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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・保育園は子どもたちの「心」「体」そして「夢」を育むための場所です。

子ども達が将来、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。内木会も人に喜ばれる

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、内木会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。 

● 体操指導では、優れた運動能力の育成をはかるとともに、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。当法人の教育目標には、「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、保育園での生活や

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法人の教育

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。 
 

● 読書活動や様々な活動を通して、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）を通して色々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 



 保育園は、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、保育園で学ぶ全てが大人になっても大切なことです。私たちの保育園は、幼

児教育の基本を大切にする保育園です。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 

 保育園は、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。当法人では、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、当法人では次

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保育園において、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、それぞれできることや

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 

●保育園では、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色々な経験を積み重ねていくことが

できます。子どもたちが当法人の保育園を卒園した後も、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 

 子ども達にはみんな「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。そのような子ども達の

成長・発達を見守り、援助していくこ

とが私達の仕事です。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、これが私達の「子

ども第一主義」です。幼児期は子ど

も達の心も体も、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、子ども達がその壁を越え、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達の使命で

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。 

 子ども達を第一に考え、子ども達

一人ひとりを大切にする保育園で

す。当会では子ども達一人ひとりが

主人公です。子ども達が自立し、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。これが私達全職員の願い

です。 

 当会では、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。 

 保育園にはたくさんの子ども達が

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。出来

ない子はいないのです。いるのは

「出来るまでに少し時間がかかる

子」だけです。子ども達の成長を支

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。子ども達が保育園を卒

園していく時に「僕は（私は）でき

る！」という自信を持って小学校へ

進学していってほしいと思っていま

す。「どの子もできる！」そういう保

育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。 



AOBA nursery school  

あおば保育園 紹介 

 あおば保育園は０～２歳児のみの低年齢児向け保育園です。生後２ヶ月から２歳児までの幼いお子様をお預

かりし、低年齢児にふさわしい保育に特化し、施設・設備も充実しています。薬師寺幼稚園の南隣に隣接してお

り、幼稚園へのつながりや連携を大切にしながら保育と教育を行っています。乳幼児期のより豊かな成長と、

地域の子育て支援に貢献するため、きめこまかな子育て支援を保護者に提供しています。 

創立 平成１７年 

園長 内海 知恵／蓮見 悠一郎 

クラス数 

（園児数） 

２歳児（2５名）、１歳児（２４名） 

０歳児（６名） ※R４年5月現在 

職員数 ３３名 

その他 

バス利用可(要相談)、完全給食 

一時預かり、 ゆりかご、 

子育てサークルてんとうむしキッズ 

室内遊び・行事で使える 

子育て支援センター「ゆりかご」 

園児がかけっこもできる        
3０ｍの長く広々とした廊下 

園児ごとに丁寧に取り分けて       
配膳してくれる給食室 

日差しが温かく          
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 
全面芝生の園庭 

施 設 紹 介 



環 境  

 一時預かり保育「かなりやぐみ」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。 

対象 生後３カ月～3歳児 

利用時間 
７：００～２０：００（月～金） 

土曜日もお預かり可能ですのでご相談下さい 

利用料 

０歳児…５００円/時間 

１～３歳児…３００円/時間 

食事おやつ代 ： 350円  

おやつのみ：１００円 

登録料 ７５０円 

一時預かり保育「かなりやぐみ」 

  低年齢児にふさわしい環境として、静かなゆったりとした雰囲気づくりに努めています。木を多く取り入

れた木造園舎で、太陽熱を利用した全室床暖房完備です。日差しが温かく、年間を通して過ごしやすい環境

となっています。隣接する薬師寺幼稚園の施設・園庭が利用でき、近くの下野薬師寺史跡や田園など自然

豊かな風景に触れ四季を感じながらの保育を楽しめます。また、あおば保育園内の子育て支援センターゆ

りかごも利用でき、いつでも子どもたちが安全で楽しい毎日を過ごせるようにしています。 

 オゾン殺菌脱臭機を使っての室内の殺菌や空気清浄、おもちゃのアルコール消毒、「るくみー午睡チェック

（心音センサー）」を使って、午睡中の乳幼児突然死症候群（SIDS）防止のための見守り体制を整えるなど、

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。  



 子育て支援センターゆりかごは、「子どもたちの遊

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・そして、子育ての知恵を広げる場」をモットーに、色々な子育て支援を行っています。令和３年度

