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情報は随時更新中！ 板橋区内の保育園情報、求人情報は



都営三田線 JR埼京線

東京メトロ 国際興業バス

掲載 TEL【03-】 開設年度 定員

1 にじいろ保育園板橋一丁目 板橋1-31-9 5944-1773 R.3 69 下板橋 新板橋

2 にじいろ保育園板橋二丁目 板橋2-29-3 6912-4912 H.31 73 下板橋 板橋区役所前

3 旭保育園 大山金井町56-1 3974-9441 S.53 102 大山

4 明日葉保育園大山園 南町57-11 5926-6676 H.27 82 大山 南町住宅前

5 大禮保育園 大山東町13-2 3964-7268 S.28 70 大山 板橋区役所前

6 大山保育園 大山町44-4 3959-1920 S.25 130 大山 板橋区役所前

7 大山西町保育園 大山西町21-3 3974-1123 R.2 120 大山 千川

8 風の子保育園 仲町14-15 3956-4433 S.25 91 大山 板橋区役所前

9 さいわい保育園 幸町45-4 3972-5861 H.24 90 大山 千川

10 栄町保育園 栄町26-1 3961-3241 H.26 60 大山 板橋区役所前

11 松葉保育園 氷川町27-2 3961-1369 S.8 120 大山 板橋区役所前

12 陽光保育園 大谷口上町23-1 3956-1068 S.25 85 大山 中板橋

13 さくらさくみらい 中板橋 中板橋20-1-203 3962-4601 H.27 87 中板橋

14 にじいろ保育園中板橋 中板橋9-1 6905-6447 H.29 59 中板橋

15 ミアヘルサ保育園ひびき中板橋 弥生町21-8 5926-5715 H.30 80 中板橋

16 やまと保育園 大和町2-2 3961-8855 S.52 110 中板橋 板橋本町

17 わかたけ保育園 仲町45-4 3972-9177 S.39 80 中板橋 仲町

18 アスクときわ台保育園 前野町2-35-22 5916-0130 H.29 60 ときわ台

19 いたばし前野町保育園 前野町6-3-9 5916-6002 H.27 60 ときわ台

20 ソラストときわ台保育園 常盤台2-5-7　１階 5392-7551 R.2 68 ときわ台

21 ソラスト前野町保育園 前野町2-1-20　1階 5916-1921 H.31 61 ときわ台

22 たつの子保育園 常盤台3-25-10 3960-2039 S.46 30 ときわ台 常盤台三丁目

23 第二たつの子保育園 常盤台3-24-2 3960-2039 S.50 80 ときわ台 常盤台三丁目

24 前野保育園 前野町4-6-7 3967-4644 S.29 100 ときわ台 志村坂上

25 わかたけかなえ保育園 常盤台3-12-15 5918-9868 H.23 70 ときわ台 常盤台三丁目

26 アスク上板橋保育園 上板橋1-19-16　1階 5922-1502 H.22 60 上板橋

27 上板橋すきっぷ保育園 上板橋3-21-7 6906-6526 H.27 63 上板橋

28 グローバルキッズ上板橋園 常盤台4-30-4 3936-7777 H.22 60 上板橋

29 さくら保育園 東新町1-17-7 3956-6302 S.27 90 上板橋 教育科学館

30 にじいろ保育園上板橋 上板橋2-2-15 6281-0075 H.28 50 上板橋

31 北野保育園 徳丸3-20-14 3933-1757 S.29 120 東武練馬

32 第一保育園 西台3-32-26 3933-2032 S.29 131 東武練馬 西台

33 にじいろ保育園徳丸 徳丸3-38-19 6915-7145 H.27 80 東武練馬

34 愛和保育園 赤塚2-14-10 3977-1148 S.51 127 下赤塚 地下鉄赤塚

35 赤塚六丁目保育園 赤塚6-32-11 3977-8866 H.14 100 下赤塚 赤塚体育館

36 麦の子保育園 赤塚5-16-27 3930-7300 H.23 60 下赤塚 地下鉄赤塚

37 さくらみらい下赤塚 赤塚1-36-14 6909-8439 R.3 75 下赤塚 地下鉄赤塚

38 うぃず成増保育園 赤塚3-19-4 6904-2957 H.27 60 成増 地下鉄成増

39 グローバルキッズ成増園 成増2-8-10 3979-8677 H.29 90 成増 地下鉄成増

40 しらさぎ保育園 成増5-19-40 3977-8820 H.28 120 成増 西高島平

41 ソラスト成増保育園 成増3-13-1 5904-5191 H.31 63 成増 地下鉄成増

42 成増保育園 成増2-24-7 3975-5360 S.25 130 成増 地下鉄成増

43 成美保育園 成増4-28-16 3938-2899 S.42 42 成増 赤塚四丁目

44 さくらみらい 成増 成増1-28-7 6904-1039 R.3 68 地下鉄成増 成増

45 さくらさくみらい 新板橋 板橋4-40-2 6909-6739 R.2 73 新板橋

46 さくらさくみらい板橋4丁目 板橋4-26-4 6905-7839 R.4 69 新板橋

分園あり

東武東上線

最寄駅保育園名 住所【板橋区～】

【板橋区私立保育園園長会】会員施設一覧



掲載 TEL【03-】 開設年度 定員 最寄駅保育園名 住所【板橋区～】

47 あいあい保育園 仲宿32-3 3964-5179 S.43 68 板橋区役所前 大山

48 あすなろ保育園 仲宿25-6 3963-5678 S.44 90 板橋区役所前 大山

49 星樂保育園 大山東町35-2 6915-5454 R.2 120 板橋区役所前 大山

50 太陽の子保育園 仲宿46-1 3964-6205 S.51 117 板橋区役所前 大山

51 ベネッセ板橋三丁目保育園 板橋3-36-6 6905-5025 H.30 69 板橋区役所前 東板橋体育館入口

52 保育園加賀のこども 加賀1-9-11 3963-1585 H.30 105 板橋区役所前 東板橋体育館入口

53 ミアヘルサ保育園ひびき板橋区役所前 板橋2-65-8 6905-6112 H.29 117 板橋区役所前 大山

54 グローバルキッズ板橋園 清水町44-3　2階 3579-0503 H.20 48 板橋本町

55 敬隣保育園 本町19-4 3961-3912 S.24 97 板橋本町

56 さくらさくみらい 本町 本町24-7 5944-1226 H.30 88 板橋本町

57 東京自由保育園 清水町24-13 3964-0034 S.22 100 板橋本町

58 平和保育園 富士見町13-6 3961-2420 S.23 166 板橋本町 中板橋

59 ひまわりキッズガーデン大原 大原町13-1 5914-0130 H.15 36 本蓮沼 小豆沢

60 和敬保育園 大原町3-9 3966-3723 S.12 113 本蓮沼

61 Gakkenほいくえん志村坂上 小豆沢2-21-12 3965-8501 H.31 70 志村坂上

