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私たちは園に関わるすべての人が 

幸せになれる園を目指しています 

 子どもたち１人ひとりの「成長」と「幸せ」のために全力を尽くし、幼児教育を通し

て社会に貢献します。 

 幼稚園・保育園は子ども達の「心」「体」そして「夢」を育むための場所です。

子どもたちが将来、社会に必要とされ、人を幸せにし、自分の夢を実現できる人と

なるように、子どもたち１人ひとりを大切に育てます。 

 人は、誰もが喜ばれるために生まれてくると言われます。内木学園も人に喜ばれ

る存在でありたいと考えています。子どもたちの「成長」と「幸せ」を全力で追求し、

子どもたちや保護者に喜ばれる幼稚園・保育園でありたいと願い、日々努力して

います。そして、内木学園を巣立った卒園生達が立派な大人になり、社会に必要

とされ、人に愛され、たくさんの人を幸せにしていく未来を夢見ています。たくましく人間性

豊かな子どもたちを育てることで、社会に貢献していくことが私たちの使命です。  

                                         理事長  内木 秀雄 



● 子どもたちは友達との関わりを通して人間性の基礎を築きます。いろいろな友達と関わりをも
ち、心の豊かな人になるように日々の保育の中で指導をしています。 

● 園の特色である異年齢活動や英語活動を通して、誰とでも積極的にコミュニケーションをとるこ
とができるようになります。また、様々な年齢や役割をもった教職員が、子どもたち一人ひとり
と深く関わっていくことで、豊かな心を育んでいます。 

● 毎日体操指導を行い、優れた運動能力の育成をはかるとともに、体操指導を通して心もたくま
しく育みます。 

 私たちの一番大きな願いは「子どもたちに幸せになっ

てほしい。」ということです。そして、幸せをつかむため

に必要な力を育てることが、教育者としての私たちの

使命です。本学園の教育目標には、「自分の人生を切り

開くことができる、たくましく賢い人になってほしい。」

という気持ちが込められています。 

 どんなに時代が変わろうとも、幼児教育の基本は変わ

ることはありません。まずは心身の健康な発達が大切で

す。心も体も健やかに、大きくたくましく豊かに育むこ

とが私たちの第一の目標です。また、幼稚園での生活や

活動、行事を通して、何事にも積極的に取り組む意欲を

育て、思考力や感性を磨いていくことが当園の教育の

基本です。 

豊かな人間性をもち、心身ともに丈夫な子ども 

確かな思考力をもち、意欲的に活動する子ども 

幅広い経験と、個性あふれる感性をもつ子ども 

教 育 目 標 

豊かな人間性をもち、心身ともに丈夫な子ども 



● 給食当番や日直などの活動を取り入れ、活動への意欲を伸ばすとともに、自分で考えて行動できるよう
に支援を行っています。 

 

● 毎日の遊びの中で、考える力や自ら考えて積極的に行動できる子どもを育てています。 
 

● 英語活動・読書活動等を通して、確かな思考力、知恵、活動への意欲を養っています。また、充実した図書
コーナーを生かして、読書の好きな子どもを育てています。 

 

● 季節ごとの行事を行い、その中で子どもたちがアイディアを出し合うなどの活動を行っています。それら
の中で思考力を育んでいます。 

確かな思考力をもち、意欲的に活動する子ども 

● 様々な行事を通して幅広い経験を身につけます。園の特色である自然体験はもちろん、郵便局や消防署
などの社会見学、お泊まり保育（年長児）、園外保育を行います。 

 
● 毎月の制作や季節の制作（こいのぼり、七夕など）を通していろいろな表現方法を体験します。制作を通し

て表現の楽しさを感じ、自分らしい表現（個性）や感性を伸ばしていきます。 
 
● じゃがいも、さつまいも、大根などの農作物の収穫や、里山での自然体験を通して、植物や虫などの自然

に興味関心をもてるように教育・保育を行っています。 

幅広い経験と、個性あふれる感性をもつ子ども 



 幼稚園は、子どもたちに人間としての基礎を築くところです。基本的な生活習慣、友達への思いやり、健康な

心と体、物事への興味や意欲など、幼稚園で学ぶ全てが大人になっても大切なことです。私たちの幼稚園は、幼

児教育の基本を大切にする幼稚園です。子どもたちの心と体を育み、子どもたちがより一層大きく成長できる

ように、しっかりとした基礎を築くことが私たちの仕事です。「自立心」「自主性」をもち、善悪の判断ができる子

どもを育てることを方針としています。子どもたち一人ひとりと深く関わり、子どもたちが生活を楽しみながら

成長していけるように日々努力しています。 

教 育 方 針 

１．基本的な生活習慣を身につける。 

２．友達との集団の中で、正しい社会的態度を身につける。 

３．友達への思いやりなど、豊かな情操を養う。 

４．健康教育・安全教育を徹底し、健康でたくましい心と体をつくる。 

５．自然や社会の事柄に関心をもたせ、経験を通して思考力を培い、 

  創造的な表現力を伸ばす。 

６．自分のことは自分でする自立の態度を養う。 



保育・教育で子どもの「心」を育てる 

 幼稚園は、子どもたちの成長のための場所、子どもたちに「将来幸せになるための力」を育てるための場所で

す。「自分の未来を自力で切り開き、幸せを実現するための力を育む」という視点で見たとき、最も大切なこと

は子どもたちの「心」を育てることです。「三つ子の魂、百まで」の言葉通り、幼児期に身につけた心は、大人に

なっても変わらないものです。幼児期にどんな経験をして、どんな心を育てるのかが大切です。当学園では、教

職員全員が「心を育てる」という視点をもって子どもと関わり、教育・保育を行います。とりわけ、当学園では次

のような心の育成に重点を置いています。 

●毎日、友達との集団生活を送る幼稚園において、大切なのはコミュニケーションです。うまく関われずに喧

嘩になったとしても、子どもたちに喧嘩から「何がいけないのか」「どうしたらよいのか」と、学ばせていくの

が先生の役割です。あせらず、繰り返し丁寧に指導して、入園から卒園ま

での長い年月をかけて子どもたちは学んでいきます。子どもたち一人ひ

とりの心の動きを把握して、どういう指導・支援が必要なのかを見極めて

「友達への思いやりや優しさ」が子どもたちの心の中に育つように教育・保

育を行っていきます。 

 

●子どもたちの将来の幸せを考え、人への思いやりや優しさを育み、人に愛

される人格を育てることが最も重要であると考えています。 

思いやりや優しさを伸ばす 

●基本的生活習慣（着替え、排泄、食事、準備や片付け、身だしなみ等）の確立ができるように、毎日の生活を

通して、「自分のことは自分でやる」という気持ちを育てます。将来、子どもたちが伸びるかどうかは、子ども

自身が自立しているかどうかです。入園時には、それぞれペースが異なり

ます。毎日の生活の中で、自分で荷物の整理整頓や着替え、次の活動への

準備を行えるように、時間をかけて支援しています。 

 

●「自分でやってみよう」という気持ちをもたせること、「自分でできた」と

いうことへの喜びを感じられるように褒めたり励ましたり、毎日地道に声

をかけ続けていきます。個別に支援が必要な場合は、その子にあった具体

的な目標を設定するなど、根気よく丁寧に指導・支援をしていきます。 

自立心を育てる 

●幼稚園では、行事だけでなく、毎日の戸外遊び、自然体験、動物との関わり、農作物の収穫、制作活動、体

操、音楽、歌など、様々な活動があります。それらの活動を通して、興味・関心・意欲を育てていきたいと考え

ています。「好きこそものの上手なれ」といいますが、どんなことにでも好

奇心をもち、意欲的に取り組む子はいろいろな経験を積み重ねていくこ

とができます。子どもたちが当学園を卒園した後も、成長の原動力として

心の中で生き続けられるものにしていきます。 

 