からはマタニティ向けイベントも多数用意しています。親子でさまざまな活動に参加していただくことで、こ

の時期ならではの楽しい思い出をたくさん作っていただけますので、ぜひふるってご参加ください。  

対象 小学校就学前のお子様まで 

利用時間 ９：００～１５：３０（月～金） 

利用料 無料（イベントによっては実費徴収） 

登録料 20０円（名札代） 

子育て支援センター ゆりかご 

①育児不安等についての相談指導  

  ②子育てサークル等の育成・支援                      

    ③ベビーシッターなどの地域の保育資源の情報提供  

      ④親子での遊びの場提供 

実施事業 

月間イベントについて 

 子育て支援センターで

は、魅力的で楽しい親子の

時間を過ごしていただこう

と考え、毎月様々なジャン

ルの講師をお呼びして活動

を行っています。 

 毎月発行される行事予定

を見て、参加したいときに

自由に参加してください。

詳しくはホーム

ページをご覧

ください。 



WAKABA nursery school  

わかば保育園 紹介 

 わかば保育園は、「石橋地区に新しい保育園を」という下野市の募集により、地域子育ての中心的役割を果た

すことを目的に新設されました。保護者の方が出勤する際の利便性と、子どもたちにとってより良い生活環境

を求め、宇都宮に程近いのどかな田園風景に位置しています。広々とした園庭や様々な花木や遊具、そして自

然豊かで季節を五感で感じられる環境の中で、子どもたちは伸び伸びと体を動かして遊んでいます。また、系

列の学校法人内木学園と同様の保育・教育を行い、保育時間の中で、個々に合わせたきめ細やかな幼児教育

を受けることができるのが特徴です。 

創立 平成２５年 

園長 町田 昌代 

クラス数 

（園児数） 

５歳児１（１８名） ・ ４歳児１（17名） 

３歳児１（16名） ・ ２歳児１（１７名） 

１歳児１(１６名） ・ ０歳児１（６名） 
※R４年５月現在    

職員数 ３１名 

その他 

完全給食、病後児保育、一時預かり、 

子育て支援センターみるく 

子育てサークルてんとうむしキッズ 

施 設 紹 介 

広々とした吹き抜けと    
木の温もりいっぱいの保育室 

ロフトは子ども達の       
大好きな隠れ家 

子どもたちが元気良く走り回る  
広い園庭 

専属の調理師が作る       
手作り給食 

大人気のドラえもん滑り台 たくさんの絵本が楽しめる   
絵本コーナー 



環 境  

子育て支援センター みるく 

 子育て支援センターみるくは、「子どもたちの遊び

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・そして、子育ての知恵を広げる場」をモットーに、色々な子育て支援を行っています。親子でさまざ

まな活動に参加していただくことで、この時期ならではの楽しい思い出をたくさん作っていただくことがで

きます。実施内容等は、あおば保育園の紹介ページから「子育て支援センターゆりかご」をご覧ください。毎

月の活動では、ゆりかごとは違う親子で楽しめる活動や妊婦さんが参加できる活動を行っています。みるく

の活動予定もぜひご覧になりふるってご参加ください。 

  

対象 小学校就学前のお子様まで 

利用時間 ９：００～１５：３０（月～金） 

利用料 無料（イベントによっては実費徴収） 

登録料 20０円（名札代） 

 「木の温もり」にこだわったわかば保育園の園舎は、天井窓からは温かな光が差し込み、温かみのある保育室

となっています。全室床暖房・冷暖房を完備し、低年齢児も安心して過ごすことができます。保育所設置基準を

大きく上回る充実した園舎・園庭を有し、非常に広々としています。夏には屋外プール・スプリンクラ―を利用し

て子どもたちが元気に遊び、芝生の園庭では、四季折々の草花や風景を感じることができます。 

 子どもたちの成長・保育内容の充実ということで、保護者の方との連携を大切に、共に成長を見守りながら保

育をしています。また、季節の野菜の収穫や行事に参加し、いろいろな体験や経験を通して子どもたちは集団生

活を学んでいます。低年齢児は、「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）防止の見守り体制を整え、玩具や環境の安全面・衛生面に気を配り、小さなお子様が安心して過ごせ