62 ひまわりキッズガーデン志村 小豆沢1-12-6 5392-3856 H.19 54 志村坂上 志村一丁目

63 ひまわりキッズガーデン城山 志村1-30-15 5914-0661 H.23 60 志村坂上 志村二丁目

64 ベネッセ前野町保育園 前野町3-28-1 5916-0351 H.28 66 志村坂上 前野町三丁目

65 ミアヘルサ保育園ひびきあずさわ 小豆沢2-19-8 6454-5051 H.28 80 志村坂上

66 志村さかした保育園 相生町23-5 3932-1818 H.26 107 志村三丁目

67 マハヤナ第二保育園 前野町5-24-10 3960-2850 S.29 90 志村三丁目 ときわ台

68 友和保育園 坂下1-21-9 3966-4036 S.26 109 志村三丁目 坂下二丁目

69 キッズスマイル東坂下 東坂下1-10-5 6454-5881 R.3 90 志村三丁目 志村坂上

70 明日葉保育園蓮根園 坂下2-16-8　2階 5916-6888 H.30 60 蓮根

71 こぶし保育園 坂下3-10-G-109 5916-0431 H.17 73 蓮根 西台

72 さくらさくみらい 蓮根 坂下2-13-16 5918-8739 H.31 73 蓮根

73 にじいろ保育園坂下二丁目 坂下2-32-22 5948-7971 H.31 63 蓮根

74 にじいろ保育園蓮根 蓮根2-19-3 5918-8831 H.30 63 蓮根

75 かえで保育園 高島平1-65-1 3932-6463 H.20 110 西台 大東文化大学前

76 さくらさくみらい 西台 高島平1-83-5 6906-8439 R.2 60 西台

77 つつじ保育園 高島平9-43-1 3936-3090 S.50 109 西台 高島平操車場

78 同援みどり保育園 蓮根3-15-6 3965-6591 S.53 125 西台

79 ひいらぎ保育園 西台2-22-4 3937-2541 S.53 95 西台 西台二丁目

80 聖マリア保育園 高島平8-21-11 3934-0029 S.50 127 高島平 高島第一中学校

81 こじか保育園 高島平2-28-7 3937-4551 S.53 129 高島平 高島平二丁目

82 わかたけ第二保育園 新河岸1-3-5 3935-1354 S.53 80 高島平 新河岸都営住宅入口

83 白鳩保育園 高島平5-34-7 3939-0057 S.51 117 西高島平 高島平四丁目

84 加賀保育園 加賀2-3-2 3962-0249 H.19 122 十条 板橋区役所前

85 にりんそう保育園 舟渡1-13-10 5970-3141 H.14 39 浮間舟渡 浮間舟渡

86 はぁもにぃ保育園 舟渡1-14-23　1階 3960-0111 H.23 60 浮間舟渡 蓮根

87 舟渡保育園 舟渡2-19-8 3966-3619 S.31 140 浮間舟渡 舟渡町

88 キッズタウンむかいはら保育園 向原3-7-7 5917-0752 H.26 100 小竹向原

89 生活クラブ保育園ぽむ・向原 向原3-10-32 5926-8690 R.2 50 小竹向原

90 にじいろ保育園小茂根 小茂根1-27-14 6909-4147 R.2 50 小竹向原

91 ひまわりベビールーム小竹向原 小茂根1-27-7 5966-5554 H.12 24 小竹向原

92 ひまわりキッズガーデン小茂根 小茂根2-11-12 5986-2135 H.16 66 小竹向原 上の根橋

93 茂呂塾保育園 小茂根4-4-7 3956-2525 S.23 80 小竹向原

94 さくらさくみらい小竹向原 小茂根1-19-8 5926-4739 R.4 90 小竹向原

95 クオリスキッズ板橋本町 本町35-4 5944-2691 R.4 90 板橋本町



1 にじいろ保育園板橋一丁目

2 にじいろ保育園板橋二丁目 3 旭保育園

4 明日葉保育園大山園 5 大禮保育園

にじいろ保育園　板橋一丁目

こども理念
のびやかに育て　だいちの芽

保育目標
■自然を愛し、心身ともに健やかな子ども

■自分で考え行動し、意欲と根気のある子ども
■自己を表現できる子ども

会員施設紹介

【板橋区私立保育園園長会】

板橋区内において児童福祉法に基づき設置された

私立の認可保育所すべてが加盟する任意団体です。

令和４年４月１日現在の会員施設数は９５施設で、

それぞれ施設や地域の特性を活かした保育活動を

実施しています。

お問い合わせ、見学のお申込みなどは、各施設に

直接ご連絡ください。

「子どもの明日を育み、今日を支える」

明日葉の花言葉は、「旺盛な活動力」

私たちは、子どもが毎日を豊かに過ごせる保育を通じて、

明日をたくましく生きる力を育みたいと考えます。

そして、子どもの健やかな成長を願うご家庭や地域社会との

コミュニケーションを大切にして、

より良い今日をサポートします。

板橋区南町57-11

ＴＥＬ03-5926-6676

採用情報詳細は

HPをご覧下さい

保育目標

★健康で明るくたくましい子

★友達と仲良く遊べる子

（協調性、社会性のある子）

★創造性豊かな子

旭保育園では、家庭的な雰囲気の中

で色々な経験をし、友達同士のふれ

あいを大切にしながら一人ひとりの

個性を生かす保育を行なっています。

※保育園の見学は随時行っております。

お気軽にご連絡ください。

http://www.asahihoikuen.net

こども理念

のびやかに育て だいちの芽

保育方針

みとめ愛・みつめ愛・ひびき愛

●陽だまりのような保育園

●地域と共に育つ保育園

●子どもと共に輝いていける保育園



6 大山保育園 7 大山西町保育園

8 風の子保育園 9 さいわい保育園

10 栄町保育園 11 松葉保育園

「ＦＲＩＥＮＤＬＹ」～やさしさをカタチに～
運営テーマ

★子どもたちをやさしく包む保育園

★保護者をあたたかく迎え入れる保育園

★地域の皆さまに開かれた親しみを感じる

保育園

★働く職員が仕事もプライベートも大事に

できる保育園

こんな子どもたちを育てたい！
■感じたことを表現し楽しめる子

■自分で考え、自分で行動できる子

■心身ともにたくましい子

■好奇心と探求心が旺盛な子

■みんなで力を合わせることの喜びと大切さを知る子

学生の保育士体験も

受け付けています！

乳児

個々に合わせて生活しています。

毎日お散歩に出ます。

幼児２歳半～

生活は縦割りグループの中で思いやりの心を育てます。

行事は生活にメリハリをつける楽しいイベント

園庭でのアウトドアクッキングも大人気！！

幼児 ６つのコーナーを自由に遊びます

体育 散歩 お話 絵画 砂場 音楽リズム

夢あふれる園舎
運営テーマ
「DREAM～ゆめの
創造～」をかなえ
る仕掛けがたくさ
んの園舎はキッズ
デザイン賞を受賞
しました！

さいわい
保育園の
夢ブログ
ほぼ毎日
更新中！

だから私は、

さいわい保育園に決めました！
チューター制度
新入職員には１
つか２つ上の年
の近い先輩が
「チューター」
として、仕事の
ことはもちろん
精神的にも全面
的にサポートし
てくれます！

