
〒693-0001　今市町1205 0853-21-0958 0853-21-0958
imaichi-kd@city.izumo.shimane.jp

大正3年6月　設立 95名

㎡ ㎡

心豊かで生き生きと生活を楽しむ幼児の育成
・元気でのびのびと生活する幼児
・自分で考え、工夫し、自分の思いを表現する幼児
・友達と認め合い、一緒に活動を楽しむ幼児

※３歳児は４月下旬より弁当日を設け、給食を実施する。

※降園時間は、３歳児１４時１０分、４歳児１４時２０分、５歳児１４時３０分とする。

○平日 　7:30～ 8:30 100円
　　（月）～（金） 14:30～16:30 200円

14:30～18:30 400円

○夏季、冬季、学年始、 7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
　　学年末休業日 3時間以内の利用 300円 5時間以内の利用 500円

7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
5時間を超え8時間 8時間を超える利用 1,100円
以内の利用 800円

※体重測定・誕生会<毎月>　　　　　　
　

※おやじの会（園庭整備等）

※お話プレゼント<毎月>　 ※未就園児教室（ひよこ教室）〈毎月〉
※安全点検<毎月１日>　　　 ※アルミ缶・古紙回収<毎月>　 ※草取りボランティア<毎月１日>
※すこやか週間・歩こうウィーク<毎月>

一時預かり事業

※休園日（土日祝日、８月１３日～１５日、１２月２９日～１月３日）
は、一時預かりを実施しません。また、振替保育や臨時休園など
により、休園日が異なることがあります。

その他

9月： 始業式、避難訓練、慶人会との交流会 3月： ひな祭り会、ふれあい親子会、清掃活動
防犯教室、卒園式、修了式

※保育の必要性の認定を受けられた場合，預かり保育料は無料になります。

8月： 夏季休業、清掃活動 2月： 節分集会、保育公開、一日入園、茶道教室
ミッチー先生と遊ぼう

7月： 七夕祭り、学級懇談会 1月： 始業式、餅つき会、避難訓練
学期末保護者会、終業式 お菓子教室、茶道教室、入園前保護者会

6月： 節句会、芋苗植え、園外保育 12月： 生活発表会、エコ教室、茶道教室
ミッチー先生と遊ぼう、保育公開、親学研修会 お楽しみ会、個人懇談、終業式

ミッチー先生と遊ぼう
5月： 避難訓練、保育公開、園外保育 11月： ふれあい秋祭り、交通安全教室

げんきっこタイム
（体操・ダンス）

個々に取り組む遊び

学級全体で
取り組む遊び

給食準備
食事
片付け
清掃

愛育会・白鳥クラブ総会

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事日程を変更・中止する場合があります。

預かり保育（希望者）
休息

おやつ
遊び

16:30 18:30

年間行事予定

4月： 始業式、入園式、家庭訪問 10月： 運動会、遠足、芋掘り、登山

預
か
り
保
育

（
希
望
者

）

登園
身の回り
の始末
シール貼
り

7:30 8:30 9:00 10:00

学級活動

11:30 13:30 14:00

終わりの会
降園

14:30

敷地面積： 4,228 建物面積： 1,388

教育目標

保育時程

幼稚園概要 職員体制
定員：

いずもしりついまいちようちえん

出雲市立今市幼稚園
住所： TEL： FAX：

E-Mail：

園長、教頭、教諭、養護教諭、3歳児保育補助教諭、預か
り保育担当教諭・補助員、特別支援保育担当教諭・補助
教諭、幼稚園保育補助員
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〒693-0011　大津町1683 0853-21-0768 0853-21-0767
otsu-kd@city.izumo.shimane.jp 

昭和31年5月　設立 120名

㎡ ㎡

豊かな心をもち、たくましく生きる幼児の育成
〇友達と仲良く、元気に遊ぶ幼児
〇やさしく、豊かな心をもつ幼児
〇自分で考え、行動できる幼児

【3歳児】

※４月中旬より段階的に弁当日を設け、４月下旬より給食を実施する。

【4歳児・5歳児】

○平日
　　（月）～（金） 14:30～16:30 200円

○夏季、冬季、学年始、 8:30～16:30のうち 8:30～16:30のうち
　　学年末休業日 3時間以内の利用 300円 5時間以内の利用 500円

8:30～16:30のうち
5時間を超える利用 800円

☆定期的に開催する行事　　　　 ※体重測定・誕生会<毎月> ※安全点検<毎月１５日>　 ※すこやか週間（毎月第１週）
　　　※クリーンデー<１回/月> ※うさぎ教室<年間８回>

☆保護者が年１回担当 ※立哨当番 ※夏休み飼育当番
☆ボランティア募集 ※ストップマーク付け ※絵本修理・整頓<学期１回>

※休園日（土日祝日、８月１３日～１５日、１２月２９日～１月３
日）は、一時預かりを実施しません。また、振替保育や臨時休
園などにより、休園日が異なることがあります。

その他

月見だんご作り、月見会 3月： ひな祭り会、保護者清掃活動
大津地区敬老の集い参加 卒園式、修了式

一時預かり事業 ※保育の必要性の認定を受けられた場合，預かり保育料は無料になります。

8月： 保護者清掃活動 2月： 節分集会、入園前保護者会、一日入園、親子お楽しみ会
ありがとうの会、年長児大津小学校訪問

9月： 始業式、避難訓練、保育公開日、保護者研修会

7月： 七夕会、カレーパーティー 1月： 始業式、入園前健康診断、保育公開日
保育公開日、学期末保護者会、終業式、個人懇談 避難訓練、人権・同和教育講演会

6月： 芋苗植え、保育公開日・交通安全教室 12月： 生活発表会、お楽しみ会
保幼小連絡会 避難訓練、個人懇談、終業式

ボランティアウィーク
5月： 親子遠足、避難訓練 11月： ドキドキおろちらんど開催

愛育会総会、白鳥クラブ総会（紙面報告） 遠足（年長・年中：登山、年少：電車体験）

年間行事予定 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事日程を変更・中止する場合があります。

4月： 始業式、入園式、よもぎだんご作り 10月： 運動会、芋堀り

16:30

登園
身の回りの始末

シール貼り

わくわくタイム
　

個々に取り組む
遊び

仲間や学級で
課題を持って
取り組む遊び

給食準備
　食事
　片付け
　清掃・当番活動
　飼育動物の世話

個々に
取り組む

遊び

終わりの会
降園指導

預かり保育
（希望者）

終わりの会降
園指導

預かり保育
（希望者）

8:30 9:00 10:00 11:30 13:30 14:00 14:30

11:30 13:15 13:45 14:15 16:30

登園
身の回りの始末

シール貼り

わくわくタイム

個々に取り組む
遊び

学級全体で
取り組む遊び

給食準備
　食事
　片付け
　清掃

個々に
取り組む遊び

教育目標

保育時程

8:30 9:00 10:00

幼稚園概要 職員体制
定員： 園長、教頭、教諭、主任教諭、養護教諭、保育補助兼預かり保

育担当教諭、特別支援保育補助兼預かり保育担当教諭、3歳児
保育補助教諭、保育補助員、幼稚園ヘルパー敷地面積： 3,453 建物面積： 918

いずもしりつおおつようちえん

出雲市立大津幼稚園
住所： TEL： FAX：

E-Mail：
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〒693-0101　上島町884 0853-48-0061 0853-48-0061
kamitsu-kd@city.izumo.shimane.jp 

昭和26年7月　設立 50名

㎡ ㎡

心身ともに健康で、感性豊かな幼児の育成
〇明るい挨拶を交わし、自分で考え行動する幼児
〇好奇心や探究心をもち、自然とかかわる幼児
〇めあてをもち、あきらめないで取り組む幼児
〇友達の思いを受け止め、優しくかかわる幼児

○平日 　7:30～ 8:30 100円
　　（月）～（金） 14:30～16:30 200円

14:30～18:30 400円

○夏季、冬季、学年始、 7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
　　学年末休業日 3時間以内の利用 300円 5時間以内の利用 500円

7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
5時間を超え8時間 8時間を超える利用 1,100円
以内の利用 800円

〇地域ボランティアさんによる協力
　 絵本の読み聞かせ（月2回程度）、上津探検活動引率（随時）、お楽しみ会講師

一時預かり事業 ※保育の必要性の認定を受けられた場合，預かり保育料は無料になります。

※休園日（土日祝日、８月１３日～１５日、１２月２９日～１月３日）
は、一時預かりを実施しません。また、振替保育や臨時休園など
により、休園日が異なることがあります。

その他

〇小学校との合同行事
   春の体育祭、野山の集い、ひまわり学級交流、縄跳び集会、避難訓練等

9月： 始業式、保護者清掃活動 3月： 絵本展、お別れ会、卒園式、修了式
地区体育祭参加、芋掘り、小学校合同野山の集い

8月： 地区ふるさと祭り参加（自由） 2月： 節分会、ありがとうパーティ、絵本作り
お別れ遠足　一日入園・保護者会

7月： 七夕会、奥井谷川遊び 1月： 始業式、入園前健康診断
学級懇談会、終業式

6月： 小学校合同春の体育祭 12月： 生活発表会、お楽しみ会
良い歯の集会、カレーパーティ　延畑サワガニランド探検 個人懇談、終業式

さつまいも芋パーティ、
さつま芋苗植え、土手滑り

5月： 愛育会総会、節句会 11月：

登園
身の回り
の始末

パ
ワ
フ
ル

タ
イ
ム

年間行事予定 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事日程を変更・中止する場合があります。

4月： 始業式、入園式、家庭訪問　カエルランド探検 10月： 親子遠足

・朝の会
・自由選択活動

・課題のある活動

給食
・準備
・食事
・片づけ

当番活動

・飼育
・掃除

11:45 13:30 14:00
終わりの会
・絵本タイム

　　　　　降園

14:30
預かり保育（希望者）

・午睡
・おやつ
・遊び

16:30 18:30

教育目標

保育時程

7:30 8:30 9:00
預
か
り
保
育

（
希
望
者

）

幼稚園概要 職員体制
定員： 園長（併任）、教頭、教諭、養護教諭（併任）、預かり保育

兼保育補助教諭、預かり保育補助員
敷地面積： 1,300 建物面積： 412

いずもしりつかみつようちえん

出雲市立上津幼稚園
住所： TEL： FAX：

E-Mail：
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〒693-0021　塩冶町900 0853-21-0706 0853-21-0716
enya-kd@city.izumo.shimane.jp