るようにしています。アットホームな雰囲気で、毎日楽しく少人数できめ細やかな指導ができます。 



 一時預かり保育「うぐいすぐみ」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。 

対象 生後３カ月～3歳児 

利用時間 
７：００～２０：００（月～金） 

土曜日もお預かり可能ですのでご相談下さい 

利用料 

０歳児 ５００円/時間 

１～３歳児 ３００円/時間 

食事おやつ代 ： 350円 

おやつのみ：１００円 

登録料 ７５０円 

一時預かり保育「うぐいすぐみ」 

 病児保育「スマイル」は、病気やケガなどで保育園や幼稚園、学校に行けず、また、保護者による保育が困難

な場合にお預かりする施設です。対象年齢も幅広く、生後６か月～１２歳（小学６年生）までとなっています。  

 お子さんの病気は思ってもみないタイミングで発症するものです。仕事で急に休めない。そんな時はぜひ、

「スマイル」をご利用ください。体調が悪い時に初めての場所に預けて大丈夫なのかと心配されるかと思いま

すが、アットホームな雰囲気で「また、行きたい！」と思っていただけるよう、経験豊富な専任看護師が個々の

リズムに合わせ、安心してゆっくり過ごせる看護・保育を行っています。 

対象 生後６カ月～１２歳（小６） 

利用時間 
８：００～１８：００（月～金） 

※事前登録が必要 

利用料 

下野市内の方 保育料１５０円/時間  

下野市外の方 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 「スマイル」 



YAKUSHIJI nursery school  

薬師寺保育園 紹介 

 薬師寺保育園は、下野市立薬師寺保育園の民営化を受けて、平成31年4月に社会福祉法人内木会が運営を

開始しました。1人ひとりに職員の目がよく届き、保護者の方とも密にコミュニケーションを取ることができま

す。令和４年秋には下野市緑２丁目に移転し、新しく広々とした新園舎で、伝統を受け継ぎながら、私立保育園

だからこそできる多彩な活動を行っていきます。これまで同様、保育に遊びの時間をたくさん取り入れ、姉妹園

との合同行事や収穫・園外行事などを充実させていきます。 

月1度の誕生会では様々な 
イベントを楽しんでいます。 

雨天時でも入れる天井付     
屋外型プール 

保育園のシンボルの横には  
たっぷり読める絵本コーナー 

田畑にかこまれた        
自然豊かな環境 

園庭で楽しめる          
野菜栽培と収穫 今年度完成する新園舎イメージ 

施 設 紹 介 

創立 平成３１年 運営開始  

園長 古賀 洋子 

 
クラス数 
（園児数） 

5歳児１（１０名）・4歳児１（９名）         

3歳児１（１３名）・2歳児１（５名） 

1歳児（８名）・0歳児（４名） 

※R４年５月現在 

職員数 ２０名 

その他 完全給食、延長保育、一時預かり保育 

おむつ廃棄選択制、タオルケット選択制 



環 境  

 令和４年度に移転する園舎は、木の温もりを感じられる木造園舎で、２階建ての広々とした空間になりま

す。また、現在よりもさらに広い園庭では、全面芝生化を予定しており、植栽や遊具に力を入れ、四季折々

の季節を感じながら身体を使った遊びが展開できるように進めていきます。新園舎ではこれまでにはな

かった図書室を新設し、子どもたちが絵本に親しめる環境を作ります。また、広々とした大ホールや開放的

なデッキがあり、自然と異年齢交流が生まれたり、友達との関わりが生まれる園舎となっています。 

 また、収穫を喜び合う野菜の収穫やサマースクールなど、姉妹園との交流を深める合同の行事もたくさん

あります。音楽指導や英語遊びなどを保育に取り入れ、ゆっくりした時間の中で、子ども一人ひとりの成長

を期待できる園です。 

一時預かり保育 「あひるぐみ」 

 一時預かり保育「あひるぐみ」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。あひるぐみでは、在園する園児たちと一緒に過ごしますので、子ども同士のコミュ