《保育環境》
ゆったりとした個々の生活

リズムを保障するために生

活の３要素「遊び｣｢食事｣

｢昼寝」を独立したスペー

スで行い、安心感、満足感

を促し、自発的な活動の場

《保育の取り組み》
子どもたちが家庭の中だけ

では体験できない年齢の枠

を越えた異年齢での、 か

かわりを大切に、個々の発

達に応じた｢主体性・自発

性」を学べるような保育を

行っていきます。

http://www.douen.jp/

楽しく一緒に働きませんか。

男性保育士も大歓迎！

いつでも見学できます。

お気軽にご連絡ください。

年休・リフレッシュ休暇あり

０３－３９５９－１９２０

【保育目標】

◆保育園生活を楽しく過ごす

◆子ども同士の縦・横の繋が

りを大切に育て豊かな人間関係を

作る。共に育ち合う

◆健康安全に対する基本的な

生活習慣を養う

陽だまりのような心地よい保育園

←保育園の詳細は

QRコードから

チェック♪



12 陽光保育園 13 さくらさくみらい 中板橋

14 にじいろ保育園中板橋 15 ミアヘルサ保育園ひびき中板橋

16 やまと保育園 17 わかたけ保育園

こんな保育園をめざしています！

✿ こどもたちが楽しく生活できる保育園

✿ 保護者が安心して預けられる保育園

✿ 職員も元気で働ける保育園

ドキドキ、ワクワク

と心が弾む瞬間時間

を共に創り過ごして

いきます。

大人もこどももいっしょに

育つホッと出来る居場所で

ありたいと願っています。

URL  http://youkou-kai.com

【保育方針】

みとめ愛・みつめ愛・ひびき愛

信頼・安定・共感

【こども理念】

のびやかに育て だいちの芽

【保育目標】

・自然を愛し、心身ともに健やかな子ども

・自分で考え行動し、意欲と根気のある子ども

・「仲間」と関わり、人を思いやれる子ども

・自己を表現できる子ども

概要・求人などの保育園

の詳細はウェブサイトで

チェック！☝

《目指す子ども像

ひびきでは、

『愛を第一とした安全安心の保育』を基本としています。

【保育理念】

“子どもの最善の利益（幸せ、喜び、育ち・・）”を最優先

に考え、親と連携しながら一人一人の子どもの成長を見守

り、全職員と講師とのチームワークで充実した保育環境を

整えます。そして、子どもの“自発的な遊び”を通して豊か

な心と生きていく力を育む保育を目指し、親とともに“子

育ての楽しさ”を感じ合います。

【求める人財】 求める職員の人間像としては

・責任感を持って仕事に取り組める人

・失敗してもへこまず、次に向かっていける人

20代から60代

まで幅広く働い

ています。平均

勤務年数も15年。

とても働きやす

い職場です。

是非見学に来て

ください。



18 アスクときわ台保育園 19 いたばし前野町保育園

20 ソラストときわ台保育園 21 ソラスト前野町保育園

22 たつの子保育園 23 第二たつの子保育園

ご連絡、お待ちしております

【保育方針】

一人ひとりに心をかけ、愛情を注ぎ、成長に

合わせたきめ細やかな保育を行うことで、 変

化の激しいこれからの社会を生き抜くための、

"生涯にわたる生きる力の基礎"を育みます。

●自らの伸びようとする力を支えます。

●五感を養って感性を豊かにします。

●後伸びする力を育みます。

園の取り組み
1歳からの英語の時間 巡回絵本 おそうじチャレンジ

つながり保育園

この場所ではじまり、この場所でつながり、この場所から広がる

ここで育った子どもが父となり、母となり又、ここに預けたいと

思えるようなおかえりが生まれる保育園です。

子ども達一人ひとりの

成長を見守ります

園情報は

園見学も随時

行っています！

お気軽に

ご連絡下さい♪

保育理念 すべてはそこに暮らす子どもたちのために

園目標

毎月ブログ
更新中！

園見学も出来ます。
ぜひ遊びに来てください。

Smile （笑顔のある子）

Try   （挑戦する子）

Eat＆Sleep  
（よく食べ良く眠る子）

Play （よく遊ぶ子）

●離乳食・給食・おやつは旬の物を取り入れ愛情込めて

作ります。

●散歩や外あそびで自然にたくさんふれあいます。

●楽しいあそびで笑ったり、歌ったり友だちとのかかわ

りを広げます。

一人ひとりを大切にゆったりと保育します

ふとんあそび楽しいな
手作りカバンをもって

秋の自然探し

保育目標（４つの約束）