昭和41年4月　設立 155名

㎡ ㎡

心豊かで生き生きと生活を楽しむ幼児の育成
・明るく元気な子ども
・やさしく思いやりのある子ども
・自分で考え、行動する子ども

○平日
　　（月）～（金） 14:30～16:30 200円

○夏季、冬季、学年始、 8:30～16:30のうち 8:30～16:30のうち
　　学年末休業日 3時間以内の利用 300円 5時間以内の利用 500円

8:30～16:30のうち
5時間を超える利用 800円

毎月の行事　　うたの森広場　誕生会　いちご教室　ボランティア活動　白鳥クラブ交通安全指導

一時預かり事業 ※保育の必要性の認定を受けられた場合，預かり保育料は無料になります。

※休園日（土日祝日、８月１３日～１５日、１２月２９日～１月３日）
は、一時預かりを実施しません。また、振替保育や臨時休園など
により、休園日が異なることがあります。

その他

9月： 親子稲刈り活動、避難訓練 3月： ひな祭り、親子お別れ会、卒園式、修了式
じゃがいも植え

8月： 保護者清掃活動 2月： 節分、音楽の森コンサート、集団降園
お別れ会、一日入園、入園前保護者会

7月： 七夕会、個人懇談、防犯訓練 1月： 入園前健康診断、避難訓練
バースデイプロジェクト（年長）

6月： 保育公開日、野菜の収穫 12月： 生活発表会、お楽しみ会、もちつき会
カレーパーティー、避難訓練 避難訓練、個人懇談

保育公開日、学級懇談 玉ねぎ植え
5月： 田植え体験活動、さつま芋苗植え 11月： 収穫祭、作品展、交通安全教室

愛育会総会、給食開始 保幼小交流の日、給食参観

預かり保育
（希望者）

年間行事予定 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事日程を変更・中止する場合があります。

4月： 入園式、個人懇談 10月： 運動会、いも掘り、秋の遠足、講演会

14:00 14:30 16:30

登園
身の回りの始末
シール貼り

パワフルタイム
主体的に取り組む

活動

学級全体で
取り組む活動

給食準備
食事、片付け
清掃・当番活動
飼育動物の世話

終わりの会
降園

【4歳児・5歳児】
8:30 9:00 10:00 11:30

16:30

登園
身の回りの始末
シール貼り

パワフルタイム
主体的に取り組む

活動

学級全体で
取り組む活動

給食準備
食事
片付け
清掃

終わりの会
降園

預かり保育
（希望者）

10:00 11:30 14:00 14:30

教育目標

保育時程

【3歳児】

8:30 9:00

幼稚園概要 職員体制
定員： 園長、教頭、教諭、主任養護教諭、保育補助教諭、3歳児

保育補助教諭、預かり保育兼３歳児保育補助教諭、預か
り保育兼特別支援保育補助員、特別支援保育補助教諭、
保育補助員、幼稚園ヘルパー

敷地面積： 5,223 建物面積： 1,563

いずもしりつえんやようちえん

出雲市立塩冶幼稚園
住所： TEL： FAX：

E-Mail：
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〒693-0031　古志町1949 0853-21-1024 0853-21-1096
koshi-kd@city.izumo.shimane.jp 

昭和39年4月　設立 50名

㎡ ㎡

豊かな心をもち、自ら考え行動し、たくましく生活する子どもの育成
～ふるさと古志を愛する子・やさしい子・考える子・元気な子～

①人に進んでかかわる子ども
②身近な環境に進んでかかわる子ども
③感じたことを自分なりに表現する子ども
④言葉や動作をとおして伝え合う子ども
⑤健康で安全な生活を送る子ども

○平日
　　（月）～（金） 14:30～16:30 200円

○夏季、冬季、学年始、 8:30～16:30のうち 8:30～16:30のうち
　　学年末休業日 3時間以内の利用 300円 5時間以内の利用 500円

8:30～16:30のうち
5時間を超える利用 800円

一時預かり事業 ※保育の必要性の認定を受けられた場合，預かり保育料は無料になります。

※休園日（土日祝日、８月１３日～１５日、１２月２９日～１月３日）
は、一時預かりを実施しません。また、振替保育や臨時休園など
により、休園日が異なることがあります。

その他

≪毎月行う行事等≫　誕生会、体重測定、運動教室、神戸川太鼓、ほっとハート読み聞かせ、絵本貸出、
うさぎちゃん（未就園児）教室

9月： 始業式、畜産試験場写生会、梨狩り、 3月： ひな祭り会、鮭の放流、そら組ありがとうの会
遠足、保育公開、避難訓練（地震想定） 修了証書授与式、じゃが芋苗植え、修了式

8月： 夏季休業、預かり保育、保護者清掃活動 2月： 節分集会、そば打ち体験、お別れ遠足
お別れ会、一日入園（入園前保護者会）、神門幼稚園との交流

個人懇談、終業式

7月： ゆうプラザ、やすらぎ農園収穫、さくらんぼサロンとの交流会 1月： 始業式、餅つき会、避難訓練（不審者想定）
カレーパーティ、防犯教室、学級懇談、個人懇談、終業式 おでん会食、入園前健康診断

6月： 虫歯予防集会、ゆうプラザ、さつま芋の苗植え 12月： 生活発表会、さくらんぼサロンとの交流会
保育公開、給食試食会、笹巻作り、じゃがいも掘り お楽しみ会、玉ねぎ苗植え、洪水避難訓練

ほかほか交流２回目、出雲西高生徒との交流
5月： 親子遠足、避難訓練（火災想定）、玉ねぎ収穫 11月： にこにこフェスタ、鮭の受精と飼育、そば刈り

個人懇談、保育公開、よもぎ団子作り ほかほか交流（神戸川小５年との交流）

年間行事予定 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事日程を変更・中止する場合があります。

4月： 始業式、入園式、梨の受粉・親子交通安全教室 10月： 運動会、古志文化祭参加、さつま芋掘り

13:00 14:30 16:30

登園
朝の準備

・にこにこタイム（全園児活動）
・自主活動（自分の課題を持って取り組む活動）
・朝の会
・学級で取り組む活動

給食の準備⇒食事⇒
片付け⇒歯磨き

・清掃活動
・当番活動⇒自主活動
　⇒終わりの会

降園
預かり保育
（希望者）

教育目標

保育時程

8:30 9:00 11:30

幼稚園概要 職員体制
定員： 園長、教頭、主任教諭、養護教諭、預かり保育兼保育補

助教諭、３歳児保育補助教諭、特別支援保育補助教諭、
幼稚園ヘルパー敷地面積： 2,317 建物面積： 530

いずもしりつこしようちえん

出雲市立古志幼稚園
住所： TEL： FAX：

E-Mail：
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〒693-0052　松寄下町722-1 0853-22-2123 0853-22-2129
takamatsu-kd@city.izumo.shimane.jp 

昭和33年4月　設立 95名

㎡ ㎡

心身ともに健康で主体的に生活する幼児の育成
〇元気で明るい子ども
〇自分で考え進んで行動する子ども
〇友達と共に楽しむ子ども

○平日
　　（月）～（金）  7:30～　8:30 100円

14:30～16:30 200円
14:30～18:30 400円

○夏季、冬季、学年始、 7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
　　学年末休業日 3時間以内の利用 300円 5時間以内の利用 500円

7:30～18:30のうち
5時間を超える利用 800円

7:30～18:30のうち
8時間を超える利用

※体重測定・誕生会（毎月）　　　　※地域の方による広場活動（年間通して）　　　※つくしひろば（年12回）
（おはなし、英語、運動）

※リサイクル（毎週）

一時預かり事業 ※保育の必要性の認定を受けられた場合，預かり保育料は無料になります。

1,100円

その他

9月： 始業式、月見会、家族保育公開日 3月： ひな祭り会、清掃活動、学級おたのしみ会
避難訓練 交通安全教室、卒園式、修了式

8月： 夏休み、保護者清掃活動 2月： 作品展（保育公開）、節分会、ありがとうの会
入園前保護者会・一日入園

7月： 七夕会 1月： 始業式、入園前健康診断、保育公開
保育公開、個人懇談、終業式 高松寿会交流

6月： 芋苗植え、交通安全教室、避難訓練（火災） 12月： お楽しみ会、餅つき会、生活発表会
親子活動 個人懇談、終業式

保育公開、てくてくチャレンジウィーク
親子なかよしデー、絵本貸し出し開始 クリーン活動、高松小１年生との交流

5月： 夏野菜作り、てくてくチャレンジウイーク 11月：

登園

元気いっぱいタイム
朝の会

見つけた遊び
学級活動
広場活動

保育公開、愛育会・白鳥クラブ総会、登降園引率指導

年間行事予定 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事日程を変更・中止する場合があります。

4月： 始業式、入園式、年少組給食開始、学級懇談会
保幼小交流の日（年長）

10月： 運動会、芋掘り、秋の遠足、交通安全教室

給食
歯磨き
休息

11:30 13:00
当番活動

(飼育・掃除）
見つけた遊

び

14:00
学級活
動（帰り
の会）
降園

14:30

預かり保育
（希望者）

18:30

教育目標

保育時程

7:30 8:30 9:00 10:30

課題活動
預かり
保育

（希望者）

定員： 園長、教頭、教諭、主任養護教諭、保育補助員、３歳児保
育補助教諭、預かり保育担当教諭・補助員、特別支援保
育補助教諭、幼稚園ヘルパー敷地面積： 3,024 建物面積： 941

※令和3年度からは預かり時間が延長され、預かり可
能時間が、7:30～18:30になりました。

※休園日（土日祝日、８月１３日～１５日、１２月２９日～１月３
日）は、一時預かりを実施しません。また、振替保育や臨時
休園などにより、休園日が異なることがあります。

いずもしりつたかまつようちえん

出雲市立高松幼稚園
住所： TEL： FAX：

E-Mail：

幼稚園概要 職員体制
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〒693-0044　荒茅町3812 0853-28-0723 0853-28-0735
nagahama-kd@city.izumo.shimane.jp

