
令和５年度園児募集 幼稚園・認定こども園（教育認定）見学・説明会 

公立認定こども園 問合せ先（TEL） 実施日 説明会・見学 時間 備考 

草津中央おひさまこども園 562-7180 9/2１（水） 
10:00～10:30【4・5歳児】 

10:40～11:10【 3 歳 児 】 
 

※事前申し込みは不要です。直接施

設にお越しください。 

 

※山田こども園、常盤こども園以外

は駐車場がありません。 

矢橋ふたばこども園 563-1266 9/26（月） 10:00～10:40  

笠縫東こども園 564-6595 9/15（木） 10:00～10:40  

志津こども園 562-0147 9/29（木） 10:30～10:50（説明会） 説明会の前後 10 分間は園舎内見学可能 

山田こども園 562-1340 9/9 （金） 10:00～10:40  

玉川こども園 564-0043 9/13（火） 10:00～11:00  

常盤こども園 568-1053 9/16（金） 10:00～10:40  

老上こども園 562-6320 9/2 （金） 9:30～10:30  

笠縫こども園 562-6275 9/22（木） 10:00～10:50  

矢倉こども園 566-7222 9/22（木） 10:00～10:30  

 

私立幼稚園 問合せ先（TEL） 日程 

信愛幼稚園 562-1064 

【見学】 9/5（月）、9/6（火）、9/8（木）、9/9（金）、9/12（月）、9/13（火） 各日 9：45～10：30  

※園 HP お問い合わせフォームより事前申込をお願いします。 ※上記見学日以外につきましてもご相談に応じます。 

【説明会】8/30（火）10：00～11：00 9/３（土）①10：00～11：00 ②14：00～15：00 

※園 HP お問い合わせフォームより事前申込をお願いします。 園 HP：http://shin-ai-kindergarten.com/ 

草津幼稚園 562-1413 

【見学】 8/31（水）、9/２（金）、9/5（月）～9/9（金） 

各日 10：00～10：30 ※各日定員 10 名 ※園 HP より事前申込をお願いします。 

【説明会】8/27（土）10：00～11：10  

9/2（金）15：00～16：10  ※各日定員 2５名 ※園 HP より事前申込をお願いします。 

園 HP：https://www.kusatsu-kg.com/  

若竹幼稚園 562-1168 

【見学】 9/5（月）、9/12（月） 各日 9：00～9：50  ※事前申し込みは不要です。直接施設にお越しください。 

【説明会】9/5（月）、9/12（月） 各日 9：50～10：30  ※事前申し込みは不要です。直接施設にお越しください。 

当日は健康チェック記入の為、事前に検温をお願いします。 

 ※上記以外でも随時対応可能（事前に電話にて確認をお願いします） 園 HP：http://wakatake-youchien.com/ 

光泉カトリック幼稚園 596-3039 

【見学】 9/5（月）～9/9（金）※土日祝除く 各日 10：00～11：00   ※電話・園 HP より事前申込をお願いします。 

【説明会】8/20（土）、9/10（土）各日 9：30～10：15  ※園 HP より事前申込をお願いします。 

園 HP：https://www.kousen.ed.jp/kindergarten/ 
 

私立認定こども園 問合せ先（TEL） 日程 

あさひこども園 563-9870 
【見学】 随時   ※電話で事前申込をお願いします。 

【説明会】実施なし  園 HP：http://www.asahihoiku.jp 

認定こども園みのり 562-4807 

【見学】 随時 （10：00～12：0０） ※電話で事前申込をお願いします。※入園希望者は見学必須です。 

【説明会】9/９（金）10：00～11：00 ※電話で事前申込をお願いします。※見学済の保護者のみ対象となります。 

園 HP：https://www.minori-school.net/ 

志津保育園 564-3611 

【見学】 随時 ※電話で事前申込をお願いします。 

【説明会】随時 ※電話で事前申込をお願いします。 

園 HP：http://shizuhoikuen.or.jp  https://www.instagram.com/shizu_nursery_school/ 

すぎのここども園 563-7200 

【見学】 随時  ※電話で事前申込をお願いします。※詳細は HP をご覧ください。 

【説明会】9/10 日（土）10：00～11：00  ※電話で事前申込をお願いします。 

園 HP：https://www.omi-suginoko.ed.jp 

あゆみこども園 563-8989 
【見学・説明会】 9/6（火）10：00～11：30 ※電話で事前申込をお願いします。 

園 HP：http://ayumi.hoikuen.to/ 

渋川あゆみこども園 564-7117 
【見学・説明会】 9/7（水）10：00～11：30 ※電話で事前申込をお願いします。 

