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小学館アカデミーかみおおおか保育園 

 

所在地 上大岡東 1-3-18  定員 受け入れ：0 歳（生後 57 日以上）～5 歳児 

TEL 045-842-0751  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-842-0753  定員 6 10 弾力 10 10 10 10 56 
 

園庭あり  駐車場なし  自転車置き場なし  ベビーカー置き場あり（エントランスに置いていただく感じです） 

保育について 食事について 子育て支援 

開所時間 平日 7:00～20:00 自園給食（0～2歳児保育料に含みます） 一時保育 なし 

土曜日 7:00～18:00 3 歳以上 食事提供費 6,550 円／月 園庭開放 なし 

主な行事 

こどもの日・七夕・防災引き取り訓練 

運動会・遠足・ハロウィン 

お店やさんごっこ・クリスマス会 

節分・ひなまつり 

ミルク 園で用意 育児相談 実施 

補食 2,500 円／月 補食・夕食は 
利用日数に 
より変更有 

育児講座 実施 

夕食 7,500 円／月 交流保育 実施 

※ならし保育…約 7 日 一人ひとりのお子さまに応じて対応している 園見学 事前予約 

入園準備品  

園で保護者が購入 帽子（散歩用）1,056 円 お道具箱 800 円  

各自で準備 タオルケット（敷・掛 2 枚） 歯ブラシ 

コップ 食事用エプロン 口拭きタオル 

着替え 上ばき など 

手作りする品 特になし 

おむつ 紙おむつ 各自で持参 園で処理（0 円） 

その他 

 

 

 

小学館アカデミーかみながや保育園 

  

所在地 丸山台 1-5-9  定員 受け入れ：0 歳（生後 57 日以上）～5 歳児 

TEL 045-840-5251  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-840-5252  定員 3 7 10 10 10 10 50 
 

園庭あり  駐車場なし  自転車置き場なし  ベビーカー置き場あり 

保育について 食事について 子育て支援 

開所時間 平日 7:00～20:00 自園給食（保育料に含みます） 一時保育 なし 

土曜日 7:00～18:00 3 歳以上 食事提供費 6,550 円／月 園庭開放 なし 

主な行事 お誕生日会・七夕・消防訓練 

食育イベント・夏祭り・防災引き取

り訓練・ふれあい交流会 

運動会・ハロウィン・遠足 

クリスマス発表会・節分 

ミルク 園で用意 育児相談 実施 

補食 2,500 円／月 育児講座 実施 

夕食 7,500 円／月 交流保育 実施 

  
園見学 

事前予約 

HP 参照 
※ならし保育…約 7 日 

入園準備品  

園で保護者が購入 帽子 文具 

乳児 2,000 円 幼児 4,000円 

各自で準備 コップ 歯ブラシ バスタオル 着替え 

上ばき など 

手作りする品 なし 

おむつ 紙おむつ 各自で持参 園で処理（0 円） 

その他  

  

 

認可 
私立 

認可 
私立 
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芹が谷ぴよっこ保育園 

 

所在地 芹が谷 1-38-14  定員 受け入れ：0 歳～（57 日） 

TEL 045-821-2346  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-821-2412  定員 9 11 11 13 13 13 70 
 

園庭あり  駐車場 3 台分あり  自転車置き場あり  ベビーカー置き場あり 

保育について 食事について 子育て支援 

開所時間 平日 7:00～20:00 自園給食（保育料に含みます） 一時保育 あり 

土曜日 7:00～18:30 3 歳以上 食事提供費 6,000 円／月 園庭開放 実施 

主な行事 プール・七夕・夏のお楽しみの日 

中学生交流・運動会・遠足 

おたのしみ会・お正月あそびの会 

豆まき・小学校交流・ひなまつり 

ミルク ― 育児相談 実施 

補食 2,500 円／月 交流保育 実施 

夕食 7,500 円／月 園見学 事前予約 

    

※ならし保育…約 4～5 日 お子さんの様子 保護者の都合考慮   

入園準備品  

園で保護者が購入 カラー帽子 900 円 連絡帳（０～2歳）200 円 

クレヨン 500 円 お絵描帳（幼児のみ）250円 

各自で準備 布団カバー ランチョンマット 歯ブラシ 

コップ コップ袋 リュックサック 

手拭きタオル 

手作りする品 エプロン（乳児） 

おむつ どちらでも 各自で持参 持ち帰り 

その他  

  

 

太陽の子港南台保育園 

  

所在地 港南台 3-12-2  定員 受け入れ：生後 57 日～ 

TEL 045-830-5070  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-830-5080  定員 6 10 11 11 11 11 60 
 

園庭あり  駐車場なし  一時自転車置き場あり  ベビーカー置き場あり 

保育について 食事について 子育て支援 

開所時間 平日 7:30～20:00 自園給食（保育料に含みます） 一時保育 なし 

土曜日 7:30～18:30 3 歳以上 食事提供費 6,000 円／月 園庭開放 実施 

主な行事 入園式・子どもの日の集い 

七夕まつり・運動会・クリスマス会 

お正月の集い・豆まき・生活発表会 

園外保育・ひなまつり会・卒園式 

ミルク 園で用意 育児相談 随時 

補食 2,500 円／月 交流保育 なし 

夕食 7,500 円／月 園見学 事前予約 

    

※ならし保育…約 7 日 個々に合わせて調整していきます   

入園準備品  

園で保護者が購入 園児帽子 連絡帳（乳児） 

各自で準備 バスタオル コップ 歯ブラシ お尻ふき 

手作りする品 － 

おむつ 紙おむつ 各自で用意 園で処理（0 円） 

その他 0～2 歳児までの食事用エプロン、口拭きタオルは 

園で用意しております 

 

 

 

認可 
私立 

認可 
私立 