●興味を引き出し、意欲や積極性を養える方法を考えていくのが私たち教

職員の仕事です。「楽しい、おもしろい、好き」という気持ちが芽生える経

験ができるように活動を工夫しています。 

興味・関心、意欲、積極性を育てる 



どの子もできる！子ども第一主義 

 子どもたちにはみんな「よくなろ

う」「大きくなろう」とする内なる力

が働いています。そのような子ども

たちの成長・発達を見守り、援助し

ていくことが私たちの仕事です。ど

んな時にも「子どもの成長」と「子ど

もの安全」を第一に考える、これが

私たちの「子ども第一主義」です。幼

児期は子どもたちの心も体も、毎日

大きく成長を続けます。しかし、成長

の過程では誰もが壁にぶつかりま

す。友達とのことであったり、生活

習慣のことであったり、ぶつかる壁

はそれぞれですが、子どもたちがそ

の壁を越え、一回りも二回りも大き

く成長していく手助けをすることが

私たちの使命です。そして子どもた

ちのためになることなら努力を惜し

まない、という気持ちで教育・保育

を行っています。 

 子どもたちを第一に考え、子ども

たち１人ひとりを大切にする幼稚園

です。当学園では子どもたち１人ひ

とりが主人公です。子どもたちが自

立し、主体性をもち、損得ではなく

善悪を基準にし、それぞれの人生の

主人公として、堂々と生きていける

立派な人間になる。これが私たち全

職員の願いです。 

 当学園では、全教職員が子どもの

無限大の可能性を信じ「どの子もで

きる！」を合い言葉に教育・保育に

取り組んでいます。 

 幼稚園にはたくさんの子どもたち

がいます。どの子にも得意なことが

ありますが、苦手なこともあります。

運動が苦手、鍵盤ハーモニカが苦

手、歌が苦手、着替えが苦手、片付

けが苦手など、生活面や活動面で苦

手なことがあるのは自然なことで

す。しかし、どの子も毎日の積み重

ねの中で必ずできるようになりま

す。できない子はいないのです。い

るのは「できるまでに少し時間がか

かる子」だけです。子どもたちの成

長を支え、無限の可能性を開かせる

ために大切なことは、先生が「どの

子もできる！」と信じて根気よく指

導を行うことです。子どもたちが幼

稚園を卒園していく時に「僕は（私

は）できる！」という自信をもって小

学校へ進学していってほしいと思っ

ています。「どの子もできる！」そう

いう幼稚園でありたいと考え、環境

を工夫し様々な指導法を学びなが

ら日々進化を続けています。 



YAKUSHIJI kindergarten 
認定こども園 

薬師寺幼稚園 紹介 

 「子どもたちの自然の中での実体験」を重視し、『明るく・素直で・元気よい』子どもの育成を目指しています。

約12,000m3の敷地の中には、動物園・農園・築山・原っぱ．温水プールなどの施設があり、子どもたちが伸び

伸びと活動し、健やかに成長できる環境が整っています。 また、平成３１年度に幼保連携型の認定こども園とな

り、乳児棟・１歳児棟・学童棟を増築しました。それにより、0歳児から小学６年生までが一貫した教育・保育を行

える園となりました。 

創立 昭和５０年 

園長 内木 大輔 

クラス数 

（園児数） 

年長４（1１０名）・年中４（1１５名） 

年少４（11５名）・未就園児１（1０名） 

未満児・２歳児４（５４名） 

１歳児３（３９名）・０歳児（７名）   
※R４年５月現在  

職員数 1２４名 

その他 
バス利用可、完全給食、病児保育 

一時預かり、学童保育、未就園児教室 

広く照明・音響設備の
整った大ホール 

雨天でも入れる温水プール  
夏以外はボールプールに変身 

落ち着いて勉強できる学童棟
昼間はプレスクールで使用 

木の温もりいっぱいの保育室 
クジャク・ポニー・ヤギ・うさぎ

などエサやりを楽しめる動物園 
子どもたちが元気よく走り回る 

県内屈指の広さの園庭 

施 設 紹 介 



環 境 （幼児部 満３歳児～５歳児） 

 のどかな田園風景の中に位置し、建物や備品に木材をふんだんに使った「子どもに優しい施設」です。エア

コン・床暖房が完備で、落ち着いた中で教育を受けることができます。敷地内の動物園では動物に触れ合っ

たり、広々とした園庭では体をいっぱい動かして遊んだりでき、四季を感じながら様々な体験をしていま

す。幼稚園の近くに園の畑や里山があり、自然遊びや野菜の収穫などの自然体験がたくさんできます。幼

保連携型こども園に移行したことから、異年齢のコミュニケーションが広がる場面も見かけるようになりま

した。しつけを大切にしながら、のびのびと自然の中で遊べるのが薬師寺幼稚園の良さです。 

環 境 （乳児部 ０歳児～２歳児） 

 平成３１年に乳児棟と１歳児棟を増設しました。木をふんだんに使いエアコン・床暖房を完備した温かな環境

となっています。１歳児棟の２階は多目的スぺースとなっており、誕生会や自由遊び、体操などで利用してい

ます。乳児部だけの行事や活動もありますが、幼児部の活動になるべく参加し、早いうちから集団生活を学ん

でいきます。「ルクミー午睡チェック（心音センサー）」を使って、午睡中の乳幼児突然死症候群（SIDS）を見守

り、玩具や環境の安全面・衛生面に気を配って、小さなお子様が安心して過ごせるようにしています。 



学童棟の環境 （学童 小１年生～小６年生） 

 放課後に卒園児が安心して遊んだり、学習したりする場を提供しています。当学園の学童保育は学習指導に

力を入れており、小学校の宿題はもちろん、園で用意した学習教材に取り組み学習習慣を身につけています。 

 学童棟は２階建てとなっており、１階の３室は学習場所として、２階は課外教室の場として使用しています。１

人ひとりに机が用意されており、落ち着いた環境の中で、学習に取り組むことができます。学習後は園庭に出

て、在園児と一緒に元気よく遊びます。長期休業中も利用できます。 

 詳細は学童保育のページ（P28～29）をご覧ください。 

 令和４年度より、病後児保育から「病児保育」へ変わりま

した。病気の急性期にあるお子さんを一時的にお預かりす

るものです。１日の利用者は最大５名と限定しており、看護

師が対応しますので安心してご利用いただけます。 

 事前登録は、下野市役所こども

福祉課までお申込ください。 

 詳しくは、内木学園の子育て支

援事業、病児・病後児保育の欄に

掲載しています。 

対象 生後6か月～小学6年生までの児童 

利用時間 
８：００～１８：００（月～金） 

※事前登録が必要 

利用料 

市内在住または在勤…１５０円/時間  
市外…０歳児 ５００円/時間 
   …１歳児～３００円/時間 
 
食事代 ： ４１２円  
おやつのみ：１００円 

登録料 無料 

病児保育室 「オリーブ」 

満３歳児クラス・とまと組 （ ０ 、 １ 歳 児） 

 満３歳児とは、年少に入園する前の年齢のお子さまを

対象としたクラスで、４年保育を指します。誕生月の翌月

から１号認定となります。正式な在園児として、週５回の

園生活をしています。            

 とまと組とは、満３歳児と同じ学

年ですが、週２回の登園です。子ど

も達だけで生活するため、入園後ス

ムーズに移行できます。 

 令和４年度から、０歳児のてんとうむしチャイ

ルドがスタートしました。てんとうむしチャイルド

は、月３回の親子参加型の幼稚園体験教室で

す。基本的にはお子様だけで活動しますが、保

護者の方もクラスに付き

添ってお子様の様子を見

ていただきます。親子で楽

しめる活動もご用意してい

ますのでお楽しみに！ 



薬師寺幼稚園分園 

ふたばこども園 紹介 

創立 令和４年 

園長 内木 大輔 

クラス数 

（利用定員） 

２歳児（12名） 

１歳児（12名） 

０歳児１（6名） 

職員数 １０名 

その他 
完全給食、一時預かり、 

病後児保育、サテライト保育 

FUTABA kindergarten 

 ふたばこども園は、認定こども園薬師寺幼稚園分園として令和４年４月に開園しました。石橋地区の文教通り

沿いというアクセスがしやすい立地にあります。０～２歳児３０名という小規模保育を行っています。今後は、一

時預かり保育、病後児保育、子育てサークル、園庭開放などを通して、地域の子育て支援に貢献していきます。

地域の皆様に愛される園になれるよう、職員一同力を合わせて温かい保育を行っていきます。 

音響設備とたくさんの遊具が
整った広い遊戯室 

全面芝生の園庭へ           
直接出られる広いテラス 

０～２歳児の成長に合わせて
作られた見渡しやすい保育室 

施 設 紹 介 

職員室と各保育室の距離が近く  
ていねいな保育ができます   

 二階建ての新築の園舎は   
やさしい雰囲気で溢れています 

園児の発達に合わせて作る   
おいしい給食・おやつ 



環 境 （０～２歳児）  

 ふたばこども園の最大の特徴は、０～２歳児を対象とした小規模こども園であるということです。経験豊

富な職員を配置していますので、低学年の子どもたち一人ひとりの特性に合わせた丁寧で温かな保育を受

けられます。３歳児以降は、本園である薬師寺幼稚園または姉妹園の第二薬師寺幼稚園へ入園することが

前提となるため、子どもたちが環境が変わってもスムーズに適応できるよう、保育内容や年間行事などを統

一し、合同で行える行事は合同で行っていきます。本園と同様に、２歳児は年少進級に向けて体操や鍵盤

ハーモニカなどの活動を少しずつ行っていきます。 

サテライト保育とは…？ 

 待機児童の解消を目指して行われるようになったサ

テライト保育は、今、とても注目されています。 

 駅や都市部から少し離れた広い場所で本園を構え、

バスで１０分程度離れた分園から本園に子供たちを送

迎し、広い場所で保育します。保護者が迎えに来る時

間になれば、また子供たちを分園に送り届け、保護者

には負担がなく、子どもたちは広い本園で伸び伸びと

遊ぶことができる仕組みです。 

 ふたばこども園では、本園（または第二薬師寺幼稚園）へ

入園した後はもちろん、本園に通うご兄弟の方がいる

場合は、保護者の方が分園一か所のみに送迎すれば

済むよう、朝夕のバス送迎を行っています。子供たち

は分園２階の広い遊戯室にて、バス送迎まで友達と遊

んで待ちます。 

 県内有数の広い園庭をもつ本園と、英語や学習に力

を入れている第二薬師寺幼稚園は、それぞれ課外教

室や学童保育も充実している魅力あふれる園です。詳

細は各ページをご覧ください。 



 病気や怪我等から回復しつつあるお子様で、まだ通常の保育に預けるのは心配だけれど保護者の方が保

育するのも困難で…などの場合にご利用いただけるのが病後児保育です。１日の利用者は最大５名と限定し

ており、看護師が対応しますので安心してご利用いただけます。ただし、伝染病にかかっている場合は、利用

をお断りする場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

 在園児でなくてもご利用が可能ですので、ご希望の方はお気軽に職員までお声かけください。なお、系列