昭和63年4月　設立 50名

㎡ ㎡

「元気いっぱい　やさしさいっぱい　チャレンジいっぱい」　の長浜っ子の育成

○平日
　　（月）～（金） 14:30～16:30 200円

○夏季、冬季、学年始、 8:30～16:30のうち 8:30～16:30のうち
　　学年末休業日 3時間以内の利用 300円 5時間以内の利用 500円

8:30～16:30のうち
5時間を超える利用 800円

《毎月行う行事》誕生会　発育測定　絵本の読み聞かせ（エプロン隊、コスモスさん）

一時預かり事業 ※保育の必要性の認定を受けられた場合，預かり保育料は無料になります。

※休園日（土日祝日、８月１３日～１５日、１２月２９日～１月３日）
は、　　一時預かりを実施しません。また、振替保育や臨時休園な
どにより、　　休園日が異なることがあります。

その他

9月： 始業式、避難訓練（地震） 3月： ひな祭り、保護者清掃活動、お別れ会
『墨と筆で遊ぼう』開始　保育公開（親子活動） 修了児を送る式、修了式

8月： 保護者清掃活動 2月： 節分会、親子活動（絵本作り）
作品展、一日入園・ＰＴＡ総会、お別れ遠足

7月： 七夕会、カレーパーティー 1月： 始業式、豚汁パーティー、保育公開
終業式 入園前健康診断

6月： ぶどう収穫、体操教室開始、避難訓練（火災） 12月： 生活発表会、お楽しみ会
親子交通安全教室、給食試食会、歩こうウィーク 個人懇談、終業式

園外保育、いちご摘み 焼き芋パーティー
5月： 芋苗植え、野菜の苗植え、親子遠足 11月： 幼稚園まつり、親子クリーン作戦

PTA総会 歩こうウィーク

年間行事予定 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事日程を変更・中止する場合があります。

4月： 始業式、入園式、家庭訪問　 10月： 運動会　芋掘り、秋の遠足

14:30 16:30

登園 教育課程に基づく保育活動
給食準備

給食
片付け

遊び
清掃活動

終わりの会
個人降園

預かり保育
（希望者）

教育目標

保育時程

8:30 9:00 11:30 13:30

幼稚園概要 職員体制
定員： 園長、教頭、教諭、預かり保育兼保育補助教諭、幼稚園

ヘルパー、養護教諭（併任）
敷地面積： 2,526 建物面積： 552

いずもしりつながはまようちえん

出雲市立長浜幼稚園
住所： TEL： FAX：

E-Mail：
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〒693-0051　小山町655 0853-21-0991 0853-21-0961
yotsugane-kd@city.izumo.shimane.jp 

昭和29年11月　設立 190名

㎡ ㎡

自分らしさを発揮し、心豊かにたくましく生活していく幼児の育成
・興味関心をもち、素直に表現する子ども
・自分で考え、行動する子ども
・友達と認め合い、仲良く遊ぶ子ども
・根気強く取り組む子ども

○平日
　　（月）～（金） 14:30～16:30 200円

○夏季、冬季、学年始、 8:30～16:30のうち
　　学年末休業日 3時間以内の利用 300円

8:30～16:30のうち
5時間以内の利用 500円

8:30～16:30のうち
5時間を超える利用 800円

体重測定（毎月）・身体測定（年４回）・誕生会（毎月）・安全の日（毎月）・ラララタイム（毎月１日）
未就園児教室（さくらんぼ教室）６月から７回実施、眼科・耳鼻科・内科・歯科検診

その他

入園前保護者会
9月： 保育公開日

銭太鼓教室（年長） 3月： ひな祭り会、保護者清掃活動、修了式

2月： 節分会、春よこい絵本展

一時預かり事業 ※保育の必要性の認定を受けられた場合，預かり保育料は無料になります。

※土曜日、日曜日、祝日は休日。一時預かりは、
長期休業中も行いますが、４/１、８/１３～１５、１２
/２９～１/３、３/３１、学期毎の始業式・終業式、入
園式、修了式、行事の振替休業日については行い
ません。また、自然災害や感染症による学級閉
鎖、幼稚園閉鎖の場合は、緊急的に一時預かりを
中止にする場合があります。

防犯教室、終業式 1月： 始業式
入園前健康診断、保育公開日

8月： 掃除活動

みっちー先生とラララ（年少） 12月： 生活発表会、お楽しみ会
わくわく運動遊び（年中、年長） 個人面談、終業式

7月： 七夕会、個人面談、銭太鼓教室（年長）

みっちー先生とラララ（年少） 11月： 人権同和教育講演会　　絵本制作活動
保育公開日（給食公開）　みっちー先生とラララ（年少）

6月： 保育公開日、銭太鼓教室（年長）

みっちー先生とラララ（年少）　　　地区文化祭　
交通安全教室、遠足、銭太鼓教室（年長）

5月： 幼保交流活動、避難訓練、交通安全教室

登園
身の回りの始末
シール貼り

元気っ子タイム
個々に取り組む遊び
　

仲間やクラスで
課題をもって
取り組む遊び

愛育会、白鳥クラブ理事会

年間行事予定 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事日程を変更・中止する場合があります。

4月： 始業式、入園式、保護者顔合わせ会 10月： 運動会、避難訓練（引渡し訓練）、保幼小交流の日（年長）

給食準備
食事
片付け

掃除
当番活動
個々で取り組む
遊び

終わりの会
14：15降園（年少）
14：30降園（年中、年
長）

11:30 13:15 14:00 14:30
預かり保育
（希望者）
・昼寝（３歳児）
・おやつ　　　　　　　    降園

15:00 16:30

教育目標

保育時程

8:30 9:00 10:00

幼稚園概要 職員体制
定員： 園長、教頭、教諭、主任養護教諭、多人数学級保育補助

教諭、3歳児保育補助教諭、預かり保育兼保育補助教諭
特別支援保育補助教諭、幼稚園ヘルパー、特別支援保
育補助員

敷地面積： 4,320 建物面積： 1,195

いずもしりつよつがねようちえん

出雲市立四絡幼稚園
住所： TEL： FAX：

E-Mail：
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〒693-0064　里方町30 0853-23-0894 0853-23-0886
takahama-kd@city.izumo.shimane.jp 

昭和32年4月　設立 95名

㎡ ㎡

心豊かで　たくましく　生き生きと生活する子どもの育成
　　～自立した子どもの育成をめざして～
・仲よく助け合う子ども
・明るくたくましい子ども
・自分で考え工夫する子ども

○平日
　　（月）～（金） 14:30～16:30 200円

○夏季、冬季、学年始、 8:30～16:30のうち 8:30～16:30のうち
　　学年末休業日 3時間以内の利用 300円 5時間以内の利用 500円

8:30～16:30のうち
5時間を超える利用 800円

継続的な活動
・野菜づくり　・運動遊び教室　・読み聞かせ　・座禅　・お茶の作法教室

一時預かり事業 ※保育の必要性の認定を受けられた場合，預かり保育料は無料になります。

※休園日（土日祝日、８月１３日～１５日、１２月２９日～１月３日）
は、一時預かりを実施しません。また、振替保育や臨時休園など
により、休園日が異なることがあります。

その他

9月： 始業式、身体測定、誕生会、さつま芋掘り 3月： ひな祭り茶会、誕生会、清掃活動
保育公開、木いちご学級 愛育会・白鳥クラブ総会、修了式

8月： 愛育会環境清掃活動 2月： 節分、誕生会、保育公開、入園前保護者会
お別れ遠足

生活発表会

7月： 木いちご学級、七夕会、夏祭り、園外保育（年長） 1月： 始業式、入園前健康診断
保育公開、個人懇談、終業式 誕生会、木いちご学級、愛育会行事

秋季遠足、保育公開
6月： 保育公開、木いちご学級

誕生会、交通安全教室 12月： お楽しみ会、個人懇談、木いちご学級、終業式

交通安全教室、運動会
5月： 泥んこ遊び、遠足、さつま芋の苗植え

誕生会、木いちご学級、運動遊び 11月： 天平古道探検（年長）、誕生会、木いちご学級

保育公開、愛育会・白鳥クラブ総会、誕生会 斐伊川土手滑り

年間行事予定 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事日程を変更・中止する場合があります。

4月： 始業式、入園式、身体測定、家庭訪問 10月： 収穫祭、保幼小交流の日、誕生会

13:15 14:30 16:30

登園
身の回りの

準備

全園児活動、見つけた遊び
朝の会、学級で取組む活動

片付け
給食

片付け

清掃活動
当番活動

終わりの会

降
園

預かり保育
（希望者）

教育目標

保育時程

8:30 9:00 11:30 12:30

幼稚園概要 職員体制
定員： 園長、教頭、教諭、預かり保育兼３歳児保育補助教諭、保

育補助教諭、養護教諭（併任）、幼稚園ヘルパー、保育補
助員敷地面積： 2,615 建物面積： 642

いずもしりつたかはまようちえん

出雲市立高浜幼稚園
住所： TEL： FAX：

E-Mail：

9



〒693-0071　稲岡町24-1 0853-21-0695 0853-21-0651
kawato-kd@city.izumo.shimane.jp 

昭和33年4月　設立 130 名

㎡ ㎡

心も体もやさしく強く　生き生きと生活する幼児の育成
・友達となかよく遊ぶ子ども
・夢中で遊ぶ元気な子ども
・自分で考え行動する子ども

9:00   9:30

○平日 　7:30～ 8:30 100円
　　（月）～（金） 14:30～16:30 200円

14:30～18:30 400円

○夏季、冬季、学年始、 7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
　　学年末休業日 3時間以内の利用 300円 5時間以内の利用 500円

7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
5時間を超え8時間 8時間を超える利用 1,100円
以内の利用 800円

＊年間を通して…誕生会・体重測定・音楽表現遊び「ラララ広場」・交通安全教室を実施定期的に発育測定を実施する。
＊未就園児『ひよこ学級』開催（年間７回…５月、６月、１０月(２回)、１２月、１月、2月）

一時預かり事業 ※保育の必要性の認定を受けられた場合，預かり保育料は無料になります。

※休園日（土日祝日、８月１３日～１５日、１２月２９日～１月３日）
は、一時預かりを実施しません。また、振替保育や臨時休園など
により、休園日が異なることがあります。

その他

9月： 始業式、自由保育公開日 3月： ひなまつりパーティ、親子清掃活動
冬野菜種まき、稲刈り、避難訓練（地震） じゃがいも植え、修了証書授与式、修了式

8月： 保護者清掃活動 2月： 節分会、作品展、一日入園（入園前保護者会）
玉葱苗植え、避難訓練（火災）

7月： 七夕会、個人面談 1月： 始業式、各学年親子運動教室
終業式 入園前健康診断、保育公開、人権・同和教育講演会

6月： 節句会（かしわ餅作り）、芋苗植え 12月： ふれあいいきいき交流会、生活発表会
各学年運動教室、カレーパーティー、自由保育公開日 お楽しみ会、防犯教室、餅つき会、個人面談、終業式