ニケーションや集団生活の決まりごとを学ぶこともできます。 

対象 1歳児以上～5歳未満 

利用時間 ８：３０～１７：００（月～金） 

利用料 

1歳児～3歳未満…2,500円／日 

 ※完全給食、午前・午後おやつ込 

3歳以上…2,000円／日 

 ※完全給食、午後おやつ込 

登録料 なし 



KOGANEI nursery school  

こがねい保育園 紹介 

 こがねい保育園は、下野市立こがねい保育園の民営化を受けて、令和４年4月に社会福祉法人内木会が運営

を開始しました。９０名まで収容できる園舎と広々とした園庭があり、のびのびと手厚い保育を展開していま

す。公立保育園での伝統と習慣を大切にしながら、内木会の保育の良さをプラスし、保護者の皆様のご意見を

伺いながら運営を進めていく予定です。野菜栽培と自由遊びを重視してきたこがねい保育園の特長を伸ばし

ながら、姉妹園との合同行事や収穫・園外行事などを充実させていきます。 

創立 令和４年 

園長 金澤 久恵 

クラス数 

（園児数） 

5歳児１（１０名）・4歳児１（４名）         

3歳児１（６名）・2歳児１（６名） 

1歳児（１０名）・0歳児（４名） 

※R４年５月現在 

職員数 １７名 

その他 
延長保育、おむつ廃棄選択制、 

給食選択制、タオルケット選択制 

吹き抜けの天井で 

開放感あふれる遊戯室 

園児が手をつないでお散歩
ごっこができる廊下 

園児ごとに丁寧に取り分けて       
配膳してくれる給食室 

日差しが温かく          
木の温もりいっぱいの保育室 

こどもたちがのびのびと               
駆け回れる広い園庭 

こどもたちが大好きな本で  
あふれる絵本コーナー 

施 設 紹 介 



環 境  

 下野市役所の近くの、田畑が続くのどかな立地にあります。公立保育園の建物を引き続き使用しており、

建物や備品に木材をふんだんに使っているのが特長です。どの保育室にも天窓があるため、とても明るく

落ち着いた雰囲気となっています。保育室は、職員室の隣で目の届きやすい０歳児から５歳児まで、保育室

が学年順に並んでおり、こどもの成長に応じて遊具や机椅子が配置されています。保育室の南側の大きな

窓からは園庭に直接出られ、いつでも日差しをたくさん浴びながら園庭で元気よく遊ぶことができます。        

 夏には、大きなプールや園庭のスプリンクラーで遊べるようになります。今後、園舎内装の改修を行い、園

庭を全面芝生にしたり、園地東側の土地をこがねい保育園の里山にしたりして、幅広い遊びが展開できる

ように改修を進めていきます。 



YOTSUBA nursery school  

上横田よつば保育園 紹介 

 上横田よつば保育園は宇都宮市立上横田保育園の民営化を受けて平成26年に誕生しました。40年の間、地

域の保育・子育てを支えてきた上横田保育園の伝統を引き継ぎ、地域に根ざし地域に愛される保育園を目指し

ます。幼児組からは「体操」「文字書き」「鍵盤ハーモニカ」に取り組み、子どもたちの持って生まれた可能性を引

き出し、「頑張ることの大切さ」「諦めない粘り強い心」を身につけられるよう保育をしています。 

創立 平成２６年 

園長 伊澤 史江 

クラス数 

（園児数） 

5歳児１（2１名）・４歳児１（２3名） 

3歳児１（２４名）・２歳児１（2４名） 

１歳児１（２４名）・０歳児１（１３名） 

※R４年５月現在    

職員数 ３５名 

その他 
完全給食、延長保育（20時まで）、 

一時預かり保育 

広く照明・音響設備の  
整った大ホール 

保育室からすぐに出られ   
景色を望める中庭 

園児が身近に感じられる    
おいしい給食室 

木の温もりを感じる       
全面床暖房の保育室 

園児に大人気の恐竜型の   
大型アスレチック遊具  

たくさん走り回り十分な    
広さと遊具を有する園庭 

施 設 紹 介 



環 境  

 宇都宮市の南に位置し、国道4号線のすぐそばにあり、通勤に非常に便利な立地にあります。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。エアコンと深夜電力を利用した床暖房を完備して

います。南に面した園庭は太陽が降り注ぎ、とても明るく気持ちがいい場所で子どもたちに大人気です。朝

一番で幼児組がマラソンを行い、午前の早いうちは乳児組が園庭遊び、（幼児組は文字書き、体操、鍵盤

ハーモニカ）、そのあと幼児組が園庭遊び（乳児組は給食、午睡）と一日中絶えず子どもたちの笑顔と笑い

声が響いています。0歳児と1歳児の保育室の間には中庭があり、春は気持ちの良い緑が楽しめ、夏は水遊

び、秋は紅葉、冬はライトアップと1年間季節の変化を楽しんでいます。 

 一時預かり保育「ひばりぐみ」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。宇都宮市一時預かり事業利用料補助事業（多子世帯支援）の対象施設になってお