園にも病児をお預かりできる施設がありまので、詳しくはホームページをご覧ください。 

 ※わかば保育園 「病後児保育スマイル」、なのはな保育園「病児保育」、薬師寺幼稚園「病児保育オリーブ」 

対象 生後６カ月～９歳児 

利用時間 
８：００～１７：３０（月～金） 

※事前登録が必要 

利用料 

市内在住または在勤…１５０円/時間  
市外…０歳児 ５００円/時間 
   …１歳児～３００円/時間 
 
食事代 ： ４１２円  
おやつのみ：１００円 

登録料 無料 

病後児保育室 「りんどう」 

 一時預かり保育「つぐみぐみ」は、求職活動や保護者の方のリフレッシュなど、様々な理

由でご利用いただくことができます。掃除・洗濯・買い物等の家事全般や、法事、通院、

介護、兄弟の行事、美容室など、どのような理由でもお子様をお預かりしています。子育

てはとても楽しいものですが、時には疲れも溜まるものです。時々リフレッシュして気持

ちをリセットし、心に余裕をもってお子様と向き合うことで、子育てを楽しんでいただき

たいと思っています。下野市の育児ママ・パパリフレッシュ利用券も使うことができま

す。詳細は別紙ご案内をご覧ください。 

一時預かり保育 「つぐみ」 

対象 満３カ月～３歳児 

利用時間 
７：００～２０：００（月～金） 

７：００～１８：００（土）※あおば保育園にて 

利用料 

保育料 ０歳児 ５００円/時間 

      １歳児～３００円/時間 

食事代 ： 412円 

おやつのみ：１００円 

登録料 ７５０円 



認定こども園 

第二薬師寺幼稚園 紹介 

創立 平成６年 

園長 内木 大輔 

クラス数 

（園児数） 

年長２（5６名）・年中２（６０名） 

年少２（５６名）・未就園児１（７名） 

未満児・２歳児３（２２名） 

１歳児２（２４名）・０歳児１（８名） 
※R４年５月現在 

職員数 ６９名 

その他 
バス利用可、完全給食、一時預かり、 

学童保育、未就園児教室 

DAI2YAKUSHIJI  
        kindergarten 

 グリーンタウンの緑あふれる静かな街並みにあり、子どもたちの教育・保育に適した環境が整っています。園

舎北側には祇園原公園が隣接しており、保育や運動会・マラソン大会などの行事で活用しています。「知・徳・体」

を磨くことに重点を置いており、様々な体験の中で学ぶ楽しさを知り、確かな思考力をもって意欲的に活動で

きる子どもの育成を目指しています。平成２８年に乳児棟を増築し認定こども園となりました。 

広く照明・音響設備の
整った大ホール 

雨天でも入れる温水プール  
夏以外はボールプールに変身 

園近くのいっぱい遊べて    
体も動かせる祇園原公園 

施 設 紹 介 

木の温もりいっぱいの保育室 
 貸し出し用の絵本が 

たくさん並ぶ図書室 
園庭へ出やすくなっている  

広く長い屋外テラス 



環 境 （幼児部 満３歳児～５歳児） 

 薬師寺幼稚園と同様に、建物や備品に木材をふんだんに使った「子どもに優しい施設」です。エアコン・床暖

房が完備で、落ち着いた中で教育を受けることができます。園庭で元気よくかけ回る遊びの時間と、保育室

で楽しく英語教育や読み書きといった学びに取り組む時間が工夫されているのが第二薬師寺幼稚園の特徴

です。充実した園生活の中で、子どもたちはけじめや集中力を身に着けながら、友達と協力したり一緒に楽

しんだりして、生き生きと園生活を送っています。当学園にはバスが９台あり、子どもたちが大好きなバスに

乗って、野菜の収穫や自然体験、園外保育などの様々な行事を楽しく行っています。 

環 境 （乳児部 ０歳児～２歳児） 

 平成２８年に２階建ての乳児棟を増築しました。木をふんだんに使いエアコン・床暖房を完備した温かな環

境となっています。乳児部だけの行事や活動もありますが、幼児部の活動になるべく参加し、早いうちから

集団生活を学んでいきます。「ルクミー午睡チェック」を使って、午睡中の乳幼児突然死症候群（SIDS）の見

守りをしたり、玩具や環境の安全面・衛生面に気を配ったりして、小さなお子様が安心して過ごせるようにし

ています。幼児部や祇園原公園への行き来がしやすく、散歩や外気浴など自然を味わうことができます。 



学童棟の環境 （学童 小１年生～小６年生） 

 放課後に卒園児が安心して遊んだり、学習したりする場を幼稚園で提供しています。第二薬師寺幼稚園では

園舎北側の住宅を改装した、アットホームな雰囲気の学童棟で学んでいます。１人ひとりの机で落ち着いて学

べるのはもちろんこと、学童棟の課外教室やレッスンを受けることもできます。園舎で開講されている課外教

室もあります。専任の英語講師の指導のもと、本格的な英会話が楽しく学べるのも特徴です。学習後は園庭

に出て、在園児と一緒に元気よく遊びます。長期休業中も利用できます。 

 詳細は学童保育のページをご覧ください。 

対象 満３カ月～３歳児 

利用時間 
７：００～２０：００（月～金） 

７：００～１８：００（土）※あおば保育園にて 

利用料 

保育料 ０歳児 ５００円/時間 

      １歳児～３００円/時間 

食事代 ： ３５０円 

おやつのみ：１００円 

登録料 ７５０円 

 一時預かり保育「ちゅうりっぷぐみ」は、求職活動や保護者

の方のリフレッシュなど、様々な理由でご利用いただくこと

ができます。掃除・洗濯・買い物等の家事全般や、法事、通

院、介護、兄弟の行事、美容室など、どのような理由でもお

子様をお預かりしています。 

 下野市の育児ママ・パパリフレッ

シュ利用券も使うことができま

す。詳細は別紙ご案内をご覧くだ

さい。 

一時預かり保育 「ちゅうりっぷぐみ」 

満３歳児クラス・りんご組 （０、１、２歳児） 

 満３歳児とは、年少に入園する前の年齢のお子さまを

対象としたクラスで、４年保育を指します。誕生月の翌月

から１号認定となります。正式な在園児として、週５回の

園生活をしています。            

 りんご組とは、満３歳児と同じ学

年ですが、週２回の登園です。子ど

も達だけで生活するため、入園後ス

ムーズに移行できます。 

 令和４年度から、０歳児のてんとうむしチャイ

ルドがスタートしました。第二薬師寺幼稚園で

は、0～２歳児の学年向けにてんとうむしチャイ

ルドがあります。月３回の親子参加型の幼稚園

体験教室で、基本的にはお

子様だけで活動しますが、

保護者の方もクラスに付き

添ってお子様の様子を見

ていただきます。 



内木学園での１日の流れ 

１日の流れは、季節・行事・学年により違いがありますが、おおむね以下の通りです。 

 幼児部 乳児部 

７：００ 早朝保育 

８：３０ 
随時登園 

自由遊び 
室内遊び・排泄 

９：００   

９：３０   

１０：００ 集会 主活動 

１０：３０ 主活動  

１１：００  給食 

１１：３０ 給食  

１２：００  着替え・排泄 

１２：３０  午睡 

１３：００ 自由遊び  

１３：３０   

１３：４５   

１４：３０ 降園・延長保育 起床・検温 

１５：００   

１５：３０ 自由遊び  

  
自由遊び 

延長保育 

２０：００ 最終降園時刻  

朝の会 

朝の会 

帰りの会 

帰りの会 

おやつ 

おやつ 

給 食 

給 食 

午 睡  

主活動 

主活動 

登園した園児は合同で遊びます。登園時間後は、ク

ラスに入って自分で荷物整理・出席ノートにシール

貼りをします。終わった子どもから園庭に出て元気

に自由遊びをします。 

各クラスで朝の会を行います。（出席確認、朝の歌、

立腰、読み聞かせ等）立腰は、子どもたちの姿勢を

正し、一人ひとりの体調を確認することにも役立ち

ます。毎日続けることで集中力が身につきます。 

午前おやつは牛乳や小魚、野菜スティックなどを提
供しています。乳児部と延長保育利用者の午後お
やつでは、栄養を考えた手作りを提供します。 

幼児部では主に体操指導・音楽指導（鍵盤ハーモニ

カ）などを毎日３０分行っています。その他、月ごと

の制作や英語活動などもあります。また、行事や野

菜の収穫で園外に出かけることもあります。乳児部

では集会や屋内外の遊び、散歩、制作など、保育士

が日々工夫を凝らして保育しています。 

配膳当番は子どもに大人気！調理師さんが作った

温かくおいしい給食をお腹いっぱい食べます。 

年齢によって異なりますが、約２時間しっかりと眠

り、午後の活動のためにエネルギーを蓄えます。 

降園準備をしたら、皆で今日１日を振り返り、明日

の保育への期待を高めます。手遊び、読み聞かせ、

帰りの歌のあと、元気に「さようなら！」です。 

 以前（認定こども園移行前の幼稚園）は、１０時から全

体の保育を開始していましたが、現在は９時１０分まで

に全園児が登園します。また、降園時間も１０分間延ばし

ました。保育時間が１日あたり１時間増えると、月に２０

時間、年間で２００時間以上の保育時間を確保できま

す。この時間の余裕が、子どもたちの豊かな経験をさら

に深いものにします。様々なカリキュラムや行事に取り

組み保育内容を充実させるとともに、子どもたちが自

由に遊ぶ時間も十分に確保できるようにしています。 

 

おやつ 



内木学園の年間行事  

通常行っている主な行事をあげています。乳児部のみが行う行事には   のマークが付いています。 

４月 ５月 ６月 ７月 

●慣らし保育・個人面談 

●入園式 

●１学期始業式 

●たけのこ掘り 

●誕生会 

誕生児の保護者を招き、お子

様と一緒に給食を食べたりお

楽しみ会をしたりと好評です。 

●いちご狩り 

●誕生会 

●保護者参観 

●園外保育 

●給食試食会 

 

   いちごパーティー 

 

●消防署見学 

●じゃがいも掘り 

●交通安全教室 

●誕生会 

●園外保育 

●自由参観 

 

    サマースクール   

●園外保育 

●誕生会 

●１学期終業式 

●夏祭り 

●年長お泊り保育 
 

   七夕パーティー 

８月 ９月 １０月 １１月 

●夏期保育 

●個人面談 

●２学期始業式 

●誕生会 

●梨パーティー 

 

 

●誕生会 

●入園説明会 

 

 

 

 

 

●運動会 

●誕生会 

●りんご狩り 

●さつまいも掘り 

●こども祭り 

●ハロウィンパーティー 

●誕生会 

●年長益子焼手形取り 

卒園記念品として益子焼の

制作を行います。 

●郵便局見学 

●自由参観 

１２月 １月 ２月 ３月 

●クリスマス会 

●新入園児クリスマス会 

●誕生会 

●餅つき 

●マラソン大会 

●２学期終業式 

 

●３学期始業式 

●誕生会 

●もちつき大会 

●１日入園 

●自由参観 

 

    七草粥 

●節分 

●誕生会 

●発表会 

小山文化センターにてダンス

や音劇・体操を発表します。 

●年長卒園遠足 

●お別れ会 

●誕生会 

●ひな祭り 

●卒園式 

●修了式 

 

 

 