なかよし交流会、自由保育公開日、夏野菜苗植え

川跡地区総合文化祭参加（作品展示）、ボランティア活動、保幼小交流の日

5月： 学年別園外保育、田植え、避難訓練（火災・引き渡し） 11月： 保育公開、収穫祭、教育講演会

4月： 始業式、個人面談、よもぎ摘み、よもぎ団子づくり 10月： 運動会、親子遠足、芋掘り、保幼小交流会、なかよし交流会

学級懇談会、愛育会・白鳥クラブ総会 避難訓練（火災・消防署指導）、鳶ヶ巣山登山

給食
・準備
・食事
・片付け

当番活動

・飼育
・掃除

終わりの会
・絵本タイム

　　　　　降園

預かり保育
（希望者）

年間行事予定 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事日程を変更・中止する場合があります。

13:00 14:00 14:30 16:30 18:30
預
か
り
保
育

（
希
望
者

）

登園
持ち物の
始末
シール貼
り

お
は
よ
う

タ
イ
ム

お
は
よ
う

の
会 自由選択活動

課題のある活動

教育目標

保育時程

7:30 8:30 10:00 11:30

幼稚園概要 職員体制
定員： 園長、教頭、主任教諭、教諭、養護教諭、3歳児保育補助

教諭、預かり保育担当教諭・補助員、特別支援保育補助
教諭・補助員、幼稚園ヘルパー敷地面積： 4,089 建物面積： 908

いずもしりつかわとようちえん

出雲市立川跡幼稚園
住所： TEL： FAX：

E-Mail：
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〒693-0074　東林木町890-4 0853-21-0888 0853-21-0788
tobisu-kd@city.izumo.shimane.jp 

昭和37年4月　設立 50 名

㎡ ㎡

心身ともに健やかで、生き生きと生活する幼児の育成
〇感性豊かで思いやりのある子【人間形成の基礎となる豊かな心情】
〇興味関心を持ち進んで表現する子【自分から関わろうとする意欲】
〇自ら考え行動する子【健全な生活を営むために必要な態度】

○平日 　7:30～ 8:30 100円
　　（月）～（金） 14:30～16:30 200円

14:30～18:30 400円

○夏季、冬季、学年始、 7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
　　学年末休業日 3時間以内の利用 300円 5時間以内の利用 500円

7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
5時間を超え8時間 8時間を超える利用 1,100円
以内の利用 800円

毎月行事…誕生会・体重測定・歩こうウィーク等　異校種との交流会…川跡幼稚園・北陵中学校・北陵高校
鳶巣コミュニティセンターと共催…作法教室（年9回）・未就園児教室「ぴよっこ教室」

定期的に行う行事…避難訓練・発育測定等・にこにこ元気タイム（運動遊び）

一時預かり事業 ※保育の必要性の認定を受けられた場合，預かり保育料は無料になります。

※休園日（土日祝日、８月１３日～１５日、１２月２９日～１月３日）
は、一時預かりを実施しません。また、振替保育や臨時休園など
により、休園日が異なることがあります。

その他

9月： 運動会　わくわくウォーク　なかよし交流会（川跡幼） 3月： 卒園式　親子清掃活動　お別れ会　ひなまつり会
保育体験（北陵高校・北陵中学校）　

8月： 保護者清掃活動 2月： 節分集会　絵本展　一日入園　入園時保護者会
保育公開日・作法教室（作法の発表）・清掃活動

7月： 保育公開日・救急法講習会・絵本制作 1月： 入園時健康診断　長靴スケート　絵本展
七夕会　個人面談　カレーパ―ティ 保育公開日　ぽかぽかマラソン（３月まで）

6月： うきうきデー（ゴビウス）　わくわくウォーク 12月： 生活発表会　個人面談　お楽しみ会
保育公開日・ビデオフォーラム・給食試食会 うきうきデー（ゆうプラザ）　そば打ち

わくわくウォーク　なかよし交流会（川跡幼稚園） わくわくウォーク　ぽかぽかマラソン（3月まで）
5月： 　親子遠足 　土手すべり　芋苗植え 11月： 鳶巣文化祭　お芋パーティ

愛育会総会 　学級懇談会 　家庭訪問 保幼小交流の日　鳶ヶ巣山登山（なかよし交流会）

当番活動
見つけて遊ぼう

降園準
備

降園

預かり保育
（希望者）

年間行事予定 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事日程を変更・中止する場合があります。

4月： 入園式 　愛育会役員会 　保育公開日 10月： 遠足　保育公開日　メディア学習会　　芋ほり

13:00 14:00 14:30 16:30 18:30
預
か
り
保
育

（
希
望
者

）

登園
健康観察

お
ひ
さ
ま

タ
イ
ム

朝の集会
課題活動

見つけて遊ぼう

給食（給食
当番）

教育目標

保育時程

7:30 8:30    9:00      9:20 11:30

幼稚園概要 職員体制
定員： 園長、教頭、教諭、養護教諭、保育補助教諭、預かり保育

補助教諭・補助員、特別支援保育補助員
敷地面積： 1,600 建物面積： 418

いずもしりつとびすようちえん

出雲市立鳶巣幼稚園
住所： TEL： FAX：

E-Mail：
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〒693-0214　所原町185 0853-48-0126 0853-48-0126
asayama-kd@city.izumo.shimane.jp  

昭和43年4月　設立 50 名

㎡ ㎡

心身ともに健康で、豊かな心とたくましい実践力を身につけた朝山の子供の育成
〇遊びに力いっぱい 〇みんな仲良く、笑顔いっぱい
〇体を動かし元気いっぱい 〇地域と仲良し夢いっぱい

○平日 　7:30～ 8:30 100円
　　（月）～（金） 14:30～16:30 200円

14:30～18:30 400円

○夏季、冬季、学年始、 7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
　　学年末休業日 3時間以内の利用 300円 5時間以内の利用 500円

7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
5時間を超え8時間 8時間を超える利用 1,100円
以内の利用 800円

毎月行事…誕生会、保育公開日、体重測定、絵本貸出
幼稚園自主企画特別事業…『地域の自然・文化を生かす活動』、『畑の栽培活動』、『二園交流活動』等
さくらんぼ教室…朝山地区子育てサークルと共催で行う未就園児交流活動

一時預かり事業 ※保育の必要性の認定を受けられた場合，預かり保育料は無料になります。

※休園日（土日祝日、８月１３日～１５日、１２月２９日～１月３日）
は、一時預かりを実施しません。また、振替保育や臨時休園など
により、休園日が異なることがあります。

その他

9月： 始業式、身体測定、稲刈り、脱穀 3月： 園内お別れ会、ひな祭り会、卒園式、修了式
祖父母交流活動、地区民体育大会

8月： 預かり保育事業、保護者環境整備作業 2月： 節分会、なわとび大会、避難訓練
一日入園・入園前保護者会、お別れ遠足

7月： 水遊び、七夕会、個人懇談、終業式 1月： 始業式、身体測定
避難訓練、保護者研修会 もちつき会、入園前健康診断

6月： 神戸川遊び、避難訓練、各種検診、学級懇談 12月： 二園交流活動、収穫祭、親子ふれあい活動
防犯教室、二園交流活動、カレーパーティー お楽しみ会、個人懇談、終業式

たけのこ掘り、朝山神社崖のぼり 朝山地区文化祭・作品展、避難訓練
5月： 各種検診・検査、田植え、畑栽培活動 11月： 避難訓練、交通安全教室、なかよし発表会

交通安全教室、鮎の稚魚放流活動 保幼小交流の日

年間行事予定 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事日程を変更・中止する場合があります。

4月： 始業式、入園式、身体測定、個人懇談 10月： なかよし運動会、二園交流活動、みなみ探検

13:00 14:30 18:30
預
か
り
保
育

（
希
望
者

）

登園

全
園
児
活
動

学級活動
・見つけた遊び

・課題活動

食事の準備
食事

片付け

学級活動
降園準備

預かり保育
（希望者）

教育目標

保育時程

7:30 8:30 9:00 11:30

幼稚園概要 職員体制
定員： 園長（併任）、教頭、教諭、養護教諭（併任）、3歳児保育補

助教諭、預かり保育兼保育補助教諭、預かり保育補助員
敷地面積： 1,600 建物面積： 413

いずもしりつあさやまようちえん

出雲市立朝山幼稚園
住所： TEL： FAX：

E-Mail：
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〒693-0104　稗原町2830 0853-48-0087 0853-48-0087
hiebara-kd@city.izumo.shimane.jp

昭和40年4月　設立 50 名

㎡ ㎡
※稗原小学校に併設

健康で明るく、心豊かな幼児の育成
・心やさしく、たくましい幼児
・なかよく、助け合う幼児
・試したり、工夫したりして最後までやりぬく幼児

○平日 　7:30～ 8:30 100円
　　（月）～（金） 14:30～16:30 200円

14:30～18:30 400円

○夏季、冬季、学年始、 7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
　　学年末休業日 3時間以内の利用 300円 5時間以内の利用 500円

7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
5時間を超え8時間 8時間を超える利用 1,100円
以内の利用 800円

（毎月）　誕生会　発育測定　　お話広場（絵本の読み聞かせ）　　　　　　（毎学期）避難訓練

（年間）　さくらんぼ教室（未就園児交流）　　　小中学生との交流

一時預かり事業 ※保育の必要性の認定を受けられた場合，預かり保育料は無料になります。

※休園日（土日祝日、８月１３日～１５日、１２月２９日～１月３日）
は、一時預かりを実施しません。また、振替保育や臨時休園など
により、休園日が異なることがあります。