り、18歳未満のお子様を3人以上養育されている子育て家庭の方が施設を利用した場合、全額が補助され

ます。 

対象 生後３カ月～３歳児 

利用時間 
７：００～２０：００（月～金） 
土曜日もお預かり可能ですのでご相談下さい 

 ７：００～１８：００（土） 

利用料 

保育料 ０歳児…５００円/時間 

     １歳児以上…３００円/時間 

食事おやつ代 ： 350円 

おやつのみ：１００円 

登録料 ７５０円 

一時預かり保育 「ひばりぐみ」 



MITSUBA nursery school  

みつば保育園 紹介 

 平成30年に開園したばかりの新しい保育園です。上横田よつば保育園の分園で、本園と連携を取りながら保

育を進めています。広くゆとりのある園舎となっており、９０名が収容可能となっています。本園と同じく、幼児

組から「体操」「文字書き」「鍵盤ハーモニカ」に取り組み、子どもたちの持って生まれた可能性を引き出し、「頑

張ることの大切さ」「諦めない粘り強い心」を身につけられるよう保育をしています。 

創立 平成３０年 

園長 伊澤 史江 

クラス数 

（園児数） 

5歳児１（１６名）・4歳児１（1４名） 

3歳児１（１４名）・２歳児１（１８名） 

１歳児１（１６名）・０歳児１（３名） 

※R４年５月現在    

職員数 ２３名 

その他 
完全給食、延長保育（19時まで） 

一時預かり保育 

照明・音響設備が整った 
大ホール  

木の温かみを感じる床暖房  
冷暖房完備のきれいな保育室 

水遊びをたくさん楽しめる   
２階テラスのプール 

２階から望める園児が楽しみの           
電車の走行風景 

０歳児にも安心・安全の    
清潔な木浴室 

マラソンや遊具遊びのできる 
広い園庭 

施 設 紹 介 



環 境  

 国道4号線と環状線が近く、通勤に便利な立地です。住宅街に位置し、非常に静かな環境で、公園もすぐ

近くにあります。園舎は2階建てで2階テラスからはJR宇都宮線がよく見え、電車が通ると子どもたちは大

はしゃぎしています。夏場には、2階テラスにプールを設置し、思いっきりプール遊びを楽しんでいます。子

どもたちの大好きな場所です。また、みつば保育園は玄関横に給食室があり、調理師が給食を作っている

様子がよく見えます。1，2歳の子ども達も興味津々でのぞき込んだりしています。姉妹園の農園に収穫体

験に行くほか、園でもトマトやキュウリの栽培を行なっており、食育にも力を入れています。低年齢児から過

ごす施設ですので、階段の上下には柵や玄関にはオートロックを設置し、落下事故のない低いベッドを使用

しています。0歳児は、心音センサーを使用して午睡の見守りをするなど安全対策に気を付けています。 

 一時預かり保育「つばめぐみ」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。おうちでの遊びに飽きてしまったとき、思いっきり砂遊びや水遊びを経験させたい、同じ年

ごろの子ども達とのかかわりを持たせたい、幼稚園の夏休みの間の預かりなど様々な理由でのお預かりを

受けています。お気軽に遊びに来てください。宇都宮市一時預かり事業利用料補助事業（多子世帯支援）の

対象施設になっており、18歳未満のお子様を3人以上養育されている子育て家庭の方が施設を利用した場

合、全額が補助されます。 

対象 生後３カ月～３歳児 

利用時間 
８：００～１９：００（月～金） 
土曜日もお預かり可能ですのでご相談下さい 

７：００～１８：００（土）上横田よつば保育園にて 

利用料 

保育料 ０歳児…５００円/時間 

     １歳児以上…３００円/時間 

食事おやつ代 ： 350円 

おやつのみ：１００円 

登録料 ７５０円 

一時預かり保育 「つばめぐみ」 



SUZURAN nursery school  
上横田よつば保育園 第二分園 紹介 

 すずらん保育園は、近年、上横田よつば保育園とみつば保育園の入園希望者が非常に多いことを受けて、第

二分園として７月に開園する予定です。広くゆとりのある園舎となっており、5０名が収容可能となっていま

す。開園当初は少人数での保育が見込まれますが、幼児組から「体操」「文字書き」「鍵盤ハーモニカ」に取り組

み、保育や行事などにおいて、本園と連携しながら進めています。 

創立 令和４年７月開園 予定 

園長 伊澤 史江 

クラス数 

（認可定員） 

5歳児１（１０名）・4歳児１（1０名） 

3歳児１（１０名）・２歳児１（７名） 

１歳児１（７名）・０歳児１（６名） 

※R４年５月現在 

職員数 6名 

その他 延長保育、一時預かり 

建築イメージ 

すずらん保育園 紹介 

落ち着いた外観は上横田よつば
保育園とよく調和しています 

２階建てで保育室・一時預かり室
はすべて１階にあります 

玄関は西側（よつば保育園側）にあり、約４０台 

駐車可能なすずらん保育園の駐車場から直接 

登園できます。玄関から順に、一時預かり、０歳 

児、１・２歳児、３・４・５歳児の保育室が続いており、広く長いデッ

キからは、直接園庭に遊びに行けるようになっています。園庭は

十分な広さがあり、様々な遊びが展開できるよう遊具や植樹を

工夫していきます。広い遊戯室では、園行事や日々の体操での

活用が期待されます。ぜひ見学にお越しください。 

給食室 

職員室 

玄関 

一時 
預かり 

一時 
預かり 

１・２歳児 

１・２・３  
歳児 

１・２・３  
歳児 

遊戯室 

 

  