 平成２６年度に給食室を業者委託から直営方式に変更し、栄養士・調理師を雇用して「おいしくて安全な給食

づくり」に取り組んでいます。毎月「給食会議」を行い、子どもたちの好みや残量を把握し、給食の質の向上に

努めています。お米は全て栃木県産コシヒカリ、肉類は国産を使用しています。アレルギーへの細やかな対応

（完全除去を基本とした代替食の提供）や個々の発達に合わせた離乳食など、どの子も安全に給食を食べてい

ただけるようにしています。まれに完全除去が難しいアレルギーをお持ちの方は、弁当持参となることがあり

ます。給食試食会を行い、保護者の方からのご意見を参考に、よりよい給食となるよう努力しています。 

内木学園は自園調理で食育が充実 

●給食室を直営し、おいしく安全な給食づくりをしています 

●豊富なメニューで飽きない工夫をしています 

 
 行事食（誕生会メニュー等）や、季節の食材（幼稚園でと

れたタケノコ、ジャガイモ、サツマイモ、大根等の野菜）を

使ったメニュー、日本各地のご当地料理メニューなど、毎

日豊富なメニューを提供しています。週５回の完全給食

で、お米だけでなく、週１回ずつ、子どもたちに人気の焼

き立てパン、麺（パスタ・うどん・ラーメン等）も提供してい

ます。園外保育の日と予備日は大好きなお弁当を楽しむ

機会となっています。 

 市販品は使用せず、手作りのおやつを提供しています。乳児部は午前・午後の２回おやつの提供があります。

ポテトチップスなどの市販品は、カロリーは高いですが栄養価は低いです。時々食べるのは楽しみとして良い

と思いますが、毎日のように摂取することは望ましくありません。栄養士が栄養バランス、カロリーをきちんと

計算し、こだわりをもっておやつづくりを行っています。 

●栄養豊富なおいしい手作りおやつを提供しています 

 給食とは、心にも栄養を与えてくれるものです。おいしい食事

を友だちや先生と楽しく食べるのは子どもたちが喜びや幸せを

感じられる時間です。保育者は子どもとの食事を楽しみながら、

食事のマナーや箸の使い方、片付けなどを指導し、子どもたちが

好き嫌いなく何でも食べられるよう、食育を進めています。 

●マナーを守って楽しく食事をとります 



●週１回、専門の体操指導者による指導を受けます。 

 運動会や発表会などで披露する技を決め、それらの目標に向けて、友だちや

先生を手本にしながら頑張れるよう声掛けを行っています。 

●目標を設定し、それに向けて努力します。 

体 操 指 導  

G y m n a s t i c s  

i n s t r u c t i o n  

内木学園の特色ある教育カリキュラム 

 当学園では、教育目標に基づき、様々な特色ある教育カリキュラムをご用意しています。毎日の体操指導と

音楽指導（鍵盤ハーモニカ）や制作、英語活動、文字書き活動などがあります。 

 幼児期は脳の発達の盛んな時期であり、様々な研究により運動神経や音感の獲得に最適な時期であること

が分かっています。運動神経を司る小脳は８歳までに成人の９０％近くになります。この時期に多様な運動を

行うことが運動能力を高める上で重要です。運動神経は遺伝ではなく、生育環境によって決まるのです。（遺

伝の影響は２０〜３０％と言われています。）体操指導や音楽指導では、技を出来るようにすること、曲を弾け

るようにすることももちろん大切です。けれども、それ以上に「好きにすること」「楽しむこと」を大切にしてい

ます。「好き」という気持ちは、生涯を通じてそれらに親しみ、健康で豊かな生活をおくる基礎です。 

 専門の体操指導を受けて、体の柔軟性やバランス感覚、基礎体力を育てブ
リッジや側転、前方回転、三点倒立、逆立ち歩きなどの技に挑戦します。毎日
指導をしている担任と連携を取りながら、その子に合った体操を進めます。
始めはなかなか上手にできませんが、先生からの指導や友達との教え合いを
通して技を磨くとともに、コミュニケーション能力を育てていきます。 

 毎日継続して体操指導を行うことで、運動に親しむ習慣が身に付き、運動能力を高めることができます。何
より大切にしているのは、子どもたちの「心」を育むことです。体操指導の時間では、怪我につながる危険もあ
るため、常に集中して先生の話を聞き、周囲の状況をよく見て体操に取り組むように指導しています。また、新
しい技に挑戦するときには強い心が必要となります。毎日の実体験から、継続して取り組むことの大切さを知
り、「どの子もできる！」の信念のもと、粘り強く頑張る気持ちが培われるよう指導しています。 

幼児期に 

運動神経と 

「頑張る心」を育む 

●毎日３０分の体操指導を行います。 

※アイコンの説明     薬師寺幼稚園     第二薬師寺幼稚園 



 幼稚園は、子ども達の成長のための場所、子ども達に「将来幸せになるための力」を育てるための場所です。

「自分の未来を自力で切り開き、幸せを実現するための力を育む」という視点で見たとき、最も大切なことは子

ども達の「心」を育てることです。「三つ子の魂、百まで」の言葉通り、幼児期に身につけた心は、大人になっても

変わらないものです。幼児期にどんな経験をして、どんな心を育てるのかが大切です。幼児教育の最も大きな目

標は、子ども達の「心」を育むことです。当学園では、教職員全員が「心を育てる」という視点をもって子どもと関

わり、教育・保育を行います。とりわけ、当学園では次のような心の育成に重点を置いています。 

●毎日３０分の音楽指導（鍵盤ハーモニカ）を行います。 

 

 

 

●小さなステップアップが大きな成長につながります。 

 

 

 

●目標を設定し、それに向けて努力します。 

 

音 楽 指 導  

M u s i c  

 i n s t r u c t i o n  

幼児期に音感と 

「粘り強く 

取り組む心」を育む 

 幼児期は、最も音感を身に付けやすい時期です。朝の会や帰りの会での発声練習や月の歌の斉唱のほかに、

毎日３０分間鍵盤ハーモニカに取り組むことで、音感を身につけること、「音楽が好き」という気持ちを育むこ

とを目指しています。簡単な音遊びから始まって、様々な楽曲を通して息の吐きだし方や指使いを学んでいき

ます。毎日続けていくうちに、いつの間にか上達し上手に弾けるようになります。※乳児部は２歳児から行います。 

 簡単な曲から難しい曲になるよう、学年ごとに数十曲の楽譜を用意しています。子どもたちは自分で楽譜を
読み、指使いを練習していくことで弾けるようになります。どこでつまづくかはその子によって違います。音楽
指導の先生や担任の先生が、その子の力に合わせて教え方を工夫するので、毎日練習していくうちに弾けるよ
うになります。曲が弾けるようになったら、新しい曲へステップアップします。こうして、自分で進んで練習する
ことの大切さを実感するのです。 

 誕生会や発表会などで、鍵盤ハーモニカはの練習の成果を披露します。どの程度弾けるようになりたいかと

自分なりに目標を設定し、友だちや先生を手本にしながら頑張れるよう声掛けを行っています。 



●恵まれた自然を利用した自然体験・収穫体験ができます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●命の温かさを感じる身近な動物園があります 

 

 地名・園名から分かる通り、奈良時代に下野薬師寺があった場所に薬

師寺幼稚園は位置しています。周囲は起伏に富み、日本の四季を感じさ

せてくれる田園・畑・林が続いています。 

 園には、約3,267㎡のジャガイモ畑、約3,960㎡のサツマイモ畑、約

2,277㎡の竹林があります。毎年ジャガイモとサツマイモ、タケノコ、大

根、玉ねぎなどの野菜を栽培し、子どもたちが収穫を体験できるように

しています。また、約3,465㎡の里山（自然林）では、アスレチックや

ガーデンテーブルが設置されていて、子どもたちが楽しく遊べます。県

下指折りの広さを誇る約12,000㎡の園庭では、四季折々の美しさを

見せる樹木や果樹があり、戸外遊びを楽しんでいます。第二薬師寺幼稚

園は農園や里山などを薬師寺幼稚園と共有し、自然体験を行います。い

ちご狩り、りんご狩り、ぶどう狩りでは、提携する果樹園へ行き収穫を楽

しみます。友達と一緒に収穫した野菜や果物が、ご家庭でどんな料理に

なるのかと楽しい話題となっています。 

自 然 体 験  

N a t u r e  

E x p e r i e n c e  

四季を感じ 

収穫する喜びを 

味わう 

 薬師寺幼稚園西側に、約1,980㎡の動物園があり、ロバ、ポニー、ミニチュアホース、ヤギ、クジャク、うさぎ、

ニワトリなどを飼育しています。第二薬師寺幼稚園でもうさぎを飼育しています。子どもたちは散歩や自由遊

びの時間に動物たちとの触れ合いや餌やりを楽しみ、伸び伸びと遊んでいます。親しみをもって動物に接する

ことができ、命の大切さを感じられる豊かな感性をもった子どもに育ってほしいと思っています。 



 

●ネイティブの英語講師による英語レッスンで英語に親しんでいます。 

英 語 レ ッ ス ン  
E n g l i s h   

c o n v e r s a t i o n  

幼児期に 

正しい発音と 

積極性を育む 

 令和２年度から、新学習指導要領にもとづいて小３・４年生は英語遊び、小５年生から英語が正式な科目と

して実施されています。英語教育の重要性はかねてより指摘されてきたことですが、 日本語を母国語とする

日本人が日常生活に困らないレベルの英語力を身につけるには、およそ2,400～2,700時間の学習が必

要だと言います。 21世紀で育つ子どもたちには、本当に使える英語・英会話が必要です。 脳の発達の盛ん

な幼児期に正しい発音にたくさん触れることは、今後、英語理解を深める上で重要なポイントとなります。 

 当法人ではこれまでも英語講師を招いて英語レッスンを行ってきましたが、さらに注力するために令和２

年度から専任のネイティブ＆バイリンガルの英語講師を雇用し、英語レッスンをスタートしました。薬師寺幼

稚園では正課内（保育時間内）に、25分程度のレッスンを週２回（年少は週１回）、第二薬師寺幼稚園では週２

回行っています。乳児部でも適宜レッスンを行っています。レッスンでは、ゲーム感覚で楽しみながら英語を

使い、コミュニケーションの基本や単語、表現を覚えられるようにしています。 

 幼稚園の英語レッスンで学んだ内容をさらに深められるよう、英語講師による課外教室「Dream Eng-

lish」を開講しました。ネイティブの講師による一貫した本格的な英語学習を続けられます。Dream English

では、「読む」「書く」「聞く」「話す」の４技能が身に付くカリキュラムが用意されており、在園児向け課外教室

「Dream English Ｋ-ｃｌａｓｓ」、小学生・学童向けの「Dream English Ｄ-ｃｌａｓｓ」で正しい発音と耳を育て

て、本格的な英語の公教育が始まる中学生までフォローしていきます。 

 将来は、英語検定や各種検定などにチャレンジするなど、目に見える成果を残すことができます。  

●課外教室と連動し、幼稚園～小学校の一貫した英語教育が受けられます。 



●乳児期から、つくる喜びや創造する楽しさを味わえるようにしています 

  人間の感性や情緒が発達する時期に、感性を働かせたり、仲間と協力して作ったりする喜びを味わえること

は、将来、創造性の原動力となります。当学園では、月の制作や季節の制作など、様々な種類の制作を保育に

取り入れています。指先の発達が促されるとともに、色々な材料や道具に触れることができます。造形的な創

造活動の基礎的な能力を培い、豊かな情操を養います。そして、１年間でつくった制作物は、ひとつの制作帳

にまとめ、ご家庭に持ち帰りますので、子どもの成長が見れる素敵な記念品になります。また、平成３０年度よ

り、下野教育美術展への出品も始めました。「制作が大好き」そんな子どもたちを育てたいと考えています。 

制 作  
M a k i n g ＆  

D r a w i n ｇ  

自然や四季の 

美しさを感じ取り 

創造する力を育む 

 幼児期から絵本の読み聞かせや貸出を積極的に行い、たくさんの言葉や物語に触れられるようにしていま

す。「自分で絵本を読みたい」、「文字を書きたい」という気持ちが芽生えるよう気持ちを高めています。幼稚園

では、敬老の日の手紙やゆうびんやさんごっこなどで、家族や友達、先生に手紙を書きます。第二薬師寺幼稚

園では保育時間に文字書きの学習を設け、学ぶ喜びを感じ、自ら学習できるよう支援しています。 

●通常保育や行事の中で文字書きを取り入れています。 

文 字 書 き  

W r i t i n g ＆  

C a l c u l a t i o n  

学ぶ喜びを感じ 

自ら学習する習慣 

を身につける 

 薬師寺幼稚園・第二園薬師寺幼稚では、文字書き・計算を学ぶ場として課外教室「アンビシャス」があります。

「自分で学ぶ習慣」を身につけられるよう、子どもの進度に合わせてテキストを進めます。さらに学習を深める

場として課外教室「薬師寺そろばん教室」があり、多くの子どもたちが検定試験の合格を果たしています。 

●課外教室「アンビシャス」 



対象 生後満３カ月～３歳児 

場所 
第二薬師寺幼稚園（ちゅうりっぷぐみ） 

ふたばこども園（つぐみぐみ） 

利用時間 

７：００～２０：００（月～金）（ちゅうりっぷ） 

8：00～19：00（月～金）（つぐみ） 

７：００～1８：００（土）  

利用料 

０歳児 ５００円/時間 
１歳児～３００円/時間 
食事代 ： 350円 おやつのみ：１００円 

登録料 ７５０円 

姉妹園でも一時預かり保育を行っています。 
＜下野市内＞ 

あおば保育園（かなりやぐみ）、わかば保育園（うぐいすぐみ）、 

薬師寺保育園（あひるぐみ） 

＜宇都宮市内＞ 

上横田よつば保育園（ひばりぐみ）、みつば保育園（つばめぐみ）、

すずらん保育園、なのはな保育園 

内木学園の子育て支援事業 

 当学園では、仕事や家庭の事情など、地域で子育てを頑張っているママ・パパたちの子育てを応援したいと考

えています。そのために、子育て支援事業として、預かり保育事業や病後児保育事業、学童事業など、様々な活

動を行っています。在園している園児はもちろん、市内にお住いのお子様も利用できるものもあります。 

 