その他

一日入園、お別れ会、お別れ遠足

9月： 始業式、そうめん流し、地区民体育祭（運動会） 3月： ひな祭り集会、修了証書授与式、修了式

個人懇談、終業式、カレーパーティー 入園前健康診断、長靴スケート
夏の活動（年長・年中児宿泊）

8月： そばの種まき 2月： 節分、保育公開日、入園前保護者会

おでんパーティー、終業式

7月： 七夕会、水遊び 1月： 始業式、餅つき会、祖父母保育公開日

個人懇談

6月： ちまきづくり、２園交流活動、川遊び、保育公開日 12月： そばうち、おたのしみ会、２園交流活動

そば刈り
5月： たけのこパーティー、芋苗植え、田んぼ泥んこ遊び

田植え、親子ハイキング 11月： 地域文化祭参加、焼き芋パーティー

たけのこ山探検、たけのこ掘り、保育公開日 ２園交流活動、保育公開日、秋の遠足

預かり保育
（希望者）

年間行事予定 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事日程を変更・中止する場合があります。

4月： 始業式、入園式、家庭訪問、入園おめでとうパーティー 10月： 芋ほり、獅子舞見学、親子交通安全教室

11:30 13:00 14:30 18:30
預
か
り
保
育

（
希
望
者

）

登園
持ち物の

始末

●みつけたあそび
（興味ある遊びに取り組む）
●課題活動
（朝の集まり）
（学級全体等で課題をもって取り組む）

片付け
給食準備・

給食
片付け

当番活
動・清掃

みつけたあそび
終わりの会

　　　　　降園

教育目標

保育時程

7:30 8:30 9:00

幼稚園概要 職員体制
定員： 園長（併任）、教頭、教諭、養護教諭（併任）、特別支援保

育補助兼預かり保育担当教諭、預かり保育補助員、幼稚
園ヘルパー敷地面積： ― 建物面積： 376

いずもしりつひえばらようちえん

出雲市立稗原幼稚園
住所： TEL： FAX：

E-Mail：
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〒693-0033　知井宮町481-1 0853-21-0845 0853-21-0849
kando-kd@city.izumo.shimane.jp 

昭和30年4月　設立 95 名

㎡ ㎡

一人一人を大切にし　心豊かにたくましく生きる幼児の育成
・自分で考え、行動する子ども
・進んで体を動かし、元気よく遊ぶ子ども
・最後まで根気強く取り組む子ども
・友達と認め合い、仲良く遊ぶ子ども

個々に取り組む遊び 学級全体で
朝の会 取り組む活動

○平日  7:30～　8:30 100円
　　（月）～（金） 14:30～16:30 200円

14:30～18:30 400円

○夏季、冬季、学年始、 7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
　　学年末休業日 3時間以内の利用 300円 5時間以内の利用 500円

7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
5時間を超え、8時間以内の利用 800円 8時間を超える利用 1,100円

※その他の行事等　 誕生会、英語教室、習字教室、運動教室、「歌って遊ぼう」
「みんなで踊ろう」「野菜を育てよう」

　※アルミ缶・古紙回収（毎月）未就園児チューリップ教室（７回程度）

一時預かり事業 ※保育の必要性の認定を受けられた場合，預かり保育料は無料になります。

※休園日（土日祝日、８月１３日～１５日、１２月２９日～１月３日）
は、一時預かりを実施しません。また、振替保育や臨時休園など
により、休園日が異なることがあります。

その他

9月： 始業式、身体測定、保育公開日、遠足 3月： 雛祭り会、お別れ会・奉仕作業
愛育会・白鳥クラブ総会、卒園式、修了式

8月： 保護者清掃活動 2月： 保育公開日、節分会、絵本美術館
入園前保護者会・一日入園、幼幼交流会

7月： 七夕会、個人懇談、保育公開日、学級懇談会 1月： 始業式、入園前健康診断、身体測定
終業式 保育公開日、三瓶雪遊び、慶人会ありがとうの会

6月： 芋苗植え（慶人会）、自主企画事業各教室開始 12月： 生活発表会、お楽しみ会
笹巻き作り、保育公開日・給食試食会 個人懇談、終業式

親子遠足、幼幼交流会、フレンドママ開始
5月： チューリップ教室開講（未就園児教室）、田植え 11月： 園外保育、保幼交流会、梨狩り

親子ピカピカデー開始、愛育会総会、家庭訪問 幼小交流会、稲刈り

終わりの会
降園

預かり
保育
（希望
者）

元気っ子タイム

年間行事予定 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事日程を変更・中止する場合があります。

4月： 始業式、入園式、身体測定、保育公開日 10月： 運動会、芋掘り、園外保育

11:30 13:00 14:00 14:30 18:30
預かり
保育
（希望
者）

登園
身の回りの始末
シール貼り

（幼児が主体的に　取り組む活動）

給食準備
食事

片付け
清掃

当番活動

教育目標

保育時程

7:30 8:30 9:00 10:00

幼稚園概要 職員体制
定員： 園長、教頭、教諭、養護教諭、3歳児保育補助教諭、保育

補助教諭、預かり保育兼特別支援保育補助教諭、預かり
保育補助員、幼稚園ヘルパー敷地面積： 3,400 建物面積： 883

いずもしりつかんどようちえん

出雲市立神門幼稚園
住所： TEL： FAX：

E-Mail：
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〒699-0822　神西沖町447 0853-43-1425 0853-43-1426
jinzai-kd@city.izumo.shimane.jp 

昭和37年4月　設立 95 名

㎡ ㎡

元気でたくましく　活力のある子どもを育む
☆元気な明るいあいさつのできる子
☆友だちとかかわり仲良く遊べる子
☆自分からすすんで体を動かせる子

○平日
　　（月）～（金） 14:30～16:30 200円

○夏季、冬季、学年始、 8:30～16:30のうち 8:30～16:30のうち
　　学年末休業日 3時間以内の利用 300円 5時間以内の利用 500円

8:30～16:30のうち
5時間を超える利用 800円

一時預かり事業 ※保育の必要性の認定を受けられた場合，預かり保育料は無料になります。

※休園日（土日祝日、８月１３日～１５日、１２月２９日～１月３日）
は、一時預かりを実施しません。また、振替保育や臨時休園など
により、休園日が異なることがあります。

その他

9月： 始業式、身体測定、運動会 3月： ひな祭り会、ひな祭り茶会、身体測定
お別れ会食、卒園式、修了式

8月： 夏季休業 2月： 節分会、礼儀作法、お別れ遠足、
学級懇談会、入園前保護者会・一日入園

7月： 保育公開日、七夕会、礼儀作法、期末保護者会 1月： 始業式、身体測定、礼儀作法、保育公開日
ＰＴＡ研修、終業式 入園前健康診断

6月： さつま芋の苗植え、保育公開日、夏祭り 12月： 神西っ子発表会、体重測定、お楽しみ会
礼儀作法 礼儀作法、個人懇談、終業式

保育公開日、秋の遠足、礼儀作法、避難訓練
礼儀作法（茶道）

5月： 親子遠足、避難訓練 11月：

全園児活動
自分でみつ
けた遊び

クラスの活動
（課題活動）

各種保健行事（身体測定）

年間行事予定 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事日程を変更・中止する場合があります。

4月： 始業式、入園式、家庭訪問
神西地区総合文化祭参加、神西っ子美術館

10月： 芋掘り、幼保交流会、礼儀作法

給食準備・食事
片付け・
清掃活

動
自由選択活動

13:00 13:30 14:00
降園準備
（絵本の
読み聞か
せ・話し合
い等）降園

14:30

預かり
保育
（希望
者）

16:30

教育目標

保育時程

8:30 9:30 10:30 11:30

登園・朝の
視診

飼育・水やり

幼稚園概要 職員体制
定員： 園長、教頭、教諭、養護教諭、保育補助教諭、預かり保育

兼３歳児保育補助教諭
敷地面積： 2,800 建物面積： 516

いずもしりつじんざいようちえん

出雲市立神西幼稚園
住所： TEL： FAX：

E-Mail：
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〒693-0001　今市町828 0853-21-0597 0853-24-0213
chuo-kd@city.izumo.shimane.jp 

昭和26年6月　設立 95 名

㎡ ㎡
※幼保一体化施設

心身共に健康で生き生きと意欲的に生活する幼児の育成
・生き生きと生活する子ども ・我慢できるたくましい子ども
・思いやりのある子ども ・自分で考え行動できる子ども

【3歳児】

【4歳児・5歳児】

○平日 　7:30～ 8:30 100円
　　（月）～（金） 14:30～16:30 200円

14:30～18:30 400円

○夏季、冬季、学年始、 7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
　　学年末休業日 3時間以内の利用 300円 5時間以内の利用 500円

7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
5時間を超え8時間 8時間を超える利用 1,100円
以内の利用 800円

中高生保育体験（随時）

一時預かり事業 ※保育の必要性の認定を受けられた場合，預かり保育料は無料になります。

※休園日（土日祝日、８月１３日～１５日、１２月２９日～１月３日）
は、一時預かりを実施しません。また、振替保育や臨時休園などに
より、休園日が異なることがあります。

その他

誕生会（毎月）　避難訓練（毎月）　安全の日（毎月）　交通安全指導（毎月）　体重測定（毎月）　身体測定（年４回）
内科検診　歯科検診　耳鼻科検診　眼科検診　リサイクルの日（毎週木曜日）　保護者活動（虹の会）　食育活動

9月： 二学期始業式、月見会、給食試食会 3月： ひなまつり会、保護者清掃活動、進級・卒園おめでとう会

保育公開 卒園式、三学期終業式

8月： 夏季休業、だんだん星空コンサートに参加 2月： 節分、作品展、入所入園前保護者会
保護者清掃活動

7月： 夏祭り、プール開き、七夕会、個人懇談（年少） 1月： 三学期始業式、保育公開
一学期終業式

6月： 虫歯予防教室、保育公開 12月： 生活発表会、お楽しみ会、もちつき会、
人権・同和教育講演会 個人懇談（年中・年長）、二学期終業式

5月： 保育公開、クラス懇談会、春の交通安全教室 11月： 秋の交通安全教室、紐落とし会、保育公開

4月： 入所式・入園式、始業式、虹の会総会、親子遠足 10月： 運動会、遠足、保幼小交流の日、芋掘り
夢フェスタに参加

休息
13:20～14:20

おやつ
14:30～14:40

降
園

預かり保育
（学級にて）
（希望者）

預かり混合保育
（希望者）

年間行事予定 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事日程を変更・中止する場合があります。

14:40 15:00 16:30 18:30

預
か
り

混
合
保
育

（
希
望
者

）

登
園

学級保育 給食準備・開始

片付け
歯磨き
掃除

飼育（年長）

学級保育
読み聞かせ

降
園

預かり保育
（学級にて）
（希望者）

預かり混合保育

（希望者）

7:30 8:30 9:00 11:30 12:30 13:00 13:30

預
か
り

混
合
保
育

（
希
望
者

）

登
園

学級保育 給食準備・開始

片付け
歯磨き

学級保育
読み聞かせ

休息
13:00～14:20

おやつ
14:30～14:40

12:30 13:00 14:40 15:00 16:30 18:30

教育目標

保育時程

7:30 8:30 9:00 11:30

幼稚園概要 職員体制
定員： 園長（併任）、教頭、教諭、看護師、栄養士、調理員、特別

支援保育担当教諭・補助教諭
敷地面積： 1,999.80 建物面積： 1328.39

いずもしりつちゅうおうようちえん

出雲市立中央幼稚園
住所： TEL： FAX：

E-Mail：
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〒691-0002　西平田町17 0853-63-2616 0853-63-2616
hirata-kd@city.izumo.shimane.jp 