●元気にあいさつしよう

●自分たちでできることは自分たちでしよう

●人にやさしくしよう

●自然や物を大切にしよう

楽しいこと大好

きな職員がお待

ちしています！

ゆたかな体験と心のふれあいを大切に

【５歳児】

園内キャンプで

ザリガニ釣り

笑いにあふれる職場です！

男性保育士も大歓迎！！

【全クラス】
お店屋さんごっこ
「       はいかが？」

※2021年度は新型コロナウィルス感染症
対策のため園内キャンプとなりました



24 前野保育園 25 わかたけかなえ保育園

26 アスク上板橋保育園 27 上板橋すきっぷ保育園

28 グローバルキッズ上板橋園 29 さくら保育園

●離乳食・給食・おやつは旬の物を取り入れ愛情込めて

作ります。

●散歩や外あそびで自然にたくさんふれあいます。

●楽しいあそびで笑ったり、歌ったり友だちとのかかわ

りを広げます。

一人ひとりを大切にゆったりと保育します

ふとんあそび楽しいな
手作りカバンをもって

秋の自然探し

保育目標（４つの約束）

●元気にあいさつしよう

●自分たちでできることは自分たちでしよう

●人にやさしくしよう

●自然や物を大切にしよう

楽しいこと大好

きな職員がお待

ちしています！

ゆたかな体験と心のふれあいを大切に

【５歳児】

園内キャンプで

ザリガニ釣り

笑いにあふれる職場です！

男性保育士も大歓迎！！

【全クラス】
お店屋さんごっこ
「       はいかが？」

※2021年度は新型コロナウィルス感染症
対策のため園内キャンプとなりました

土のにおい、樹木の香りのする広い

園庭で子どもたちは日々固定遊具や

ボール遊び、フープや三輪車、砂場

などで遊び、年長児は自転車にも

乗って走り楽しんでいます。

地域との関わりの中でお年寄りとの

交流会・近隣子育て家庭との交流や

異年齢児交流を行ない、少子化の中

での子ども同士の関わりを大切にし

ています。

【保育方針】

①じょうぶでげんきな明るい子どもを

育てる

②良いこと悪いことの判断ができる子

どもを育てる

③思いやりのあるやさしい保育を行う

概要・求人など
保育園の詳細は
ウェブサイトで
チェック！

【保育方針】

・子どもたちの心身の健康を育む

・子どもたちの自発と自立を支える

・子どもたちの想像力と表現力を培う

≪保育は人≫をキーワードに、
人的な保育環境の整備・充実を
運営の基本方針としています。

「いたばしgoodbalance会社賞」
2018年度 受賞施設

【保育方針】

一人ひとりに心をかけ、愛情を注ぎ、成長に合わ

せたきめ細やかな保育を行うことで、 変化の激

しいこれからの社会を生き抜くための、"生涯に

わたる生きる力の基礎"を育みます。

●自らの伸びようとする力を支えます。

●五感を養って感性を豊かにします。

●後伸びする力を育みます。

ご連絡、お待ちしております

明るくのびのびと元気に遊べる子ども

人や物を大切にし、思いやりをもって関われる子ども

心身ともに豊かでたくましく、生きる力のある子ども

自分で考え、行動できる子ども

保育園の詳し

い情報はここ

からご覧くだ

さい！ブログ

も更新中です。 保育目標

「子どもたちの未来のために」×「豊かに生きる力を育てる」

グローバルキッズ上板橋園の詳細

はこちらでチェック！

0～5歳の定員60名のアットホーム

な園です。ワンフロアーの園の中に

は、空中遊戯の設置も。

子どもたちも保育者も笑顔が絶え

ない園づくりを目指しています！

駅近

残業少なめ

年間休日120日以上

・・・さくら保育園の中心は「こころの保育」・・・子どもた

ち一人ひとりに寄り添いながら丁寧に関わること。子ども

の声に耳を傾け、こころの動きを敏感にすくいあげること。

愛情いっぱい、子どもたちの成長を支えます。

ゆとりある職員配置で、職員にとっても、安心

できる環境、働きやすい環境が整っています。

お気軽に、ご連絡ください。 ☟



30 にじいろ保育園上板橋 31 北野保育園

32 第一保育園 33 にじいろ保育園徳丸

34 愛和保育園 35 赤塚六丁目保育園

保育目標
■自然を愛し、心身ともに健やかな子ども
■自分で考え行動し、意欲と根気のある子ども
■「仲間」と関わり、人を思いやれる子ども
■自己を表現できる子ども

保育園の詳細は

ウェブサイトで

チェック！！

こども理念：のびやかに育て だいちの芽 Ｌｅｔ'ｓ ＨＯＩＫＵ together !