 掃除・洗濯・買い物等の家事全般や、法事、通院、介護、

兄弟の行事、美容室など、どのような理由でもお子様を

お預かりしています。下野市の育児ママ・パパリフレッシュ

利用券も使うことができます。 

 【ご利用手順】 

 ご利用日前日までにご登録にお越しください。ご登録に

は、印鑑・子ども医療費受給資格者証のコピー・保険証の

コピー・緊急連絡先が必要となります。ご登録時に、予約

方法（インターネットによる受付）についてご説明します。 

一時預かり保育（月～金） 

えんとつの受付からお申込みください。３開園日前に勤務証明書を提出していただく必要があります。 

※休日保育には薬師寺幼稚園での事前登録が必要です。 

対象 生後３カ月～学童 

利用時間 ７：００～１８：００  

場所 
あおば保育園 

行事の関係で場所が変更になる場合があります 

利用料  

２・３号 
(標準時間) 

なし 

2号認定
(短時間) 

7:00～8:00、16:00以降は 

１００円／時＋基本料２００円 

３号認定
(短時間) 

7:00～8:00、16:00以降は 

４００円／時 

学童 １２００円／日 

食事 
給食あり（無料） 

おやつあり（乳児は２回） 

休園日の預かり保育  
（土曜保育） 

休園日の預かり保育  
（休日保育） 

対象 市内の生後３カ月～５歳児 

利用時間 ７：００～１７：３０  

場所 
あおば保育園 

行事の関係で場所が変更になる場合があります 

 登録料 １０００円＋消費税  

利用料  

０歳～２歳児 無料 

３歳～５歳児 主食費４１２円 

食事 
給食あり 

おやつあり（乳児は２回） 



子ども達の遊びを広げる場、保護者のふれあいの場、子育ての輪を広げる場、子育ての知恵を広げる場として

ご利用ください。先生たちが常駐していますので、気軽に育児相談もできます。身体測定、誕生会、フラワーアレ

ンジメント、マッサージ、エアロビクス、看護師による保健指導など、センターごとにたくさんのイベントが用意さ

れています。手遊び、紙芝居、製作、外遊び、リズム運動、水遊びなどもやっていますので、ぜひ一度親子で遊び

にいらしてください。同じ年頃のお子さんを持つお友達を作って、子育ての輪を広げましょう。 

対象 小学校入学前の未就学児 

場所 

あおば保育園内（ゆりかご） 

わかば保育園内（みるく） 

登録をすれば、ゆりかご・みるくのどちらでもご
利用いただけます。 

利用時間 ９：００～１５：３０（月～金） 

利用料 無料 

登録料 ２００円（名札代） （随時受付） 

子育て支援センター 

【 利 用 登 録 に つ い て 】  
 利用される方は、事前に様式にご記入のうえ、ご登
録を済ませてください。登録場所は、病後児保育と病
児保育で異なりますが、病気の種類により受け入れら
れない場合があるため、できれば病児・病後児両方の
ご登録をお勧めいたします。 
 また、初めてご利用になるときは、電子連絡受付シス
テム「えんとつ」の登録がありますので施設までお越し
ください。 

対象 
市内の生後6か月から小学6年生までの児童 

(保育園、幼稚園、小学校に通園・通学しているお子様)  

場所 
薬師寺幼稚園（病児保育 オリーブ） 

ふたばこども園（病後児保育 りんどう） 

わかば保育園（病児保育 スマイル） 

利用時間 

オリーブ／８：００～18:00（月～金）  

りんどう／８：００～１７：30（月～金） 

スマイル／8：00～１8：０0（月～金） 

利用料 

市内在住または在勤…１５０円/時間  
市外…０歳児 ５００円/時間 
   …１歳児～３００円/時間 
食事代 ： ４１２円 おやつのみ：１００円 

登録料 無料 （随時受付） 

食事 給食あり おやつあり（乳児は２回） 

病児・病後児保育 

【 病 後 児 保 育 ： 利 用 登 録 】  
各施設で行います。登録表・緊急連絡先（保険証＋こども 
医療受給者証＋印鑑持参でも可）をお持ちください。 

 【 ご 利 用 の 前 に 】  
ご利用の前に、医師の診断が必要です。医療機関で「連絡票」に記入していただきます。ご家庭で「利用申請
書」もご記入ください 

 【 ご 予 約 方 法 】  
  予約はえんとつで行えます。※前日１７時以降の予約の場合、当日８：３０以降のご利用になります。 

   ※当日の利用状況によりお預かりできないことがありますのでご相談ください。 

【 ご 利 用 の 際 は 】  

登園のときには、必ず書類(連絡票・利用申請書)と保育に必要な物をお持ちいただきますようお願いしま
す。投薬希望の場合は必ず薬連絡表を添えてお持ちください。 

 【 支 払 い 】    保育料・諸費は、都度 楽天ペイ/Air Pay（交通系ＩＣ・クレジット可）でお支払いください。 

【 病 児 保 育 ： 利 用 登 録 】  
 下野市役所こども福祉課までお申込ください。  
 市の登録書を使用します。 



延長保育・預かり保育 

 学級編成時間や標準保育時間の終了後も、就労等によりお迎えが難しい場合があります。そのようなときで

も、子どもには安心して過ごせる生活の場が必要です。延長保育は、０歳児〜５歳児までの園児が兄弟のように

関わりをもち、大きい子が小さい子の面倒を見るなど、子ども同士の縦のつながりが強まり独自の教育効果が

期待できます。また、同学年の違うクラスの子と関わりをもち交友関係を広げることができるなどのメリットも

あります。延長保育では、お楽しみ会を月に１回実施しており、里山での自然体験や遠足は、子どもたちにとても

人気があります。土曜日の保育（土曜保育）は、あおば保育園での保育となります。延長保育や預かり保育は、受

付連絡システム「えんとつ」にて受付しています。 

・延長保育を利用する場合は、基本保育料以外に延長保育料金がかかります。 

・基本料は一律２００円です。延長保育料が月極保育料を超える場合は、自動的に月極料金となります。 

・土曜保育をご利用の場合は、両親とも所定の勤務証明書をご提出いただきます。 

・土曜保育利用日当日８：３０以降のキャンセルは、キャンセル手数料として４１２円を集金させていただきます。 

・ふたばこども園の延長保育は１９：００までとなります。月極料金は５，０００円です。 

・令和４年度以降は変更になる可能性があります。 

長期休業中の預かり保育 

開園日 月～金曜日 ７:００～２０：００ （分園は１９：００まで） / 土曜日 ７:００～１８：００ 

休園日 年末年始（１２/２９～１/３）、日曜日・祝祭日、その他災害時など必要な場合 

保育提供時間 早朝保育時間 延長保育時間 延長保育料 月極料金 土曜保育  

１号  

年少以上 

9:00～14:00  
７：００～８：３０ 

（無料）  

１４：３０～２０：００  

１００円／時 
＋基本料 

14，０００円 
受付 

なし 
満３歳児 ４００円／時 ２８，０００円  

２号  

保育標準時間 7:00～１８：００ ー １８：００～２０：００ 
１００円／時 
＋基本料 

５，０００円 （無料） 

保育短時間 ８：００～１６：００ ７：００～８：００ １６：００～２０：００ 
１００円／時 
＋基本料 

６，０００円 保育提供時
間外は有料 

３号  

保育標準時間 7:00～１８：００ ー １８：００～２０：００ ４００円／時 ８，０００円 （無料） 

保育短時間 ８：００～１６：００ ７：００～８：００ １６：００～２０：００ ４００円／時 ８，０００円 保育提供時
間外は有料 

開園日・時間 

預かり保育時間 預かり保育料 月極料金 給食代  

１号  

年少以上 

７：００～２０：００  

１００円／時 
＋基本料 

14，０００円 
別途 

１食４１２円  
満３歳児 ２８，０００円  ４００円／時 

２・３号認定は通常保育中と同じ時間・保育料となりますが、１号認定は以下の通りです。 

延長保育・土曜保育 

・長期休業中はバスが運行しておりませんので、保護者の方に送迎していただきます。 

・体操指導は長期休業中も行っています。 

（令和３年度実績） 



  在園児として、子どもだけで週５回の園生活を送ります。 

※アイコンの説明     薬師寺幼稚園     ふたばこども園     第二薬師寺幼稚園 

 内木学園の満３歳児は、正式に在園児として３号認定の２歳児と一緒に園生活を過ごします。４月から保育

を開始しますので、食事や排泄なども自分でやってみようという気持ちが生まれ、自立心が育ちます。年少

組とほぼ同じ保育（発達に合わせて年少組の保育とは多少違う部分はあります）を受けます。在園児やたく

さんの職員と触れ合いますので、社会性が身につきます。また、一緒に活動することで、幼稚園に慣れるのも

早く、落ち着いた生活ができるようになります。 

内木学園の未就園児（プレ）教室 

対象 
満３歳児 

（その年度中に３歳になる子ども）  

募集人数 
   30名程度 

   15名程度 

保育時間 
９：００～１４：００（月～金） 

※長期休業中は行いません。 

延長保育 

預かり保育 
利用できます。 

費用 

施設維持費 
５３，０００円 

（年少進級時のみ） 

バス使用料 
３，０００円／月 

(バス利用の方のみ) 