明治44年9月　設立 120 名

㎡ ㎡

心豊かに　たくましく生きる幼児の育成
◎自ら考え工夫し、根気強く取り組む子ども
◎進んで体を動かし、のびのびと表現する子ども
◎友達と互いを認め合う子ども

             14:15～30
＜主体的に個々に取り組む遊び＞

ぐんぐんタイム（全園児活動）
＜学級全体で課題をもって
　取り組む活動＞

○平日 　7:30～ 8:30 100円
　　（月）～（金） 14:30～16:30 200円

14:30～18:30 400円

○夏季、冬季、学年始、 7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
　　学年末休業日 3時間以内の利用 300円 5時間以内の利用 500円

7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
5時間を超え8時間 8時間を超える利用 1,100円
以内の利用 800円

その他

　＊毎月… 誕生会、安全の日・ピカピカデー（園舎周辺の清掃活動）、発育測定
　＊年間… 未就園児いちご教室（6月～3月年間10回開催）・おはなしこんにちは（平田図書館絵本読み語り）

めだかのおはなしやさん（保護者ボランティアによる読み聞かせ）

楽園クラブさんとの交流、稲刈り 卒園式、修了式
地震・マメールによる引渡し訓練

一時預かり事業 ※保育の必要性の認定を受けられた場合，預かり保育料は無料になります。

※休園日（土日祝日、８月１３日～１５日、１２月２９日～１月３日）
は、一時預かりを実施しません。また、振替保育や臨時休園など
により、休園日が異なることがあります。

小学校訪問、お茶会

9月： 始業式、祖父母保育公開 3月： 園舎清掃活動・親子お楽しみ会、避難訓練

個人懇談（希望者）、終業式 入園前健康診断、バースデイプロジェクト(年長)

2月： ありがとうの会、一日入園・入園前保護者会
8月： ＰＴА環境整備 平田アートフェスティバル参加、ＰＴＡ総会

7月： 保育公開、七夕会、水遊び、学級懇談会 1月： 始業式、修了・進級記念写真撮影(全園児)

6月： 歯みがき指導、保育公開・PTA研修会 12月： 生活発表会、お楽しみ会
さつま芋苗植え、避難訓練、検診 個人懇談、終業式

畑の活動開始(年間)、検診 一畑薬師石段上り、避難訓練

平田地区文化祭参加

5月： 春季遠足、・田植え見学、交通安全講話 11月： ひらたっ子きらりんまつり、収穫祭、交通安全教室

保育公開・ＰＴＡ総会 避難訓練、秋季遠足、保幼小交流の日

預かり保育
（希望者）

※３歳児は幼稚園での集団生活に無理なく慣れることができるよう、徐々に保育時間を延長する。

年間行事予定 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事日程を変更・中止する場合があります。

4月： 始業式、入園式、家庭訪問 10月： 運動会、さつま芋掘り

11:30 13:30 14:00 16:30 18:30
預
か
り
保
育

（
希
望
者

）

登園

給食
・準備
・食事

・休息
・片付け
・清掃

終わりの会

　　　　　降園

教育目標

保育時程

7:30 8:30 9:00 10:00

幼稚園概要 職員体制
定員： 園長、教頭、副主任教諭、教諭、嘱託養護教諭、特別支

援保育補助教諭、3歳児保育補助教諭、保育補助教諭兼
預かり保育担当、預かり補助員、保育補助員敷地面積： 7,311 建物面積： 1,083

いずもしりつひらたようちえん

出雲市立平田幼稚園
住所： TEL： FAX：

E-Mail：
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〒691-0076　園町1334-1 0853-63-2617 0853-63-2658
higashi-kd@city.izumo.shimane.jp 

昭和45年4月　設立 95 名

㎡ ㎡

たくましく心豊かな幼児の育成
◇夢中で遊ぶ元気な子ども
◇じっくりと見る、聞く、話す子ども
◇思いやりのあるやさしい子ども

○平日 　7:30～ 8:30 100円
　　（月）～（金） 14:30～16:30 200円

14:30～18:30 400円

○夏季、冬季、学年始、 7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
　　学年末休業日 3時間以内の利用 300円 5時間以内の利用 500円

7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
5時間を超え8時間 8時間を超える利用 1,100円
以内の利用 800円

・誕生会（毎月）　・安全の日（毎月）　・発育測定（毎月）　・未就園さくらんぼ教室（６月～２月年間７回）
・お話郵便屋さん（平田図書館読み語り）　・小学生、中学生との交流活動　・アートフェスティバル出品

・PTA一人一役活動（畑や田んぼの活動） ・地区夏祭り、文化祭参加、　・るんびにぃ苑訪問

その他

保育公開日（祖父母とのふれあい交流）

一時預かり事業 ※保育の必要性の認定を受けられた場合，預かり保育料は無料になります。

※休園日（土日祝日、８月１３日～１５日、１２月２９日～１月３日）
は、一時預かりを実施しません。また、振替保育や臨時休園など
により、休園日が異なることがあります。

保育公開日、避難訓練（自由時）

9月： 始業式、なかよし田んぼ稲刈り 3月： ひなまつり会、卒園式、修了式

避難訓練（防犯訓練）、終業式、個人面談

8月： ＰＴＡ環境整備（園庭の清掃活動） 2月： 節分集会、お別れ遠足、入園前保護者会

さくらんぼ教室（未就園児教室）開始

7月： 東幼稚園子ども夏祭り、水遊び 1月： 始業式、入園前健康診断、卒園記念写真撮影

6月： 芋苗植え 12月： 生活発表会、お楽しみ会、個人面談
保育公開日 小学校訪問（長）、終業式

保育公開日 焼いもパーティー、避難訓練（引き渡し訓練）
5月： なかよし田んぼ田植え、避難訓練（火災対応） 11月： 保育公開日、収穫祭、ＰＴＡ研修会

4月： 始業式、入園式、家庭訪問、個人面談 10月： 運動会、芋掘り、秋季遠足、保幼小交流の日
親子遠足

年間行事予定 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事日程を変更・中止する場合があります。

預
か
り
保
育

（
希
望
者

）

登園

＜主体的に個々に取り組む遊び＞ 給食タイム
・給食・片付け
・当番活動
・掃除
みつけた遊び

片付け
タイム

降園準備

さよなら
タイム

11:30 13:30 14:00 14:30

預かり保育
（希望者）

○おひさまタイム（全園児活動）マラソン等

○みつけた遊び（自由選択活動）

○学級で課題をもって取り組む（学級活動）

16:30 18:30

教育目標

保育時程

7:30 8:30 9:00

幼稚園概要 職員体制
定員： 園長、教頭、主任教諭、教諭、養護教諭、3歳児保育補助

教諭、預かり保育担当教諭・補助員、特別支援保育補助
教諭、幼稚園ヘルパー敷地面積： 5,681 建物面積： 1,050

いずもしりつひがしようちえん

出雲市立東幼稚園
住所： TEL： FAX：

E-Mail：
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〒699-0812　湖陵町二部1117 0853-43-0466 0853-43-0468
koryo-kd@city.izumo.shimane.jp 

平成17年4月　設立 95 名

㎡ ㎡

様々な生活体験を通して、心豊かでたくましく生活できる子供の育成をめざす
‐育てよう！元気なからだとやさしい心　　笑顔いっぱいの湖陵幼稚園‐

・人とつながることができる子供
・友達と仲良く元気に遊ぶ子供
・最後までがんばる子供
・「人・もの・こと」に心動かす子供

○平日 　7:30～ 8:30 100円
　　（月）～（金） 14:30～16:30 200円

14:30～18:30 400円

○夏季、冬季、学年始、 7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
　　学年末休業日 3時間以内の利用 300円 5時間以内の利用 500円

7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
5時間を超え8時間 8時間を超える利用 1,100円
以内の利用 800円

≪毎月行う行事≫　誕生会　体重（身体）測定　絵本読み聞かせ（ブックフレンド）　

※　新型コロナウィルス感染拡大防止により、●印のものは今年度は中止

一時預かり事業 ※保育の必要性の認定を受けられた場合，預かり保育料は無料になります。

※休園日（土日祝日、８月１３日～１５日、１２月２９日～１月３日）
は、一時預かりを実施しません。また、振替保育や臨時休園など
により、休園日が異なることがあります。

その他

9月： 始業式、●湖水苑訪問、保育公開 3月： ひなまつり会、お別れ会、クリーン活動
卒園式、修了式

8月： ●どんとこい祭り、保護者奉仕作業 2月： 節分会、保育公開、一日入園、お別れ遠足
ハマナス保育園と交流

7月： 七夕会、園外保育（年長） 1月： 始業式、入園前健康診断、避難訓練
終業式 保育公開

6月： ●光風園訪問、●ゆうプラザ（年中、年長）、●プール開き 12月： 収穫祭、●餅つき、お楽しみ会、生活発表会
保育公開　カレーパーティ、　避難訓練 園外保育（年長）、個人面談、終業式

各種検診、親子遠足
5月： 芋苗植え（●高齢者と交流）、ゴミ０運動 11月： 園開放、保育公開、●ボランティア活動

園外保育

預かり保育
（希望者）

年間行事予定 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事日程を変更・中止する場合があります。

4月： 始業式、入園式、保育公開、家庭訪問 10月： 運動会、●秋祭り見学、避難訓練、遠足

18:30
預
か
り
保
育

（
希
望
者

）

登園
異年齢で

取り組む活動
学級で

取り組む活動
給食

当
番
活
動

片
付
け

自
由
遊
び

お
帰
り
の
会

降
園

11:30 13:00 13:15 13:45 14:30 16:30

教育目標

保育時程

7:30 8:30 9:00 10:00

幼稚園概要 職員体制
定員： 園長、教頭、主任教諭、教諭、養護教諭（併任）、3歳児保

育補助教諭、預かり保育補助教諭・補助員、特別支援保
育補助教諭、幼稚園ヘルパー敷地面積： 3,555 建物面積： 817

いずもしりつこりょうようちえん

出雲市立湖陵幼稚園
住所： TEL： FAX：

E-Mail：
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〒699-0711　大社町杵築南1201 0853-53-2225 0853-53-2235
taisha-kd@city.izumo.shimane.jp 