WC WC 

 



nursery school  
企業主導型保育園 

なのはな保育園 紹介 

 なのはな保育園は、令和３年５月に企業主導型保育園として開園しました。みつば保育園に隣接する一般家庭

を改装した室内は、少人数ならではのアットホームな雰囲気で、家庭により近い環境で保育を行えます。 

 企業主導型保育園ですが、地域貢献のため地域の子どもも積極的に受け入れています。少人数で手厚く保育

できることが最大のメリットです。保育料も低額に抑えており、18時までの利用であれば、保育料10,000円

（企業負担金有）または15,000円（企業負担金なし）です。 

創立 令和３年 

園長 内木 大輔 

クラス数 

（利用定員） 

０～２歳児１（１２名） 

※R４年５月現在  

  ０～２歳児の最大12名が合同保育 

職員数 8名 

その他 
完全給食、延長保育 

一時預かり保育、病児保育 

木の温かみを感じる床暖房  
冷暖房完備の保育室 

個々のペースで過ごせるよう
整った生活環境 

施 設 紹 介 

 なのはな保育園の病児保育は、子どもが病気やケガなどで保育園

や幼稚園・学校に行けず、また、保護者による保育が困難な場合に、

お子様を一時的にお預かりする施設です。お子さんの病気は思って

もみないタイミングで発症するものです。環境仕事で急に休めない。

そんな時はぜひ、なのはな保育園の病児保育をご利用ください。病気

が治っていない場合でも、症状がある程度落ち着いていれば、経験豊

富な専任看護師が個々のリズムに合わせ、安心してゆっくり過ごせる

看護・保育を行います。病気(かぜ、中耳炎等)、感染性の病気(インフ

ルエンザ、おたふく、RSウイルス等)、やけど、骨折等のけがのお子様

をお預かりします。お預かりできない病気、症状もありますので、まず

はお気軽にご相談ください。 

対象 満１歳～満９歳 

利用時間 ８：3０～１７：３０（月～金） ※事前登録が必要 

利用料 保育料  １日2000円  

登録料 1000円 

病児保育  



内木会での１日の流れ 

１日の流れは、園や季節・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 

随時登園・室内遊び 

８：３０ 各保育室へ 各保育室へ 

９：００ マラソン・ダッシュ  

９：３０   

１０：００   

１０：３０  排泄・手洗い 

１１：００   

１１：３０ 排泄・手洗い  

１２：００  着替え・排泄 

１２：３０   

１３：００   

１３：３０ 休憩  

１４：００ 自由遊び  

１４：４５ 排泄・手洗い 起床・検温 

１５：００   

１５：３０ 帰りの準備 帰りの準備 

16:00   

１６：３０ 自由遊び 排泄・手洗い 

１７：００   

１７：３０ 随時降園・合同保育 

２０：００ 最終降園時刻  

朝の会 

朝の会 

 

帰りの会 

自由遊び 

帰りの会 

おやつ 

給 食 
 
 
 

午 睡  

午前の活動 

午前の活動 

２歳児までは登園時に検温を行います。朝の支度

は、０．１歳児は保護者と一緒に、２歳児の６月から

は子ども自身が行います。登園した園児は各保育

室に移動するまで楽しく室内で遊びます。 

各保育室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、子ども達の姿勢

を正し、一人ひとりの体調を確認することにも役立

ち、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。午前（乳児のみ）と午後のおやつで
は、栄養を考えた手作りを給食室が提供します。 

幼児部では主に体操指導・音楽指導などを毎日３０

分行っています。その他、月ごとの制作や自由遊

び、文字書きなどもあります。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。 

配膳当番は子ども達に大人気！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。 

０～２歳児は、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備えます。0歳児は「るく

みー午睡センサー」を付け、1，2歳児はSIDSチェッ

ク表に従って、安全に午睡ができるよう保育士が

観察をしています。２歳児からは徐々に午睡時間を

短くし、３歳児から午睡はありません。 

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。 

おやつ おやつ 

給 食 
 
 
 

午後の活動 

帰りの会と自由遊びの順は園ごとに異なります。 

※幼児部とは、お昼寝のない３歳児以降です。 

※薬師寺保育園では、市立保育園の時から在園している園児への影響を最小に抑えるため、保育内容を受け
継いでいます。そのため、４歳児まで午睡があります。５歳児からは小学校就学に向けて徐々に時間を短く
しています。 

※午前・午後の活動は、各園で特色があります。詳しくは「特色あるカリキュラム」をご覧ください。 

午後の活動 



内木会の年間行事  
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 

●入園式 

●個人面談 

●誕生会 

 

 

 

 

●たけのこ掘り 

●誕生会   ●保育参観 

●歯科検診  ●園外保育 

●内科検診   

●いちご狩り 

●母の日 
  

   いちごパーティー 

●じゃがいも掘り 

●プール開き 

●誕生会 

●園外保育 

●父の日 

 

   サマースクール 

●保育参観 

●七夕  

●誕生会 

●夏祭り 

●年長お泊り保育 
（わかば、よつば、みつば保育園） 
 

●祖父母参観 
（薬師寺、こがねい保育園） 
 

８月 ９月 １０月 １１月 

●誕生会 

●個人面談 

●梨パーティー 

 