保育料 

市町村の定める額 
 

※１号に認可されるまでは 

月額22,000円 

教育充実費 ６，５００円 

給食費 ６，０００円 

教材費 実費 

内木学園では、未就園児と保護者の方が参加できる教室やイベントを定期的に開催しています。未就園児教室

では、いくつかある教室の中から、「幼稚園に向けて少しずつ慣れたい」、「もっと子どもと一緒にいろいろな活

動をしたい」、「ママ友を増やしたい」など、ご希望にあったものを選べると思います。見学もできますので、お気

軽にご相談ください。 

 満３歳児（１号認定）       

＜注意点＞ 

1. 入園のお申込は、入園を希望する前年９月から受付を開始しています。詳しくはＨＰをご覧ください。 

2. 延長保育利用の場合は、別途延長保育料（４００円／時）がかかります。 

3. 保育料について、下野市在住の方の場合、満３歳の誕生日を迎えた次月から正式入園となります。満３歳
児の誕生日を迎える月までは、施設型給付（市の補助金）の対象とならないため、階層区分に関わらず一律で
毎月の利用者負担を２２，０００円とさせていただきます。誕生日を迎えた翌月から正式入園となり、利用者負
担は無償化されます。（下野市外の方は自治体により認定日が異なりますので、ご相談ください。） 

4. 延長保育・預かり保育の利用が多い場合は、３号認定への変更をお勧めすることがあります。 

◆在園児として、幼稚園の正式な教育・保育を行います。 

◆食事・排泄・着替えなど身の回りのことを自分でできるように自立心を養います。 

◆友達と一緒に遊ぶことを通して、友達と仲良く関わる方法を学びます。 

◆すべての行事に参加し、自然や社会の事柄など様々なこと経験します。 



  子どもだけで週２回の園生活を体験する未就園児クラスです。 

 

 他の未就園児教室とは異なり、親子で活動するのではなく子どもたちだけで生活をします。登園するのは

週に２日ですが、子どもたちだけで生活するため、年少に進級にするにあたりスムーズに園生活送れるよう

になります。友達と遊んだり、行事や制作を楽しんだりと幼稚園での生活に少しずつ慣れていくことができ

ます。また、保育者が子どもたちの自分でやってみようという気持ちを上手く引き出し、食事や排泄、着替え

などを自分でできるように支援していきます。また、登園日に幼稚園で予定されている行事には参加しま

す。 （体力面を考慮し、参加を見送る行事も一部あります。） 

対象 
満３歳児 

（その年度中に３歳になる子ども）  

募集人数 
   １０名程度（１クラス）  

   １2名程度（１クラス） 

保育時間 

前期 ４～９月 

後期 １０月～３月 

 

    木・金コース ９：００〜１４：００ 

※長期休業中は行いません。 

また、祝日はお休みです。祝日の保育を他の日に
振り替えて行うことはありません。 

延長保育 
登園する曜日はご利用いただけます。それ以外

の日は一時預かり保育をご利用ください。 

費用 

入会金 
３，０００円 

（入会時１回のみ） 

バス使用料 
３，０００円／月 

(バス利用の方のみ) 

保育料 １１，０００円／月 

給食費 １食４１２円 

教材費 実費 

 未就園児クラス           とまとぐみ      りんごぐみ 

＜注意点＞ 

1. 未就園児教室は、途中で退会された場合でも、入会金はお返しできません。 

2. お申込は、【前期】入会を希望する場合は前年１１月から、【後期】入会を希望する場合は入会する年の６月

から、それぞれ受付を開始しています。詳しくはＨＰをご覧ください。 

3. 後期は、次年度の入園児の慣らし保育の場となりますので、入園の意志のない方は退会して頂いておりま

すので、あらかじめご了承ください。 

4. 延長保育利用の場合は、別途延長保育料（１時間３００円）がかかります。 

 

◆幼稚園の保育を経験し、幼稚園生活に慣れることを目的としています。 

◆食事・排泄・着替えなど身の回りのことを自分でできるように自立心を養います。 

◆友達と一緒に遊ぶことを通して、友達と仲良く関わる方法を学びます。 

◆行事の一部に参加し、自然や社会の事柄など様々なこと経験します。 



  親子で参加する月３回の幼稚園体験教室です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

てんとうむしチャイルドは、親子参加型の幼稚園体験教室です。基本的にはお子様だけで活動します        

が、保護者の方もクラスに付き添ってお子様の様子を見ていただきます。（親子で楽しめる活動もご用意して

います。後期は幼稚園に慣れることを目標に、お子様だけでの活動を予定しています。  

募集人数  

 

     0歳児  １６名程度     

     ０歳児  ８名程度 

     １歳児    ８名程度 

     ２歳児    ８名程度 

保育時間 

前期  ５月～９月 １０：００～１１：３０ 

後期 １０月～３月 １０：００～１１：３０ 

※月３回程度。長期休業中は行いません。 

費用 
 

参加費 ２，０００円／月  

 てんとうむしチャイルド （０・１・２歳児チャイルド）          

 火 水 木 金 月 

 0歳 - １歳 １歳 １歳 

 0歳 １歳 - １歳 ２歳  

◆幼稚園の１日の流れを縮小して保育を行います。 

◆園の先生による歌や読み聞かせ、絵の具、折り紙、画用紙を使った制作、戸外遊び等を行います。 

◆幼稚園のスクールバスで公園などに遠足に行き、友達と楽しく遊びます。 

活動の流れ 

10:00～ 朝の会                    

  ・朝の挨拶 

  ・うた（朝の歌、季節の歌） 

  ・絵本、紙芝居の読み聞かせ  

10:15～ 主活動           

  ・テーマに沿って活動を⾏います。  

11:15～ 帰りの会           

  ・帰りの歌 

  ・絵本、紙芝居の読み聞かせ等 

  ・帰りの挨拶  

 

※１⽇の流れは、活動内容等によって変更    

 になることがあります。  

＜注意点＞ 

1. 一旦ご納入いただいた保育料等はご返金できま

せんので、ご了承ください。  

2. 0歳児、１歳児のチャイルドは通年で活動します。 

3. ０歳児は生後６か月以上で腰が据わり、お座りが

できる子が対象となります。 

4. ２歳児のチャイルドは、前期・後期と分かれてお

り、後期は幼稚園への慣らし保育も兼ねているこ

とから、入園手続きをされた方のみがご参加いた

だけます。 

5. お申込は、入会を希望する前年１１月から、受付を

開始しています。詳しくはHPをご覧ください。 



 

 てんとうむしキッズは、年齢別の未就園児教室です。同じ年齢の子どもたちが集まって、幼稚園の活動を

楽しく体験していくことを目的としています。同じ年齢の子どもたちが集まって活動するので、活動が活発

になり、子ども同士の関わりも多くなるというメリットがあります。幼稚園の先生が事前に活動の計画を立

てて、子どもたちが関わりを持ちながら楽しめるように一斉活動を行います。 

 てんとうむしキッズに参加するたびに、「シールノート」にポイントがたまります。回数によって給食の試食

やプレゼント、登録料無料などの特典がありますので、 たくさん参加していきましょう。 

対象 ０歳児～２歳児 

募集人数 

子育て支援センターゆりかご・みるくに
登録している方であればどなたでも参
加できます。活動によって募集人数に
上限があり、事前申し込みが必要です。 

保育時間 
毎月２回 水曜日 １０：００～１１：００ 

活動によって時間が異なります。 

場所 

活動内容や年齢により、薬師寺幼稚
園、第二薬師寺幼稚園、あおば保育園、
わかば保育園の４ケ所で行います。 

費用 無料 

 てんとうむしキッズ          

  親子が気軽に無料で参加できる年齢別子育てサークルです。 

＜注意点＞ 

1. 参加には、子育て支援センターの「親子名札」が必要です。忘れないようご注意下さい。 

2. 持ち物や内容、申込については、事前に一斉メールを送信させていただきますので、電子連絡システム「え

んとつ」への登録をお願いします。  

3. 薬師寺幼稚園でのキッズ終了後の１時間は、園庭を開放しています。幼稚園児が園庭を使用している場合

は、園庭の使用をご遠慮いただく場合があります。 

4. 園内での事故・ケガについては園では責任を負いません。お子様の安全は、保護者の方がご確認下さい。   

◆リズム運動、読み聞かせ、歌、英語遊びなど年齢別に分かれて親子で一緒に遊びます。 

◆遠足やいちご狩り、野菜の収穫、水遊びなど屋外での活動もたくさんあります。 

◆お好きな活動内容・日程だけでも参加できるので、気軽に楽しめます。 

◆親睦が深まる活動が多く、子どもにもママにもお友達ができます。  



 

