラスについて
幼稚園ならではの特別教育プログラム

小学校において必修化さ
れたリズムダンスの入門
として体験することで、
リズムに慣れ親しみます。
１回の特別教育時間内で
パート毎に分けて覚え、
つなげて１曲踊ることが
出来るようになります。

越谷で唯一KitSと呼ばれる最先
端のシステムを使用し、自分や
グループで描いた作品が、iPad
を通して画面に映し出され動い
たり、遊びながら楽しく行えま
す。作品のプレゼンなどをする
ことで、人前で自分の気持ちを
表現し伝える経験をします。



自己選択できる活動環境
～子どもたちの『やってみたい』を引き出し最高のドラマを作り出す～

１号認定はもちろん条件が合え

ば２号認定の方も利用可能！

ある日の年長児クラスでの出来事。廃材を使ってギターや太鼓、マラカスなどを作り始め
た女の子たちは、それを使って合奏を始めました。「何やってるの？」と見に来た大人や
子どもが観客になっていく中で、一気にアイドルグループが誕生しました。

衣装作りに振り付け練習、チケットの手売り、握手会、お客さ
ん用の応援グッズの作成など、大忙しの毎日。グループ発足か
ら解散コンサートまでの約半年間。その中には語りきれないた
くさんのドラマがありました。

保育士がしたことは、子どもを信じて見守ることと、ほんの少しのきっかけ作りだけ。
菊地学園が大切にしていることは“子どもたちが自ら考え行動すること”。
大人が『させる保育』ではなく子どもが自ら『したくなる保育』を心がけ子どもたち
の主体性を大切にしています。

年間行事予定

食育で野菜を
育てているよ！

…乳児参加行事保護者参加行事

お楽しみこども会

入園式
進級式

親子遠足

お泊り保育（年長）

祖父母に感謝する集い

運動会

保育参観

節分

ひなまつり
卒園式
ひとつおおきくなる日

作品展

夏休み
夏期保育
納涼大会

クリスマス会

冬休み
もちつき大会

親子スポーツDAY



乳児クラス

☆0歳児は一人ひとりに合わせて

デイリーを組んでいきます。

7：00

9：00

10：00

12：00

14：00

15：00

16：00

18：00

19：00

8：00

11：00

13：00

17：00

しらこばと幼稚園に入園することで、乳児クラスは1歳～５歳
の５年間、附属保育園は０歳～５歳の６年間継続した保育を行
います。

しらこばと幼稚園乳児クラス・附属保育園各園では情報や行事を共有し
ています。乳児クラスが終了し幼児クラスに進級する時には全員同じ保
育内容を経ている為、同じラインでのスタートを切ることが出来ます。

12名 (３号認定)
１・2歳児 各６名
※入園申込・決定は越谷市となります。

7時00分～19時00分

乳児クラスが終了した後は
年少クラスにそのまま進級となります。

住所

定員

開園
時間

しらこばと幼稚園１階

※附属保育園は必ずしらこばと幼稚園に進級が出来ます。

安心の完全自園調理。
アレルギー対応もしております。 食育活動を通して

食への興味を引き出します。

コーナー保育で
遊び込める環境作りを

しています。

戸外でたくさん遊んで
元気な体を作ります。

各園それぞれに
特色があります。

違うのは
施設と環境だけ。

すべての園で
第二のおうちのような
温かい環境の中で、

一人ひとりを大切にした
保育を心がけています。

乳児クラスについて

順次登園

クラス活動

給 食

朝のおやつ

おひるね

おやつ

自由あそび

延長保育終了

順次降園

・広い園庭に面白い遊具。毎日思い
切りかけまわれます。

・幼児クラスの正課活動を体験する
ことができます。

・異年齢同士での関わりの中で憧れや
年下の子への思いやりを育みます。

菊地学園では変化する新たな社会への参画の指針として、子どもたちの未来を守るために「 SDGs 」の
概念を意識しています。様々な場面で SDGs の 17 の目標を教育保育に照らし合わせていくことで「誰一
人取り残さない」という SDGs の基本コンセプトのもとに、私たちの学園の理念である「ここで過ごした
子どもたち全員が幸せになってほしい」を実現できるよう、私たちはこれからを生きる子どもたちのために、
今だけでなく未来を支える学園になれるように成長を目指しています。



〒343-0042
埼玉県越谷市千間台東1-5-17
（せんげん台駅東口徒歩２分）

TEL：048-972-4153

・地域との交流もたくさんあり、近所の方にもたく
さん声をかけてもらえるあたたかい環境です。

〒343-0032

埼玉県越谷市袋山1081番地7（大袋駅東口徒歩３分）
TEL：048-975-5810

18名(３号認定)
0～2歳児 各６名
※入園申込・決定は越谷市となります。

7時30分～18時30分
(土曜日保育、年末年始、お盆期間は認定こども園しらこばと幼稚
園にて合同保育となります。)

認定こども園しらこばと幼稚園

・園の周りには公園や散
策できる場所がたくさん
あり発見の連続！
思いっきり遊べる砂場も
大人気！

・全身を使ったリズム遊
びが大好き！楽しみなが
らリズム感を養います。

住所

定員

連携施設

開園時間

19名(３号認定)
【０歳３名、１歳８名、２歳８名】
※入園申込・決定は越谷市となります。

7時30分～18時30分

認定こども園しらこばと幼稚園

住所

定員

連携施設

開園時間

19名(３号認定)
【０歳３名、１歳８名、２歳８名】
※入園申込・決定は越谷市となります。

7時30分～18時30分
(土曜日保育、年末年始、お盆期間は認定こども園
しらこばと幼稚園にて合同保育となります。)