年間休日120日

キャリアアップ制度

有給がとりやすい 賞与4か月以上

駅近 通勤便利 育休復帰者多数

☆ 明るく のびのびと

☆ お友達と楽しく

健康第一

遊べる子供

☆ 自然 人 物を大切に

できる子供

☆ 自分の事は自分で

できる子供

【子ども理念】 のびやかに育てだいちの芽

【保育方針】 みとめ愛・みつめ愛・ひびき愛

【目指す保育園像】・陽だまりのような保育園

・地域と共に育つ保育園

・子どもと共に輝いていける保育園

【保育目標】 ・自然を愛し、心身ともに健やかな子ども

・自分で考え行動し意欲と根気のある子ども

・自己表現できる子ども

様々な体験ができるように色々な活動を

取り入れています！

保育園の詳細は

ウェブサイトで

チェック！ブログ

【保育理念】

子ども達１人ひとりの可

能性を最大限活かす保育

をしながら、子ども達の

成長を喜び合える保育園

見学はいつでも受付中！

給食も食べられます♪

愛和・赤塚六丁目・麦の

子の三園を運営していま

す。互いに高め合えます

お友達の

Pepperくん

愛和のHP

チェック♪

求人情報有

【保育理念】

子ども達１人ひとりの可

能性を最大限活かす保育

をしながら、子ども達の

成長を喜び合える保育園

見学はいつでも受付中！

給食も食べられます♪

愛和・赤塚六丁目・麦の

子の三園を運営していま

す。互いに高め合えます

愛和のHP

チェック♪

求人情報有



36 麦の子保育園 37 さくらみらい下赤塚

38 うぃず成増保育園 39 グローバルキッズ成増園

40 しらさぎ保育園 41 ソラスト成増保育園

【保育理念】

子ども達１人ひとりの可

能性を最大限活かす保育

をしながら、子ども達の

成長を喜び合える保育園

見学はいつでも受付中！

給食も食べられます☆

愛和・赤塚六丁目・麦の

子の三園を運営する安心

出来る法人です

愛和のHP

チェック♪

求人情報有

「子どもたちの未来のため」×「豊かに生きる力を育てる」

2階建ての園舎は木のぬくもりを感じられる落ち着きのある園です。

子どもを中心とした保育を大切にし、職員が園づくりの主役となって保育

をすすめています。

・駅近 グローバルキッズ成増園の

・チームワーク抜群 詳細はこちらでチェック！

・年間休日120日以上 グローバルキッズ成増園

保育目標
知・徳・体の調和のとれた子ども

困難なことに会っても負けない子ども

楽しく食べる元気な子ども

※詳細はウェブ

サイトをチェック！

http://shirasagihoikuen.jp/

保育目標
STEP 一歩一歩着実に、自分のペースで成長する子ども

の保育園の詳細や園見学は

Webをご覧ください。
ブログも随時

更新中！

新卒からベテランまで幅

広い年齢層で、男性保育

士も働きやすい職場です。

地方出身者も多く、毎日

楽しく保育しています！

福利厚生の充実

有休が取りやすい

家賃補助制度あり



42 成増保育園 43 成美保育園

44 さくらみらい 成増 45 さくらさくみらい 新板橋

46 さくらさくみらい板橋4丁目 47 あいあい保育園

保育目標

創立以来の教育を残しつつも新たに英会話や

和太鼓等を取入れ より様々な経験を通して、

子どもたちが心身共に成長できるよう、職員一

丸となり日々保育に取り組んでおります

成増駅から

徒歩約５分

定員 130名

1歳～就学前

nari247@blue.ocn.ne.jp
お気軽にお問合せ下さい

○明るい元気な子

○思いやりのあるやさしい子

○返事や挨拶がきちんとできる子

○善い事と悪いことの判断ができる子

○何事も熱心に取り組み最後まで頑張る子

○自分の考えが素直に表現でき、人の話もよく聞ける子
保育目標

〇明るい元気な子

〇思いやりのあるやさしい子

〇返事や挨拶がきちんとできる子

〇善い事と悪い事の判断ができる子

〇何事も熱心に取り組み最後まで頑張る子

〇自分の考えが素直に表現でき、人の話もよく聞ける子

令和3年4月より

新園舎

お気軽にご連絡ください



48 あすなろ保育園 49 星樂保育園

50 太陽の子保育園 51 ベネッセ板橋三丁目保育園

52 保育園加賀のこども 53 ミアヘルサ保育園ひびき板橋区役所前

　　　　　　　　