 様々な課外教室（習い事）もできる学童保育 

 通常学期中は、小学校の終了時刻に合わせて、当学

園の職員が送迎バスで学童まで送迎します。小学校

と同様に一人一人に用意された机椅子に座り、落ち

着いた学習環境の中で学習に取り組みます。小学校

で出された宿題はもちろん、園で用意した学習教材

に取り組みます。子どもの基礎学力の定着・向上、「自

ら学ぶ習慣」の醸成を図り、学ぶ楽しさを実感しても

らうことが最大の目標です。専任の学童保育の職員

が子どもの進度や学習成果に合わせて勉強をサポー

トします。 

 長期休業中は、学習後はプール遊びや水遊びなど

の遊びの時間も多く、たくさんの思い出を作れる学

童保育となっています。 

 おやつ・給食ともに栄養バランスの取れた自園調理

を提供しています。 

内木学園の教育を重視した学童保育 
 放課後に、卒園児が安心して遊んだり、学習したりする場を提供しています。内木学園が公立の学童保育と大

きく違う点は、学習指導に力を入れている点です。小学校での学習の比重は大きい一方で、平日にお子さんの

宿題をチェックしたり、学習の指導をしたりする時間がとれないお忙しい保護者の方もたくさんいます。子ども

たちが楽しく充実した小学校生活を送る手助けをしたいと考え、学童保育では先生が宿題のチェックすること

はもちろん、宿題が終わった子は幼稚園で用意した学習教材にも取り組みます。 

 学童保育のもう一つの特長は、異年齢交流を重視している点です。子ども達は、幼稚園に到着するとまず、お

やつを食べます。次に、学校の宿題やワークなどの学習に取り組み、終わった子どもから延長保育の園児たちと

遊びます。小学生同士だけの遊びと異なり、小さな子どもたちに対する優しさ、皆で楽しく遊ぶための知恵、

リーダーシップなどを身につけ、一回りも二回りもたくましく立派に成長していきます。 

 学童保育    

通常学期中の流れ 

  ・下校（バスでの送迎） 

14:30～ おやつ                    

１５:００～ 通常学童保育           

  ・学校の宿題や学習教材 

  ・課外教室などの習いごと 

  ・学習後に外遊び、室内遊び  

１８:３０～ おやつ           

  ・幼稚園と合同で延長保育室で保育 

※１⽇の流れは、活動内容等によって変更になる  
こことがあります。  

◆安全教育を通して、きまりやマナーを守って安

全に生活する力を身につけます。 

◆自ら学ぶ姿勢を重視し、学習習慣を身につけ、

確かな学力と考える力を育みます。 

◆幼稚園から小学校高学年までの異年齢交流を

通して、豊かな人間性を育みます。 

※アイコンの説明     薬師寺幼稚園     ふたばこども園     第二薬師寺幼稚園 



対 象 
小学１年生～６年生  

※４年生以上は個別に相談となります。 

利用人数 
   １００名 程度 

   １００名 程度 

保育場所 
   薬師寺幼稚園学童棟 

     第二園薬師寺幼稚園学童棟 

利用時間   

平日    学校終了～２０：００ 

土曜保育 ７：００～１８：００ 

長期休業中 ７：００～２０：００ 

登録料 
無料 （市内在住で保育に欠ける要件を満たす児童） 

1000円 

利用料 

月極料金 11,000～16,000円 

スポット保育料 

※要件や利用した月によって異なります。詳しくは 
学童募集要項をご覧ください。 

 当法人の学童保育では、通常の学童保育の時間に、「英会話教室」、「体験的な学習教室」、「ロボットプログラミ

ング」、「そろばん教室」などの課外教室を選択して学ぶことができます。（別料金） 

 学童保育の時間に行うため、移動による負担が少なくなるだけでなく、たくさんの課外からお子様に合った活

動を選んでいただくことができます。講師も一人一人の個性を把握した教育が実現可能です。 

詳しくは、次ページ（課外教室）をご覧ください。 

英会話教室 

「Dream English」 

・ネイティブ・バイリンガルの 

 講師との関わりで積極性を養う 

・少人数制のレッスン 

体験学習教室 

「アクティブラーニングクラス」 

・理科実験教室など実践的な学び 

・イベント形式で飽きない内容 

・見て、触って、感じて学べる！ 

そろばん 

「薬師寺そろばん教室」 
・計算・暗算が強くなる 

・検定により成果が目に見える 

【お迎えサービス】 

小学校から学童保育まで
お迎えサポートします 

【保育時間】 

最大２０時までの預かりが
ご利用可能です 

【食事提供】 

季節に合わせた食材でお
やつを用意いたします 

【兄弟・姉妹割引】 

月謝を割引します 

選べる利用方法 

「月極利用」 

定額の月極料金で学童保育を利用する方向け

で、１か月ごとに申請が必要となります。  

１ 

「年間月極利用」 

定額の月極料金で学童保育を利用する方向け 

申請月から年度末まで年間利用できます。 

２ 

「スポット利用」 

申込した希望日のみ利用でき、利用した時間分

の保育料のお支払いとなります。 

３ 

※利用方法は月ごとに変更できます。 

※現在、ふたばこども園への学童の送迎は予定しておりません。 

ロボ団 下野校 

・年長から中学生まで 

・本格言語Pythonを学べる 

・全国大会一位の実績 



内木学園の課外教室 

内木学園では、延長保育の時間帯に様々な課外教室を行っています。同じ園内で行っているため、保護者の方
が送り迎えをしなくても、課外教室のスタッフが課外教室まで送迎してくれます（対応のない課外教室もありま
す。）課外教室後に延長保育を利用することもできます。詳しくは幼稚園までお問合せください。 

体

育

系 

アスカバレエ  月 １４：２０～ 年少児～年長児対象 

チアダンス  金 １４：１５～ 年少児～年長児対象 

よーいどん（ヨコミネ式体操）  
月 

金 

14：30～ 

１４：２０～ 

年少児～小学生対象 

年少児～小学生対象 

ヒップホップ教室  木 １４：３０～ 年中児～年長児対象 

カワイサッカー教室   火 １４：３０～ 
年中児～小学生対象 

（会場は薬師寺幼稚園） 

まどかバレエスタジオ  水 １４：１５～ 年少児～小学生対象 

カワイ新体操教室  火 １５：００～ 年少児～小学生対象 

カワイ体操教室  
 木・金 １４：１０～ 年少児～小学生対象 

 月 １４：００～ 年少児～小学生対象 

文

科

系 

アンビシャス読み書き計算  
月～金 

月～金 

１４：１０～ 

１４：１０～ 

年少児～年長児対象 

年少児～年長児対象 

そろばん教室  
月～金 

月～金 

１５：４０～ 

１５：４０～ 
小学生対象 

どれみピアノ教室   火・金 16:15～ 3歳～対象 

カワイ音楽教室（ピアノ）  
月～金 

月～金 

１４：１５～ 

１５：００～ 

年少児～小学生対象 

年少児～小学生対象 

学研プレイルーム  月～木 １５：００～ 年少児～年長児対象 

学研スタディルーム   水木金 １６：３０～ 小１～小３年生対象 

バナナキッズ（英語教室）  
 月 １４：１０～ 年少児～小学生対象 

 金 １４：１０～ 年少児～小学生対象 

造形教室 アートキッチン  
火 

木 

14：20～１５：３０ 

１４：２０～１５：３０ 

年少児～小学生対象 

年中児・年長児対象 

ロボ団           

 （プログラミング教室）  
 水・土 

水16:00～1７:０0 

土９：１５～１１：１５ 

土13:30～15:30 

クラスにより時間が変動 

年長児～小学生対象 

（会場は薬師寺幼稚園） 

学研科学ルーム  火 １５：００～ 年長児 

※課外教室の内容・時間・場所は年度途中でも変更になる可能性があります。       （令和３年度実績） 

※アイコンの説明     薬師寺幼稚園     第二薬師寺幼稚園 



内木学園の納付金等 
納付金一覧は以下のとおりです。（令和３年度実績。令和４年度は変更になる可能性があります。） 

 金 額 納付時期等 備 考 

施設維持費 53,000円 年少４月１回のみ 年少４月以降の入園者は入園初月 

保育料 市町村が定める額 毎月 銀行引落とし 

教育充実費 ６,500円 毎月 
銀行引落とし 

１号・２号認定・満３歳児 

施設費（バス費） 3,000円 毎月 
銀行引き落とし 

バス利用の方のみ 

給食費 

6,000円（１号認定） 

7,500円（２号認定） 

０円（３号認定） 

毎月 

１号認定は、長期休業中に預かり 

保育を利用した場合、給食費    

１食412円が別途かかります。        

父母の会費 1,600円 年１回     父母の会数    全園児 

卒園積立金 3,000円 ５月～１２月（８回） 
年度によって異なります 

年長のみ 

教材費 実費 ― ー 

行事費 実費 ― お泊り保育等 

おむつ廃棄料 ５００円 毎月 おむつを使用している子のみ 

タオルケットレンタル料 2,２00円 毎月 
３号認定および 

満３歳児延長保育利用の場合 

冷・暖房費 無料 ― ― 

ＩＣカード代 1,000円＋消費税 入園時 ２枚目以降は６００円＋消費税 

※ 入園にあたっては、制服・体操着（年少児以上）、教材（鍵盤ハー

モニカ、はさみ、クレヨン、絵具、のり等）を購入していただく必

要があります。 

※ 教材は、幼稚園指定のものに限ります。指定のものであれば、兄

弟などからのお下がりを使用していただいて問題ありません。 

※ 昼寝時に使用するタオルケットは、リネン業者からレンタルして

います。常に清潔なタオルケットを使用することで衛生的な環

境を整備しつつ、保護者の負担を軽減することをねらいとして

います。 

※ 延長保育を利用した場合は、上記の費用の他に延長保育料がか

かります。 

※ 保育料は、１号（満３歳～年長）・２号認定（年少～年長）が無料に

なります。 



受付連絡システムとＩＣカード 

受付連絡システム「えんとつ」 

ご家庭と園との連絡は、電話受付やメモではなく、確実に記録の残るシス

テムを採用しています。全職員が閲覧できるようにし、連絡伝達のトラブル

を未然に防ぐのが目的です。また、ご家族皆様で「えんとつ」をご覧いただ

き、園の保育についても皆様に共有させていただきたいと考えています。 

「えんとつ」のご利用のために、スマートフォン・タブレット・パソコン等が必要に

なります。在籍園児ごとに出される固有のＱＲコードを読み取り登録します。同

じ一人のお子様について複数のメールアドレスを登録することもできます。 

えんとつでできること 

「申込・キャンセル・確認」 

欠席・遅刻・早退、預かり保育・延長保育等、バ

スキャンセル、一部の課外教室等の申込ができ

ます。保護者アンケートの集計もできます。 

１ 

「メール連絡網」 

電話連絡網のように止まることがない電子メー

ルにより一斉連絡をさせていただきます。園か

らのメールは速やかにご確認をお願いします。 

３ 

「電子連絡帳」 

乳児部は基本的に毎日の様子をえんとつの「連

絡帳」でお伝えします。幼児部でも特別な連絡

があるときには記入をお願いします。 

２ 

「園からのお知らせの電子配信」 

◎園だより（てんとうむし通信）：月１回 

◎その他お知らせ：必要に応じて 

◎各園ブログ：ホームページをご覧ください。 

４ 

①園の安全管理のための電子錠の鍵として 

 玄関扉のセキュリティーロックをＩＣカードで解除して入退室してください。これにより、不審者の入室を防ぐと

同時に、園児が無断で園から出てしまうという危険を防いでいます。 

②預かり時間の記録のため 

 登降園時刻はすべてＩＣカードでの管理となります。登園時および降園時にはＩＣカードをリーダーにかざして

いただきます。これにより分単位で延長保育料が計算でき、保護者・事務の負担を軽減できます。ＩＣカードを忘

れたり、かざし忘れたりした場合は、確認手数料・修正手数料がかかります。 

ＩＣカードは、保護者の本人確認（保護者証）としても使用していますので、登降

園の送り迎え、バスの送り迎え時には職員に見えるように携帯してください。

送り迎えを担当する方が複数いる場合、複数枚の購入が可能です。 

ＩＣカード 

保護者の方には、必ずＩＣカードを購入していただいております。 



保護者の皆様の声  

 この３年間で大きく成長させていただきました。先生方にはうまく“やる気スイッチ”を入

れていただいたと思います。いつでもどこでも体操を練習したり、言わなくても自ら取り組

んで難しいことにチャレンジしていくようになりました。アンビシャスも自分のペースででき

るため、とても楽しくやっていました。怪我の際には、迅速に対応していただき、小児科まで

連れて行ってもらったので、大事に至らず済みました。 

 

薬師寺幼稚園 

保護者Ａさん 

子どものやる気スイッチを押してくれた！ 

 教育内容が充実しており、家庭ではできない様々な体験ができます。 園の畑や竹山では、

先生方が育てた筍・じゃがいも・玉ねぎ・大根・さつまいもなどを季節毎に収穫してきます。

また、いちご狩りやリンゴ狩り、ぶどう狩りや梨パーティなども行われます。また月に一度、

遠足にも行くので毎月たくさんの行事を楽しめます。誕生会は親も参加でき、盛大にお祝い

して貰えます。学期毎にある自由参観は、通常保育をゆっくり観ることができとても有り難

いです。  

 