 

 

 

 

 

●保育参観 

●誕生会 

●入園説明会 

●運動会 

●園外保育 

●交通安全教室 

 

 

 

●誕生会  

●親子遠足 
（薬師寺、こがねい保育園） 
●りんご狩り 
（薬師寺、こがねい保育園） 
●さつまいも掘り 

●お店屋さんごっこ       
（よつば、みつば、薬師寺保育園） 

●全園スポーツ大会        
（わかば、よつば、みつば保育園） 
●秋まつり 
  （よつば、みつば保育園） 
  

    ハロウィンパーティー                  
       （あおば保育園） 

●誕生会 

●歯科検診 

●内科検診 

●保育参観 

●子ども祭り 

●保育参観 

●農園祭り（薬師寺保育園） 

 

 

１２月 １月 ２月 ３月 

●誕生会 

●クリスマス会 

●餅つき 

●乳児部発表会 
公共のホールにてダンスや音
劇・体操を発表します。  

●乳幼児発表会 
（こがねい保育園） 
 

●誕生会 

●七草粥 

●保育参観 

●幼児部発表会 

公共のホールにてダンスや音
劇・体操を発表します。  

●乳幼児発表会（薬師寺保育園） 

    

●節分 

●誕生会 

●重要事項説明会 

●年長卒園遠足 

       
   修了発表会 
     （あおば保育園） 

●誕生会 

●ひな祭り 

●縄跳び大会（こがねい保育園） 

●卒園式 

●お別れ会 

●クラス発表 
     

   



 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。 

内木会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（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  

内木会の特色ある教育カリキュラム 

 当会では、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、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、前方転回、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、子ども達の「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。 ※または週１回（薬師寺保育園・こがねい保育園） 

※アイコンの説明     あおば     わかば     薬師寺     こがねい     上横田よつば     みつば      すずらん 



 

●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他に、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、学年ごとに何十曲も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 

 

 当法人の母体となる薬師寺幼稚園は、奈良時代に下野薬師寺があった

場所に位置しています。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。 

 薬師寺幼稚園には、ジャガイモ畑、サツマイモ畑、たまねぎ畑、大根畑、

竹林などの農園があります。毎年、様々な野菜を栽培し、子どもたちが

収穫を体験できるようにしています。また、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

るようにしています。 

 当法人の保育園はこれらの農園や里山などを共有し、自然体験を行い

ます。幼稚園バスに乗って、遠足気分を味わいながら、友達と一緒に収

穫を楽しんでいます。収穫した野菜はご家庭に持ち帰り、どんな料理に

なるのかと楽しい話題となります。 乳児部の子どもたちも、園庭でじゃ

がいも掘り・さつまいも掘り・いちご狩りなどの体験を保育士と行い、収

穫の喜びを味わっています。 

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 

 内木会の母体となる薬師寺幼稚園には、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、

クジャクなど多くの動物を飼育し開放しています。子どもたちは、バスで野菜の収穫や園外保育などで近くに

寄った際に、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。 



 

 子どもたちには幼いうちから絵本や本に親しんでもらいたいという思いがあります。当法人の保育では、乳

児期からたくさんの絵本の読み聞かせを取り入れ、どんどん言葉や物語に触れるようにしています。幼児部

においても絵本や紙芝居の読み聞かせや絵本の貸し出しを行っています。それらを通して文字への関心が高

まり、「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ます。園では、敬老の日の感謝の手

紙やゆうびんやさんごっこで、大好きなおじいちゃんおばあちゃん、友達や先生に手紙を書きます。また、通

常保育の時間に文字書き・計算に取り組む時間を設けています。１回３０分を毎日続けています。なかなかご

家庭で文字書き指導の時間を取ることは難しいですが、保育園で過ごす時間の中で、たくさんの文字や物語

に触れ、学ぶ喜びを感じ、自分から積極的に学習できる子どもに成長してほしいと思っています。 

●たくさんの物語に触れ、保育に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 

●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。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、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。園によって実施する曜日や学年は異なりますが、おおむね１回25分程度のレッスンを月２回程度

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。 



●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。当法人では、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。指先の発達を促されるとともに、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、子どもの成長が見ら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 