【保育目標】

〇やさしく思いやりのある子ども

〇自分らしく輝いている子ども

〇意欲のあるいきいきした子ども

〇自分で考え行動できる子ども

歌の時間歌の時間

2020年オープンした

ピカピカの保育園！

「星」という字は『日を生きる』と書き

ます。 一日一日を精一杯生きる子ども

たち。一人ひとりがキラキラと自分らし

く輝きますように。

「樂」は、楽しむ・心がウキウキする・

心から好む・喜んで溶け込む等の意味が

あります。心地良い居場所、楽しい毎日

でありますように。

一人ひとりが輝く

楽しい保育園

駅近で静かな場所にあります。

充実した福利厚生。幅広い年

齢の職員で構成されています。

天然芝の広い屋上園庭

４歳児クラス

歌の時間

新しくなった園舎で

一緒に働きませんか？ 令和２年４月

・身体が丈夫で元気な子

園舎が新しくなりました♪

自分の意志や気持ちを表現できる子

・いろいろなことを感じ取る豊かな心を持つ子

わたしたち職員が子どもたちに望むこと

４歳児クラス

歌の時間

・友だちとの関わりの中で、協力し合い

共に考えながら楽しく遊べる子

充実の福利厚生

事務残業はありません

保育園の詳細は

ホームページをご覧ください

・良いこと悪いことの判断ができ、

よりよく生きる力＝

「Benesse」の基礎を育てる

その子らしく、伸びていく。

こどもは、自ら伸びていく芽をもっています。

私たちは、その子の芽の、光と水と土でありたい。

人にであい、人とふれあい、

遊び、心がうごく、その瞬間にこそ、

学びに向かう意欲が育ちます。

その子の、心の声に耳をかたむけ、かかわることを大切に、

一人ひとりのこどもたちと、私たちは今日も向き合っていきます。

とき

＜保育理念＞

子どものいのちが輝く保育
＜保育目標＞

 あかるく、のびのび元気で自己表現が出来る子ども

 美しいものを美しいと感じる感性をもてる子ども

 違いを認め合い、自分に誇りと自信をもてる子ども

 いのちや自然を大切にする子ども

【保育理念】

－ 共に育ち、ひびき合う －

お子様を中心につながり合う一人ひとりを大切に、

この先もずっと思いやりと笑顔にあふれる園であ

り続けます。



54 グローバルキッズ板橋園 55 敬隣保育園

56 さくらさくみらい 本町 57 東京自由保育園

58 平和保育園 59 ひまわりキッズガーデン大原

「子どもたちの未来のために」×「豊かに生きる力を育てる」

グローバルキッズ板橋園の

詳細はこちらでチェック！

都営三田線・板橋本町駅から徒歩３分。

ワンフロアーを年齢ごとにゾーンに分けて保育

を行っています。園庭に匹敵するほどの広々と

したベランダがあり、夏の水遊びなどでは子ども

達が歓声を上げながら元気に遊んでいます。

駅近 残業少なめ 年間休日120日以上

《保育方針》
＊どの子も民案大切な子どもとして、

その発達を保障していく保育

＊一人一人の子どもの発達段階を正

しく把握し、その発達の目を大切

にした援助によって自立の力を育

てる保育

＊楽しい集団生活の中で子ども自身

が体験する、その実感を土台にし

て心身の発達を促す保育

園庭もありますが、

屋上に も大 きい

プールがあって、

夏はワイワイ楽し

く遊んでいます。

ホームページもあ

るので、のぞいて

みてください！

手をつなごう家庭と地域と保育園 by平和保育園

夏は木陰の園庭で

冬は陽だまりで

沢山身体を動かそう

子どもたちの

眼差しや笑顔が輝く

保育園を目指しています

ホームページもご覧下さい！ http://www.sanshikai.net/

【保育理念】

身近な大人との愛着関係を基盤に、「受容性」から「好奇

心・探求心」へ、さらに「主体性」を持って成長する子を

育みます。

受容性：人から受容される経験を通して、相手を受容する

ようになる

好奇心、探求心：様々なことへの興味関心が高まる

主体性：自ら考えて行動するようになる

０歳児から5歳児まで36名の

小さな保育園です。

子ども一人ひとりの成長を

見守り、異年齢の自然な

関わりを大切にしています。

保育方針

【自立した子に育てる】

・ゆたかなこころ

・たしかな考え

・丈夫なからだを育む

概要・求人など

保育園の詳細は

ウェブサイトで

東京自由保育園で子ども達と一緒に過ごしませんか？



60 和敬保育園 61 Gakkenほいくえん志村坂上

62 ひまわりキッズガーデン志村 63 ひまわりキッズガーデン城山

64 ベネッセ前野町保育園 65 ミアヘルサ保育園ひびきあずさわ

ホームページもご覧下さい！ http://www.sanshikai.net/ 関わりを大切にしています。

【保育理念】

身近な大人との愛着関係

を基盤に「受容性」から

「好奇心・探求心」へ、

さらに「主体性」を持っ

て成長する子を育みます。

有料老人ホーム・グループホー

ムとの複合施設です。
保育理念
身近な大人との愛着関係を基盤に、

「受容性」から「好奇心・探求心」へ、

さらに「主体性」を持って成長する子を

育みます。

子ども一人ひとりが主役
「出会う・見る・聴く・触る

体験する・語り合う・認め合う｣

子どもたちが日常の生活や遊びの

なかにある様々な事象に、気づいて、

感じて、考えることを大切にして

います

「よりよく生きる力」＝Benesse」の基礎を育てる

～保育理念～

○やさしく思いやりのある子ども

○自分らしく輝いている子ども

○意欲のある活き活きした子ど

○自分で考え行動できる子ども

場所：志村坂上駅から徒

歩1分

ホールと園庭で子どもた

ちは沢山遊びます。笑顔

あふれる保育園です!!

近くに小豆沢公園に

よくいきます!!