園 HP：http://ayumi.hoikuen.to/ 

くるみこども園 568-8220 

【見学】 9/5（月）～9/9（金）  ※電話で事前申込をお願いします。 

【説明会】9/13（火）13：30～15：00  ※電話で事前申込をお願いします。 

園 HP：https://www.koueikai.ed.jp 

緑波くるみこども園 562-4021 

【見学】 9/5（月）～9/7（水） 各日 9：30～11：30 ※電話で事前申込をお願いします。 

【説明会】9/13（火）9：30～10：30 ※電話で事前申込をお願いします。 

園 HP：https://www.koueikai.ed.jp 

ののみちこども園 565-3787 

【見学】 9/2（金）11：00～11：30 ※電話で事前申込をお願いします。 

【説明会】9/2（金）10：00～11：00 ※電話で事前申込をお願いします。 

園 HP：http://www.nonomichi.jp 

さくら坂こども園 566-5288 
【見学・説明会】 9/13（火）午前中 ※電話・園ＨＰで事前申込をお願いします。 

園 HP：https://sakurazaka-hoikuen.jpn.org/sakura/ 

さくら坂南こども園 561-2155 

【見学】 9/12（月）10：00～ ※電話で事前申込をお願いします。 

※上記以外でも随時対応可能 平日 10：00～（事前に電話予約をお願いします。） 

【説明会】9/12（月）10：30～ ※電話で事前申込をお願いします。園 HP：https://sakurazaka-hoikuen.jpn.org/minami/ 

くさつ優愛保育園モンチ 535-6694 

【見学】 9/6（火）14：30～15：30 ※電話で事前申込をお願いします。 

【説明会】9/6（火）13：30～14：00 ※電話で事前申込をお願いします。 

※マスク着用でお越しください。 園 HP：https://montit.net/kusatu 

さくらがおかこども園 562-7511 

【見学】 随時   ※電話・園ＨＰ・ＦＡＸで事前申込をお願いします。 

【説明会】随時   ※電話・園ＨＰ・ＦＡＸで事前申込をお願いします。 

園 HP：http://sakuragaokakids.net/  ＦＡＸ（077-562-7512） 

さくら坂東こども園 569-0008 

【見学】 9/26（月）10：00～10：30 ※電話・ＦＡＸで事前申込をお願いします。 

【説明会】9/26（月）10：40～11：15 ※電話・ＦＡＸで事前申込をお願いします。 

※上記以外でも随時対応可能です。（事前に電話にて確認をお願いします。） 

※新型コロナウイルス感染症拡大の恐れがある場合は、園ＨＰにて見学・説明会の変更内容を掲載します。 

園 HP：https://sakurazaka-hoikuen.jpn.org/higashi/  ＦＡＸ（077-569-2960） 

たちばな大路こども園 516-0180 

【見学】 実施なし ※下記、説明会にご参加ください。 

【説明会】8/27（土）①10：00～ ②14：00～ （二部制）※園 HP より事前申込をお願いします。 

（Ｗｅｂ申込期間 8 月 17 日（水）10：00 ～ 8 月 25 日（木）16：00）※変更がある場合は、園ＨＰにてお知らせします。 

園 HP：https://www.tachibana-u.ac.jp/about/corporation/kodomoen/ 

TAM ランド野路こども園 564-1432 

【見学】 8/27（土）①10：45～11：00 ②14：15～14：30 ※説明会時に見学会実施します。 

9/8（木） 10：45～11：00 ※説明会時に見学会実施します。 

【説明会】8/27（土）①10：15～10：45 ②13：45～14：15 

    9/8（木） 10：15～10：45  

園 HP：https://www.seiki.co.jp/tamland  ※電話で事前申込をお願いします。※上履きを持参してください。 

認定こども園 

草津カトリック幼稚園 
562-0315 

【見学】 9/1（木）より随時（平日のみ） ①10：00～ ②10：30～ 

 ※8/2（火）より電話で事前申込をお願いします。（受付時間 10：00～12：00） 

【説明会】8/20（土）、9/8（木）①9：00～10：00 ②10：30～11：30 

※①が多数となった場合、②の時間になります。※8/2（火）より電話で事前申込をお願いします。 

（受付時間 10：00～12：00）園 HP：http://kusatsucatholicyouchien.jp/  

http://shizuhoikuen.or.jp/
http://www.nonomichi.jp/
http://sakuragaokakids.net/
https://sakurazaka-hoikuen.jpn.org/higashi/
https://www.seiki.co.jp/tamland