薬師寺幼稚園 

保護者Bさん 

たくさんの行事があって楽しいです！ 

 毎日とても楽しそうに充実した園生活を送っています。保育参観をさせて頂いた際、その

理由がよく分かりました。担任の先生も子どもたちもとても楽しそうで、でもメリハリもあ

る保育・素敵なクラスだなぁと思いました。子どもたちが肩を組んで「３６５日の紙飛行機」

を歌う姿にはジーンとしてしまいました。鍵盤ハーモニカの時間には、１人１人に指使いを確

認してくださっていることに感心いたしました。親指はド、人差し指はレという概念が強くあ

りましたが、上手に指を使えるようになっていました。 

 

第二薬師寺幼稚園 

保護者Cさん 

楽しくメリハリのある素敵なクラス！ 

 愛情あふれる毎日をありがとうございます。登園の際に、「まだ家で遊ぶ！」「まだ行きた

くない！」と言う息子を車に乗せて連れていくことが多々あるのですが、朝、先生方が笑顔

で「おはよう」と迎え入れてくれるので、園に入ると、スッとお兄さんの顔になり、「行ってき

ます。」と安心して登園するようになりました。親子共に園の先生方が大好きです！ 

 

第二薬師寺幼稚園 

保護者Dさん 

すっかりファンになりました！ 

♪もっと知ってください♪ 

６月 サマースクール                               

子育て支援センターが主
催する未就園児向けの幼
稚園開放日です。下野市
の系列園が出す様々な無
料のコーナーで１日楽し
んでいただけます。 

当学園を詳しく知っていただける体験型の機会を設け

ています。ぜひお子様と一緒にご参加ください。 

１１月 こどもまつり                      

在園児・未就園児の子ど
もたちが自由に参加でき
るおまつりです。下野市
の系列園が出す様々な
コーナーで１日楽しんで
いただけます。 

９月 入園説明会                               

薬師寺幼稚園・第二薬師
寺幼稚園のそれぞれで、
説明会をします。説明会
後は園見学もできます。
無料の託児を行いますの
でぜひご利用ください。  

HP、イ ン ス タ、フ ェ イ ス
ブック、ツイッターブログ
もぜひご覧くださいね♪ 



よくあるご質問 
１．内木学園のシンボルマークは、なぜ「てんとうむし」なのですか。 

 薬師寺幼稚園・第二薬師寺幼稚園など系列園は、すべてシンボルマークがてんとうむし

です。皆様もご存知の通り、てんとう虫には常に空を目指して枝をよじ上り、大空高く飛

び立っていく習性があります。てんとうむしの様に大きな社会に飛び立っていける人間に

育ってほしいと考え、てんとうむしを園のシンボルマークにしました。 

２．毎日、制服で登園して体操着に着替えるのはなぜですか。 

 内木学園では、子ども達の自立心を養うことやしつけを重視して保育を行っています。毎日着替えを行う

ことで、自分のことを自分でする、という自立心を育てることが幼児教育を行う上で最も大切なことだと考

えています。確かに、入園したばかりの頃は時間もかかりますし、保育者や保護者の方の助けも必要です。

着替える時間をとるよりも、体操着で登園して遊ぶ時間を増やした方がよいのでは、というご意見もあるか

もしれません。しかし、遊ぶ時間を１０分〜２０分増やすより、毎日着替えの時間をとり、習慣をつけるほ

うが将来的に子どものためになると私たちは考えています。３年間継続して行うことで、素早く着替えるこ

と、着替えた衣服を畳むこと、自分で考えて整頓することなど、多くのことが身につきます。そして何より

心が育ちます。着替えを通して培った自立心が、幼稚園卒園後も子ども達の中で生き続けていきます。 

３．スクールバスについて教えてください。 

 スクールバスの運行地域は、下野市全域とその近隣地区です。現在は大型バス7台、小型バス5台の計12

台で送迎を行っております。園としては、通園バスの運行に支障がない限りはバスでの送迎を行いたいと考

えています。下野市以外の地域にお住まいの方の場合は、幼稚園にご相談頂いてバスでの送迎かどうかを判

断させて頂いています。バスに乗車できる年齢は２歳児以上です。上にご兄弟がいる１歳児も条件によって

はご乗車いただけます。バス利用者の割合は、学年の４割程度となっています。 

 また、サテライト保育を行うふたばこども園では、保護者にふたばこども園まで送迎していただき、薬師

寺幼稚園または第二薬師寺幼稚園への通園バスに乗車します。 

４．近所の子が違う幼稚園に通っているので、遊ばなくなってしまうのではないかと心配です。 

 当然のご心配だと思います。しかし、そういうお子様の家での生活ぶりを調べてみますと、園で多くの子

と遊べる子は、全く問題なく近所の友達の中に入っていくことができます。園で友達と遊べない子は、家で

も仲間に入ることができません。しかし幼稚園での交友関係に幅が出てくると、それが自信になって家でも

変わってきます。内木学園では、自分の気持ちを伝えながらも、どんな友達とも協調して遊べる子を目指し

ています。その力があれば、子ども達はすぐに友達を増やせるものです。小学校でも、ほとんどの子が１週

間以内に他園から来た子どもとも友達になっています。むしろとまどいは保護者の方にあるようで、当園で

はその子の社会性の育ちこそが重要であると考えています。 

５．保護者が参加する行事はどれくらいありますか。 

 入園式、運動会、発表会、卒園式といった子ども達が主役の大型行事は別として、保護者の方に参加して

頂く行事はおおよそ次のようなものがあります。幼稚園としては、ぜひ保護者の皆様にご参加頂いて、子ど

も達の様子をご覧になって頂きたいと考えています。 

（１）個人面談（年２回）（２回のうち４月の１度は必ず。）   

（２）親子参観（年１回）自由 

（３）お子さまの誕生会自由  

（４）給食試食会自由    

（５）幼児部自由参観（年３回）自由 

（６）乳児部保育参観（年５回）自由 

（７）夏祭り自由  

（８）子ども祭り自由 

（９）マラソン大会自由 

（１０）お礼の会自由   



６．薬師寺幼稚園と第二薬師寺幼稚園の違いは何ですか？ 

 薬師寺幼稚園と第二薬師寺幼稚園では、共通する部分も多くありますが、異なる部分もたくさんあります。
よく薬師寺幼稚園と第二薬師寺幼稚園の違いは何ですか、というご質問をお受け致しますので、ご説明致し
ます。 

 まず、共通する部分ですが、教育目標・教育方針が同じです。薬師寺幼稚園も第二薬師寺幼稚園も、幼児
期には健康で丈夫な心と体、知恵を育むことが重要だと考え、そのための教育活動を行っています。豊かな
心を養うために友達との関わりを重視し、丈夫な体を作るために運動や戸外遊び、食育に力を入れています。
そして、自立心を育てるために「しつけ」を重視して日々の保育で指導しています。また、行事を通して様々
な経験をしてほしいと考え、１年を通して自然体験や社会体験、園外保育などの様々な行事を行っています。
体操指導・けん盤ハーモニカ指導も同じように行っています。薬師寺幼稚園と第二薬師寺幼稚園が掲げる理
想の幼児像は同じです。そのため、日々の保育の中で上記のような内容は同じように行っています。 

  薬師寺幼稚園は、広い園庭や自然あふれる原っぱ、動物園等、恵まれた環境を生かしての戸外活動・自
然体験を行うことが保育の主となります。自然体験や戸外保育、動物達との触れ合いを通して、豊かな心・
丈夫な体・確かな知恵や感性を育むことをねらいとしています。また、毎日、体操指導・音楽指導を行って
います。園児数約450人の比較的大きな幼稚園ですから、いろいろな友達と関わることができるというメ
リットがあります。 

 第二薬師寺幼稚園は、英語活動・文字書き・読書活動が教育の特色です。英語活動を通して外国人講師や
友達と関わり、豊かな人間性や確かな知恵と感性を育みます。文字書きでは、文字に関する興味関心を育て
るとともに、本に親しみ、子ども達の世界を広げます。読書を通して、子ども達の興味・関心や豊かな感性
を育むことが目標です。読書好きで、いろいろなことに興味を持って、何事にも積極的にチャレンジする子
に育ってほしいと考えています。薬師寺幼稚園同様、毎日体操指導・音楽指導にも取り組んでいます。また、
園児数330名ほどの幼稚園ですから、一人ひとりの友達や先生と深く関われるというメリットがあります。 

 ふたばこども園は、0～2歳児までの小規模なこども園です。活動内容は薬師寺幼稚園と第二園薬師寺幼稚
園の乳児組と同じですので、ぜひご見学いただきましてからご検討ください。 

 このように、薬師寺幼稚園と第二薬師寺幼稚園の教育の根幹は同じですが、幼稚園の規模や教育の特色に
違いがあります。どちらの幼稚園も、随時見学をお受けしていますので、ぜひ見学にお越しください。「百
聞は一見にしかず。」という通り、ご自身の目で見て頂き、雰囲気を感じていただくことが一番だと思いま
す。見学の前にお電話で日時をお知らせして頂ければ、幼稚園の職員がご案内致します。幼稚園でお待ちし
ています。 

７．父母の会（PTA）の活動はどのように行っていますか。大変ではないですか？ 

 当法人では、父母の会の活動が保護者の方の負担にならないように配慮して行っています。父母の会の役
員の選出方法は基本的に立候補制としています。父母の会の役員となって活動したい、という方に役員をお
任せしています。そのため、やりたくないのに役員をやらなければならないということは当園ではありませ
ん。また、内容も役員になった方が自分のできる範囲で、負担にならないように行うことになっています。 

 また、父母の会の役員を経験した方の声を聞いてみると「楽しかった」「他のお母さん達と仲良くなれて
良かった。」という意見が多いです。「役員」という肩書きのため、責任が重そうと思われがちですが、父
母の会はお母さん達が楽しみながら運営して行くというスタイルですので心配はありません。父母の会の活
動を通して、皆様の子育てがより楽しく充実したものになるように、と願っています。 

８．先生方がお揃いのユニホームを着ていますが、なぜですか？ 

 先生方は皆、お揃いのユニホームを着て保育を行っています。先生は走ったり、砂遊びをしたり、子ども
と一緒になって遊びます。戸外保育や制作の際に汚れを気にせずに保育・遊びに熱中し、いつでも子ども達
と一緒になって思いっきり遊ぶことができるように、ユニホームを用意しています。その他、園外保育に出
かけた際にも、子ども達が先生を見つけやすくなる等のメリットもあります。 



Ｅ－ｍａｉｌ info@yakushiji.ed.jp 

ＵＲＬ http://www.yakushiji.ed.jp 
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