66 志村さかした保育園 67 マハヤナ第二保育園

68 友和保育園 69 キッズスマイル東坂下

70 明日葉保育園蓮根園 71 こぶし保育園

広い屋上

どろんこ遊び

豊富な散歩コース

保育目標『元気に遊ぶ子』
・健康で明るくたくましい子ども

・人の話をよく聞く子ども

・創造性豊かな子ども

・自分で考え行動できる子ども

・思いやりのある子ども

子どもと一緒に成長する保育園

気持ちに寄り添い、新しい事に挑戦し、

基礎を育み、暖かく心地よい空間を目指

します。限界を決めずにやってみたい！

を大切にします。詳細はホームページに

掲載しています。

http://www.shimura-sakashita.jp/

【私たちの志】

Together With him

（彼とともに）の心

関わるすべての

人が輝ける場で

あり続けます

いきいきと

のびのびと

友と和をはぐくむ

詳しい情報はウェブ

サイトでチェック！

求人サイトもあります

2021年4月に開園したばか

りの新築でキレイな園舎と

笑顔溢れ、活気もあります

が居心地の良い保育園です。

子どもの明日を育み、

今日を支える

【保育理念】

明日葉保育園蓮根園では、たくさんの

経験や体験を通じて「なんだろう？」

「わくわくする！」「たのしい！」

そんな気持ちを子どもたちと共に感じ

大切にしながら保育を行っています。

http://www.hagakure.co.jp

概要・求人などは明日葉保育園の

ホームページをご覧ください。

みんなが育つ、

みんなで育つ、

地域で育てる保育園

元気なこども

おもいやりのある子ども

力いっぱい

やりとげる子ども

保育目標



72 さくらさくみらい 蓮根 73 にじいろ保育園坂下二丁目

74 にじいろ保育園蓮根 75 かえで保育園

76 さくらさくみらい 西台 77 つつじ保育園

やりとげる子ども

✿午後のおやつは毎日

おいしい手作りです。

✿月に1度の誕生会を

楽しみにしています。

✿屋上の園庭に初めて

の野菜作り。きゅうり

にゴーヤ、へちまにな

す、そしてピーマン、

パプリカを植えました。

詳しい情報は

ウェブサイトで

チェック！

笑い声あふれる

関わるみんなが

輝けるところ

いきいきと

のびのびと

友と和をはぐくむ

広い園庭で

子ども達と

おもいきり

かけっこ♪

笑顔あふれる保育園♪

福利厚生も充実♪

つつじの花言葉は「恋の喜び」です。

職員と保護者と地域の方と共に、

子ども一人ひとりを愛育し、成長

の喜びを分かち合う保育園です。

職員みんなで、心を一つにして

「保育」をともに楽しみ、分かち

合い、支え合っていきたいと思

います。

つつじ保育園
園の詳細や求人情報はHPをご覧ください ➡ https://www.shirohato-kids.com/tsutsuji/



78 同援みどり保育園 79 ひいらぎ保育園

80 聖マリア保育園 81 こじか保育園

82 わかたけ第二保育園 83 白鳩保育園

『愛・夢・未来を創造する広場』保育理念

年長ならではの和太鼓は、迫力が

あり、運動会・発表会に向けて真

剣に取り組んでいます。

地域活動

和太鼓

食育活動

地域のお年寄りと一緒に、歌っ

たり踊ったりと楽しんで交流を

しています。また地域のお子さ

んとも一緒に遊んだり、育児講

座に誘ったりと、地域交流が充

実しています。

☆保育園は大きな家族

職員みんなで子供の幸せを

考え、力を合わせて保育し

ています。いっしょに楽し

くお仕事しましょう！

☆日本の文化を大切に

☆体験重視、自分で考え行

動する力を育てます

園の詳細や求人情報はHPをご覧ください ➡ https://www.shirohato-kids.com/tsutsuji/

こどもたちの「やりたい」を大切に。保育園の出

逢いがこどもたちの未来につながるように・・

〇出逢いの中で子どもの想像性、創造性

があふれる園〇一人一人のありのままが

受け止められる中で育ちあう園

〇柔軟な心と体を育てる園

この園は「もの、ひと、自然との出逢い」を大切に

一人ひとりが関わるための土台をつくっていきます。

保育理念：あなたがいて私がいる。

http://www.kojika.net/

保 育 目 標

○心身ともに健全な子ども

○自分の頭で考え、自分の意思で

行動する子ども

○仲間と協調し、いっしょに遊べ

る子ども
施 設 Ｐ Ｒ

○こじか保育園は保育園を必要と

する親たちが、自身の力で設立

した園です

○ゆったりのんびりとした生活で、