大正7年4月1日　設立 95 名

㎡ ㎡

心豊かに　たくましく　共に伸びようとする園児の育み
～ひとみきらきら　えがおいっぱい　いきいきと～

・ご縁を大切にする「ふるさと大社」が好きな園児

○平日
　　（月）～（金）   7:30～ 8:30 100円

14:30～16:30 200円

14:30～18:30 400円

○夏季、冬季、学年始、 7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
　　学年末休業日 3時間以内の利用 300円 5時間以内の利用 500円

7:30～18:30のうち
5時間を超える利用 800円

<毎月>　 ・体重測定　・誕生会
<毎学期>　 ・始業式　・終業式　・大掃除　・体位測定（身長、体重）　・避難訓練

※令和3年度からは預かり時間が延長され、預かり可
能時間が、7:30～18:30になりました。

7:30～18:30のうち8時間を超える利用  1,100円

その他

9月： 保育公開、交通安全指導 3月： ひなまつり会、お別れ会、親子清掃活動
卒園式、記念誌発行、修了式（年中、年少児）

一時預かり事業 ※保育の必要性の認定を受けられた場合，預かり保育料は無料になります。

8月： 保護者清掃活動 2月： 一日入園、保育公開、節分会

7月： 七夕会、夏まつり、個人懇談 1月： 吉兆行事、入園前健康診断

6月： 保育公開、歯みがき指導、学級懇談会、検診 12月： お楽しみ会、生活発表会、個人懇談
年長児わくわく活動 もちつき会

教育講演会
5月： 検診、検査、神楽見学、親子遠足、田植え 11月： 保育公開（給食）、焼きいも

預かり保
育（希望

者）

給食開始

年間行事予定 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事日程を変更・中止する場合があります。

4月： 入園式、家庭訪問、保育公開、愛育会総会 10月： いもほり、遠足、運動会、稲刈り

預かり保
育（希望

者）

18:30
【4歳児・5歳児】

7:30 8:30

※弁当や給食のない日

教育目標

定員：

保育時程
【3歳児】

7:30 8:30 12:00

幼稚園概要 職員体制

園長、教頭、教諭、養護教諭、保育補助教諭・補助員、預
かり保育兼3歳児保育補助教諭、特別支援保育補助教
諭、幼稚園ヘルパー敷地面積： 4,392 建物面積： 1,804

いずもしりつたいしゃようちえん

出雲市立大社幼稚園
住所： TEL： FAX：

E-Mail：

預かり保育
（希望者）

14:20

降
園

※4月中旬から弁当を実施した後、
　給食開始

※園児の実態に応じて、段階的に
　降園時間をのばしていく

13:00

※休園日（土日祝日、８月１３日～１５日、１２月２９日～１月３
日）は、一時預かりを実施しません。また、振替保育や臨時
休園などにより、休園日が異なることがあります。

18:30
朝の会

学級活動（課題活動）
※帰りの会

降園

見つけた遊び
片付け

10:309:30

ランラン
タイム

（全園児
活動）

登園
視診

持ち物の
整理

9:10

預かり保育
（希望者）

14:30

帰りの会

　　降園

14:00

見つけた
遊び

当番活動

13:3013:00
給食準備

給食
片付け・歯磨き・

掃除

12:00

登園
視診

持ち物の
整理

9:10 11:45

朝の会
学級活動

（課題活動）

見つけた遊び
片付け

10:309:30

ランラン
タイム

（全園児
活動）
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〒699-0722　大社町北荒木310 0853-53-1352 0853-53-1362
araki-kd@city.izumo.shimane.jp 

昭和31年4月　設立 定員：　　95名

㎡ 建物面積：

自然や人とのかかわりの中で　生き生きと生活を楽しむ子どもの育成
・明るく　元気な子ども
・優しく　思いやりのある子ども
・自分で考え　やりぬく子ども

　　　　　＊年間を通して、地域のぶどう体験活動・よさこい踊り・ことば遊び

○平日
　　（月）～（金） 14:30～16:30 200円

○夏季、冬季、学年始、 8:30～16:30のうち 8:30～16:30のうち
　　学年末休業日 3時間以内の利用 300円 5時間以内の利用 500円

8:30～16:30のうち
5時間を超える利用 800円

〇毎月 ・保育公開　・誕生会　・発育測定（体重）　・お話だんだんさん絵本の読み聞かせ 　第２火曜日
〇毎学期 ・発育測定（身長・体重）　・チャレンジ週間　・避難訓練　・いちご教室…未就園児教室

・おやじの会

※休園日（土日祝日、８月１３日～１５日、１２月２９日～１月３日）は、
一時預かりを実施しません。また、振替保育や臨時休園などにより、
休園日が異なることがあります。

その他

1,426　㎡

9月： 2学期始業式、運動会 3月： ひなまつり会、お別れ会、卒園式、修了式、

一時預かり事業 ※保育の必要性の認定を受けられた場合，預かり保育料は無料になります。

8月： 保護者環境整備作業 2月： 節分会、一日入園・入園前保護者会
子どもの広場、避難訓練（不審者対応）　個人懇談

7月： 1学期終業式、七夕会、個人懇談 1月： 3学期始業式、入園前健康診断
夏祭りの夕べ、年長わくわく活動

6月： 節句会　阿国顕彰会よさこい踊り　荒木小交流会 12月： 2学期終業式、生活発表会、お楽しみ会
芋苗植え、園外保育（とんぼ池）　給食試食会 長くつスケ－ト   個人懇談

学級懇談　　大社中学校交流会 ほのぼのクラブとの交流会、大社中学校交流会
5月： 親子ふれあい遠足、大文字見学　交通安全教室 11月： 焼き芋大会、荒木小交流会

園外保育（よもぎ摘み）、 秋の遠足、幼小合同避難訓練（地震・津波）、幼児文化劇場

降園準備
終わりの会

絵本指導
降園

預かり保育
（希望者）

年間行事予定 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事日程を変更・中止する場合があります。

4月： 始業式、入園式、家庭訪問、愛育会総会 10月： 芋掘り（ライオンズ、園内）　ハロウィンパーティー

13:30 14:00 14:30 16:30

登園
持ち物の始末

なかよしタイム(全園児活
動)

見つけた遊び
学級全体で取り組む活動

給食準備
食事

片付け
清掃活動

当番活動
見つけた遊び

保育時程

敷地面積： 3,648

8:30 　　　8:50  9:10 10:00         11:30

いずもしりつあらきようちえん

出雲市立荒木幼稚園
住所： TEL： FAX：

教育目標

E-Mail：

幼稚園概要 職員体制

園長、教頭、教諭、、養護教諭、預かり保育兼3歳児保育補
助教諭、特別支援保育補助教諭、保育補助員　幼稚園ヘル
パー
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〒699-0731　大社町遙堪73-1 0853-53-2434 0853-53-2434
youkan-kd@city.izumo.shimane.jp  

昭和38年4月　設立 50 名

㎡ ㎡

自分で考え　こころ豊かで　たくましい園児の育み
・工夫して、よく遊ぶ子
・うんと食べ、心も体も元気な子
・相手の気持ちをかんがえ、なかよくする子

    14:30     18:30

※3歳児は４月中旬より給食開始（降園　14:30）

○平日
　　（月）～（金） 14:30～16:30 200円

○夏季、冬季、学年始、 7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
　　学年末休業日 3時間以内の利用 300円 5時間以内の利用 500円

7:30～18:30のうち
5時間を超える利用 800円

<毎月> ・誕生会　・体重測定　・園外活動　・安全点検

<毎学期> ・身体測定（身長／体重）　・始業式　・終業式　・大掃除　・避難訓練　・だんだんタイム（５～２月）

＊にこにこサークルとの交流（５，７，１１，１月） ＊畑の活動（夏野菜・さつまいも・秋冬野菜・玉ねぎ・じゃがいも）

7:30～18:30のうち
８時間を超える利用 1100円

その他

※令和3年度からは預かり時間が延長され、
預かり可能時間が、7:30～18:30になりました。

一時預かり事業 ※保育の必要性の認定を受けられた場合，預かり保育料は無料になります。

7:30～8:30 100円

14:30～18:30 400円

※休園日（土日祝日、８月１３日～１５日、１２月２９日～１月３日、
３月３１日）は、一時預かりを実施しません。また、振替保育や臨
時休園などにより、休園日が異なることがあります。

9月： 幼小合同体育会、地区民体育大会参加 3月： お別れ遠足、お別れ会
奉仕作業、卒園式、修了式

8月： 幼小合同奉仕作業 2月： 節分会
保育公開日、一日入園

7月： ちびっこ夏祭り、七夕会 1月： 書初め会、入園前検診、かるたすごろく大会
個人懇談 園外保育（長靴スケート）

6月： 節句会 12月： 生活発表会、習字教室、個人懇談
カレーパーティー、保育公開日（ＰＴＡ研修会） おでんパーティー、クリスマスお楽しみ会

泥んこ遊び（５年生との交流） 保育公開日
5月： 神楽見学、親子遠足 11月： 焼き芋パーティー、習字教室

交通安全教室、家庭訪問、愛育会総会 保育公開日

降園
預かり保育
（希望者）

年間行事予定 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事日程を変更・中止する場合があります。

4月： 入園式、入園おめでとうパーティー、保育公開日 10月： 世代間交流運動会、秋の遠足、習字教室

預かり保
育

（希望
者）

登園・視診
持ち物の整

理

にこにこタイム（全園児活動）
自ら創り出す遊び

見つけた遊び
学級活動

片付け
給食

見つけた遊び
当番活動

片付け
帰りの

会

11:30 13:00 14:00

教育目標

保育時程

7:30 8:30 9:15

幼稚園概要 職員体制
定員： 園長、教頭、教諭、養護教諭（併任）、預かり保育兼保育

補助教諭、特別支援保育補助教諭、幼稚園ヘルパー、預
かり保育補助員敷地面積： 2,176 建物面積： 675

いずもしりつようかんようちえん

出雲市立遙堪幼稚園
住所： TEL： FAX：

E-Mail：
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〒699-0502　斐川町荘原2300-6 0853-72-1530 0853-72-1546

shoubara-kd@city.izumo.shimane.jp 

昭和35年2月　設立 95 名

㎡ ㎡

心豊かで　明るく　たくましい子どもの育成
・やさしく　素直な子ども　（自己表出できる子　「ごめんなさい」「ありがとう」が言える子　相手を思いやる子）
・やる気があり　元気な子ども　（自分がしたいことを見つけられる子　追究する子　目標を持って挑戦する子）
・ふるさとを愛する子ども　（身近な自然、環境を知り、生かして遊べる子）