認定こども園しらこばと幼稚園

住所

定員

連携施設

開園時間

〒343-0042

埼玉県越谷市千間台東1丁目5番地17（千間台駅東口徒歩2分）
TEL：048-972-4153

〒343-0026
埼玉県越谷市北越谷4丁目25番25号

（北越谷駅西口徒歩5分）

TEL：048-975-5810

・北越谷駅から徒歩5
分！
・駅近なのに小規模保
育園には珍しい広い園
庭や、目の前にひろが
る元荒川の土手など魅
力的な環境がいっぱい
です！

・駅前ロータリーを抜け
てすぐなので送迎がとっ
ても便利!!

・コーナー保育を取り入
れ、自己選択をしながら
集中して遊び込むことが
できます。



TEL 048（977）8031
FAX 048（977）8929

https://www.shirakobato-kg.jp

〒343-0032 埼玉県越谷市袋山631番地３
せんげん台駅西口徒歩７分

幼保連携型

「こころの花」ほいくえん登戸駅前
〒214－0014

神奈川県川崎市多摩区登戸3277番地１

TEL： 044-322-0087

小田急小田原線・JR南武線登戸駅下車徒歩２分

令和２年４月開園

〒343－0032

埼玉県越谷市袋山1081番地７

TEL：048-975-5810

東武スカイツリーライン大袋駅東口徒歩３分

平成31年４月開園

しらこばと附属保育園大袋駅前

附属保育園 姉 妹 園

学校法人菊地学園

平成29年4月より理事長に就任しました。子どもたちからは「まあせんせい」と呼ばれております。過去にTBS「情

熱大陸」に出演し、地方テレビの子ども番組で歌のお兄さんとしても活動するなど、様々なメディアにおいて教育・保

育の魅力と専門性を伝えさせていただいております。

さて私はこれまで実家である東京児童協会の保育園で20年近く園長、保育士として勤務してまいりました。その経

験の中で、子ども同士の「育ち合い」こそが幼稚園、保育園の醍醐味であると実感しました。菊地学園はこの“育ち合

い”を大切にした学園にしていきたいと思っております。乳児期は「第二のお家」のように温かな雰囲気の中でのんび

りと過ごし、人としての基礎を培い、幼児期になると、遊びを自己選択する環境の中で当法人の方針である「自ら考え

行動できる子ども」を育てます。学校法人の幼稚園で培われた、子どもたちが自然と学びたくなる体験型の「教育プロ

グラム」やコーナー保育を導入することにより子どもたちのやりたい気持ちを伸ばし、目標に掲げる３つの心を育てる

教育保育を行います。私たちは理念にもあるように「ここで過ごした子どもたち一人ひとりが自らの意思により豊かな

人生を歩んで幸せになってもらいたい！」それだけを願っております。当園を卒園する子どもたち全員が大人になった

時に困らないように。ツライことにも自分のチカラで乗り越えていけるように。心の中にたくさんの楽しい思い出と経

験を詰め込んで、一人ひとりの心と身体を大きく育んでいきます。

・社会福祉法人桜光会 理事長
菊地政隆

学校法人菊地学園理事長

・星槎大学 客員教授

「ここで過ごした子どもたち全員が幸せになってほしい

それが私たちの願いです。」

5歳 4歳 3歳 満3歳児 2歳 1歳 合 計
1号認定 30名 30名 30名 10名 100名
2号認定 30名 30名 30名 90名
3号認定 6名 6名 12名
合 計 60名 60名 60名 10名 12名 202名
※１号認定の入園申込…毎年11月1日に願書受付(入園面接)を予定しております。
詳しくは園へ直接お問い合わせください。
２・３号認定、附属保育園の入園については越谷市への申込みとなります。

開園時間（認定こども園しらこばと幼稚園）

7：00～19：00
(延長保育 7：00～ 7：30

18：30～ 19：00)

１号認定：預かり保育利用可能
１時間200円（18時まで）

※延長保育は２・３号認定のみ利用可能（別途延長
料金がかかります。）

※プラス保育も実施しています。

「こころの花」ほいくえんレイクタウン駅
〒343－0824

埼玉県越谷市流通団地４丁目115番地５

TEL： 048-971-8705

ＪＲ武蔵野線レイクタウン駅徒歩９分

令和３年４月開園

「こころの花」ほいくえん南流山駅前
〒270－0163

千葉県流山市南流山2丁目23-14

TEL：04-7157-4087

つくばエクスプレス・JR武蔵野線南流山駅下車徒歩２分

令和４年４月開園

しらこばと附属保育園せんげん台駅前
〒343－0042

埼玉県越谷市千間台東１丁目５番地17

TEL： 048-972-4153

東武スカイツリーラインせんげん台駅東口徒歩２分

令和２年４月開園

しらこばと附属保育園北越谷駅前
〒343－0026

埼玉県越谷市北越谷４丁目25番25号

TEL：048-940-0587

東武スカイツリーライン北越谷駅西口徒歩５分

令和４年４月開園

認定こども園 しらこばと幼稚園