芝居･音楽･自然などにたくさん

ふれ、豊かな情緒を育む保育を

目指しています

ひとりひとりの【生きる力】を

より豊かにより力強く育むための

４つの【和】を大切にします

●経験、環境の【和】

●自然との【調和】

●文化、行事の【和】

●【和やかな】環境

≪理念≫

自然に恵まれた環境の中で

身近な四季を日々楽しみな

がら、子どもたち一人一人

の成長を大切に保育をして

います。

保育方針
☆子ども一人ひとりをあり

のまま受け止め、十分な信

頼関係のもと、心の安定を

図る

☆細やかな愛情と温かい眼

差しで、知性・情緒・行

動・衛生のあらゆる面から

子どもたちの発達を支援す

る

地域に親しまれる保育

園、保護者が安心して

子育てできる保育園を

目指しています。



84 加賀保育園 85 にりんそう保育園

86 はぁもにぃ保育園 87 舟渡保育園

88 キッズタウンむかいはら保育園 89 生活クラブ保育園ぽむ・向原

います。

保育目標

・こころもからだも健康な子ども

・友だちと楽しく遊べる子ども

・美しいものを美しいと感じる子ども

・自分を大切にし、誇りを持った子ども

乳児クラスは、担当制で

一人ひとりと丁寧に関わ

りながら、その子の1日を

大切に保育をしています。

詳細はＱＲコード

からＨＰへ！！

幼児クラスは、異年齢保育で、

自分を発揮して生活できるよう

保育者はあたたかく見守ること

を大切にしています。

合い言葉は

「ひとりひとりを
たいせつに」 助け合い、

思いやり、

励まし合って

子育てを！

保育目標

・心身ともに健全な子

・仲間と協調して、いっしょに遊べる子

そしてその基礎となる心の基盤と

豊かな感性を、安心して過ごせる

環境の中で育みます。

http://www.kojika.net

・自分で考え意志をもって行動する子

一緒に保育を楽しみましょう！

一緒に感じよう！

一緒に笑おう！ チェック！

一緒に成長しよう！

明るく広々清潔な園舎

・主体性を大切にした保育

・非認知能力を育む保育

・絵本コーナーの充実

ぽむの子ども像

◎たくさん遊びよく食べるたくましい子ども

◎自分の感情を表現できる子ども

◎食を大切に思う子ども

【保育理念】子どもたちが健やかに育ち、



90 にじいろ保育園小茂根 91 ひまわりベビールーム小竹向原

92 ひまわりキッズガーデン小茂根 93 茂呂塾保育園

94 さくらさくみらい小竹向原 95 クオリスキッズ板橋本町

こども理念：のびやかに育て だいちの芽

あたたかな環境の中で、一人ひとりの心に寄りそ

い、人や物・自然との豊かな出会いや体験を通し

て生きていく力を育てます。

保育園の詳細は

WEBサイトをご

覧ください！

ひまわりベビールーム小竹向原は

０～２歳児までの乳児保育園です。

少人数ならではの良さを生かして

保育者が丁寧に関わり、一人ひとり

の心の育ちを大切にします。

【保育理念】

身近な大人との

愛着関係を基盤に

「受容性」から

「好奇心・探求心」へ

さらに｢主体性」を持って

成長する子を育みます。

【保育理念】

身近な大人との愛着関係を基盤に「受容性」から

「好奇心・探求心」へさらに「主体性」を持って

成長する子を育みます。

泣いたり怒ったり笑ったり、様々な感情が育つ乳幼児期。

子どもが素直に感情を吐露し、安心して自分を表現でき

るのは、受け止めてもらえる大人の存在があるからです。

「自分で」の力を信じて自我の育ちをそばで見守り、自分

らしさを発揮しながら成長していけるように支援します。

一緒に働く仲間を募集中！見学随時受付しています

職員は約30名。子育てをしながらの世代が多く、互いに

助け合って働いています。法人の精神である『私たちにで

きること』を一人一人が考えて、それぞれが自分のできる

ことを発揮しあい保育にたずさわっています。

大変チームワークのいい職場です。就職をご希望の方は

随時、園見学を行っていますのでお電話ください。お待ち

しております。

楽しい保育園 やさしい心 豊かな感性

概要・求人など保育園の詳細は

ウェブサイトでチェック！

クオリスキッズ板橋本町保育園

～保育目標～

子どもが健康、安全で情緒の安

定した生活ができる行き届いた

環境を提供する

絵本コーナー

子どもたちが好きな絵本を選

び、座っても良し、少し隠れ

ながら見るのも良し、工夫し

プレイルーム

明るく広い園舎、雨の日でも

元気に遊べるスペースかあり
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