ピカピカタイム

個々に取組む遊び

○平日 　7:30～ 8:30 100円
　　（月）～（金） 14:30～16:30 200円

14:30～18:30 400円

○夏季、冬季、学年始、 7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
　　学年末休業日 3時間以内の利用 300円 5時間以内の利用 500円

7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
5時間を超え8時間 8時間を超える利用 1,100円
以内の利用 800円

※毎月～誕生会、身体測定　
※随時～各種健診、地域の方々との交流、保幼小交流

一時預かり事業 ※保育の必要性の認定を受けられた場合，預かり保育料は無料になります。

その他

※未就学児教室『さんさんランド』（園開放日：第2木曜日　５月～２月までの７回実施予定）

9月： 始業式　避難訓練（保育園合同） 3月： ひなまつり会　年長児だんだんの会
修了証書授与式、修了式

8月： ＰＴＡ環境美化活動 2月： 節分会・交通安全豆まき会
入園前保護者会、親子ふれあい会・PTA総会

お楽しみ会　終業式
7月： まめっこ探検（荒神谷）　七夕会

夏野菜だんだんの会　個人懇談　終業式 1月： 始業式、入園前健康診断、避難訓練

ピカピカクリーン大作戦
6月： まめっこ探検（荒神谷）　笹まき作り　避難訓練

キッズプロジェクト①　保育公開　陶芸教室　しじみ採り 12月： 生活発表会　個人懇談

キッズプロジェクト②　
5月： ふれあい親子遠足　まめっこ探検（三本松）

芋苗植え 11月： 保育公開・ＰＴＡ研修会　避難訓練・引渡訓練

保育公開・ＰＴＡ総会・親子交通安全教室 山登り（大黒山）　まめっこ探検　秋野菜だんだんの会

年間行事予定 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事日程を変更・中止する場合があります。

4月： 始業式　入園式　家庭訪問 10月： よさこい祭り参加　ファミリー運動会　芋掘り　遠足

預
か
り
保
育

（
希
望
者

）

登園

身の回り
の始末

なかよしタイム
朝の会
個々に取組む
遊び

給食準備
食事
片付け

降園

預かり保育
（希望者）友達やクラスで

課題をもって取組む遊び 帰りの会

11:30 13:00        14:00 14:30 16:30 18:30

教育目標

保育時程

7:30 8:30 9:00

幼稚園概要 職員体制
定員： 園長、教頭、教諭、養護教諭、3歳児保育補助教諭、

教頭補助教諭　特別支援保育補助教諭、保育補助員
預かり保育補助教諭　預かり保育補助員敷地面積： 3,427 建物面積： 911

いずもしりつしょうばらようちえん

出雲市立荘原幼稚園
住所： TEL： FAX：

E-Mail：

※休園日（土日祝日、４月１日、８月１１日～１３日、１２月２９日～

１月３日）は、一時預かりを実施しません。また、振替保育や臨時

休園などにより、休園日が異なることがあります。また、自然災害

や感染症による学級閉鎖、幼稚園閉鎖の場合は、緊急的に一時

預かりを中止にする場合があります。
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〒699-0621　斐川町富村537 0853-72-6188 0853-72-6564
nishino-kd@city.izumo.shimane.jp 

昭和48年4月　設立 120 名

㎡ ㎡

豊かな心をもち　たくましく　創造的に生活する子どもの育成
〇心身ともに健康で、生き生きと活動する子ども
〇身近な環境にかかわり、創造性のある子ども
〇友達とともに活動し、互いに認め合える子ども

登園 みつけた遊び 給食活動 掃除 帰りの会 　　　降園

きらきらタイム 　学級で取り組む活動 はみがき指導 絵本の読み聞かせ

健康観察・朝の会

火曜日は絵本貸出し

※3歳児の降園時刻

　給食開始まで11:30（4月初旬）給食開始後14:30（4月中旬～）

○平日 　7:30～ 8:30 100円
　　（月）～（金） 14:30～16:30 200円

14:30～18:30 400円

○夏季、冬季、学年始、 7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
　　学年末休業日 3時間以内の利用 300円 5時間以内の利用 500円

7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
5時間を超え8時間 8時間を超える利用 1,100円
以内の利用 800円

※随時…各科健診、避難訓練、スポーツdeスマイル教室
※毎月…にこにこ広場（未就園児の園開放）、体重測定、誕生会
※毎月…地域の方の絵本の読み聞かせ（３歳児～５歳児）

一時預かり事業

※休園日（土日祝日、８月１３日～１５日、１２月２９日～１月３日）
は、一時預かりを実施しません。また、振替保育や臨時休園など
により、休園日が異なることがあります。

その他

9月： 始業式、保育公開日、地区民体育大会参加 3月： お別れパーティー、修了式

※保育の必要性の認定を受けられた場合，預かり保育料は無料になります。

8月： 園庭環境整備活動 2月： 交通安全豆まき会
お別れ遠足（年長）、園外保育（年中・年少）

7月： 個人懇談、七夕会 1月： 始業式、七草粥、保育公開日
終業式

6月： 保育公開、芋苗植え 12月： 餅つき会、お楽しみ会、個人懇談、終業式
畑谷川（阿宮）川遊び 生活発表会

里山探検（年長） 給食試食会
5月： 交通安全教室、愛育会総会 11月： 保育公開・講演会、クリーン活動

仏経山（年長）・大黒山（年中）・三本松（年少）登山

預
か
り
保
育

（
希
望
者

）

預かり保育
（希望者）

年間行事予定

4月： 始業式、入園式、個人懇談 10月： 運動会、秋の遠足、地区文化祭参加

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事日程を変更・中止する場合があります。

11:30 13:40 14:30 16:30 18:30

教育目標

保育時程

7:30 8:30 10:30

幼稚園概要 職員体制
定員： 園長、教頭、教諭、主任養護教諭、3歳児保育補助教諭、

預かり保育担当教諭・補助員、特別支援保育補助教諭、
幼稚園ヘルパー敷地面積： 8,445 建物面積： 1,070

いずもしりつにしのようちえん

出雲市立西野幼稚園
住所： TEL： FAX：

E-Mail：
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〒699-0631　斐川町直江4243 0853-72-8908 0853-72-8908
chubu-kd@city.izumo.shimane.jp 

昭和47年11月　設立 95 名

㎡ ㎡

心豊かで　たくましい子供の育成
・明るく元気な子供
・仲良くする子供
・がまんづよい子供

・登園 ・なかよしタイム ・給食準備
　　・朝の会 　　・食事　　・片付け ・帰りの会

　　・個々に取り組む遊び
　　・学級全体で取り組む遊び

・登園 ・なかよしタイム ・給食準備
　・朝の会 　　・給食　・片付け　・当番活動
　・個々に取り組む遊び
　・学級全体で課題をもって取り組む遊び

○平日 　7:30～ 8:30 100円
　　（月）～（金） 14:30～16:30 200円

14:30～18:30 400円

○夏季、冬季、学年始、 7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
　　学年末休業日 3時間以内の利用 300円 5時間以内の利用 500円

7:30～18:30のうち 7:30～18:30のうち
5時間を超え8時間 8時間を超える利用 1,100円
以内の利用 800円

幼稚園概要 職員体制
定員：

いずもしりつちゅうぶようちえん

出雲市立中部幼稚園
住所： TEL： FAX：

E-Mail：

園長、教頭、教諭、養護教諭（兼）、3歳児保育補助教諭、預かり
保育補助教諭・保育士・補助員、特別支援保育補助教諭、保育
補助教諭、保育補助員、幼稚園ヘルパー、校務員（兼）敷地面積： 1,713 建物面積： 510

12:00 13:30 14:30

教育目標

保育時程
【3歳児】

7:30 8:30 9:00 11:30

10:30 12:00

18:30
預
か
り
保
育

（
希
望
者

）

・降園

　　　　預かり保育
（希望者）

・清掃

※4月中旬　11:30降園　　　4月下旬から給食を実施する。

【4歳児・5歳児】

10:30

13:30 14:00 14:45 18:30
預
か
り
保
育

（
希
望
者

）

・降園

　　　　預かり保育
（希望者）

・帰りの会

7:30 8:30 9:00 11:30

年間行事予定 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事日程を変更・中止する場合があります。

4月： 始業式、入園式、ＰＴＡ総会 10月： 家族運動会、秋の遠足、斐伊川土手滑り
さつま芋掘り，山登り（大黒山）

5月： 交通安全教室、遠足、避難訓練（火災） 11月： 焼き芋会、保育公開・ＰＴＡ研修会・給食試食会
さつまいも苗植え、 避難訓練（火災）・秋野菜わいわい収穫祭

6月： 斐川探検(梅とり），笹巻きづくり、防犯教室、 12月： 生活発表会、餅つき会、個人懇談
引き渡し訓練、親子製作 クリスマスお楽しみ会、終業式

7月： 個人懇談、わくわく祭り、終業式 1月： 始業式、そりあそび、保育公開
就園時健診

8月： 環境整備作業 2月： 節分豆まき会、長靴スケート、保育公開
年長児お別れ会、入園前保護者説明会

9月： 始業式、地区民体育会参加 3月： ひな祭りお茶会、環境整備作業

※毎　月：誕生会、身体測定　　　※園開放日：今年度は5月～2月までの9回実施

※随　時：各種健診，地域の方々との交流，保幼小交流

避難訓練（地震） 卒園式、修了式

一時預かり事業 ※保育の必要性の認定を受けられた場合，預かり保育料は無料になります。

※休園日（土日祝日、４月1日、８月１３日～１５日、１２月２９日～１
月３日）は、一時預かりを実施しません。また、振替保育や臨時休
園などにより、休園日が異なることがあります。

その他
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