内木会の子育て支援事業 

 当法人では、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。子育て

をするご家庭にとって、安心して長く預けられる温かな場所となれるよう頑張っています。 

平日の一時預かり保育 

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。 

※休日保育には事前に登録が必要です。 

あおば保育園 （かなりやぐみ） 

わかば保育園 （うぐいすぐみ） 
７：００～２０：００ 

０歳児…５００円/時間 
１歳児以上…３００円/時間 
食事おやつ代 ： 350円 
おやつのみ：100円 
登録料：７５０円 

生後３カ月～３歳児対象 

みつば保育園 （つばめぐみ） 

すずらん保育園（一時預かり） 

ふたばこども園（つぐみぐみ）     

７：００～１９：００ 

０歳児…５００円/時間 
１歳児以上…３００円/時間 
食事おやつ代 ： 350円 
おやつのみ：100円 
登録料：７５０円 

生後3カ月～3歳児対象 

薬師寺保育園 （あひるぐみ） ８：３０～１７：００ 
1歳児～3歳未満…2,500円／日 

3歳以上…2,000円／日 
満１歳～５歳児対象 

なのはな保育園 ８：３０～１７：３０ 

０歳児…４,３00円／日 

１・２歳児…２,５00円／日 

       （食事おやつ代含む） 

登録料：750円 

0～２歳児 

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 よつば保育園 

２・３号 

(標準時間) 
利用料なし 利用料なし 

7:00～8:00、16:00以降は 

１００円／時＋基本料２００円 

１５:00以降は 

400円／時 
2号認定

(短時間) 

7:00～8:00、16:00以降は 

４００円／時 

１５:00以降は 

400円／時 
３号認定

(短時間) 

１２００円／日 預かりなし 学童 

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 
薬師寺幼稚園 

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） 

※ご利用には、事前登録が必要です。 



ご利用にはあらかじめ登録が必要です。 

病院で診察する際に、ホームページからダウンロードした診
察情報提供書を医療機関にて記入していただき、ご提出く
ださい。「病名、利用時間」など、予約してから病後児保育を
ご利用ください。 

【病児保育スマイル：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。 
 

【予約】事前予約はインターネットの「えんとつ」で行えます。 

 ※当日申し込みは利用状況によりお預かりできない事が 
     ありますのでご相談下さい。 
 

【登録時に必要な物】 

 登録表、保険証控え、緊急連絡先、（登録料）、印鑑 

【支払い】登録料・利用料ともに、お支払いは電子マネー 

場所 

利用時間  

対象 

わかば保育園（病児保育スマイル） 

薬師寺幼稚園（病児保育オリーブ） 

8：0０～１8：00（月～金） 

市内の生後６カ月～１２歳（小学６年生） 

  

利用料 

下野市内の方 保育料１５０円/時間  

下野市外の方 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） 

病児保育・病後児保育 

場所 

利用時間  

対象 

なのはな保育園（病後児保育） 

８：3０～１７：３０（月～金）  

満１歳～満９歳  

利用料 １日2000円  

登録料 １０００円 （随時受付） 

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 



 

 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のでご了承ください。 

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。  



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、子ども達にとても人

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。 

開園日 月～金曜日  ７:００～２０：００（または１９：００） / 土曜日 ７:００～１８：００ 開園日・時間 

延長保育・土曜保育 

 保育提供時間 延長保育時間 延長保育料 
月極料金 
～19:00 

月極料金 
～２０:00 早朝保育時間 

２号 

３号 

保育標準時間 7:00～１８：００ １８：００～２０：００ ４００円／時 4,000円 ８，０００円 ー 

保育短時間 ８：００～１5：００ １5：００～２０：００ ４００円／時 ８，０００円 12,000円 ７：００～８：００ 

  上横田よつば保育園     

 保育提供時間 延長保育時間 延長保育料 月極(上限)料金 早朝保育時間 

３号 
保育標準時間 7:00～１８：００ １８：００～２０：００ ４００円／時 ８，０００円 ー 

保育短時間 ８：００～１６：００ １６：００～２０：００ ４００円／時 ８，０００円 ７：００～８：００ 

 保育提供時間 延長保育時間 延長保育料 月極(上限)料金 早朝保育時間 

２号 

３号  

保育標準時間 7:00～１８：００ １８：００～１９：００ ３００円／回 3,000円 ー 

保育短時間 ８：３０～１６：３０ １６：３０～１９：００ ２００円／回 1,500円 ７：００～８：３０ 

※１度でも19:00を過ぎる利用があった場合は、月極料金は～２０：００の金額となります。 

  薬師寺保育園 

 保育提供時間 延長保育時間 延長保育料 月極(上限)料金 早朝保育時間 

２号 

３号 

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

保育短時間 ８：００～１６：００ １６：００～２０：００ ４００円／時 ８，０００円 ７：００～８：００ 

  わかば保育園 

  あおば保育園 

 保育提供時間 延長保育時間 延長保育料 月極(上限)料金 早朝保育時間 

２号 

３号 

保育標準時間 7:00～１８：００ １８：００～19：００ ４００円／時 4,000円 ー 

保育短時間 ８：００～１5：００ １5：００～19：００ ４００円／時 ８，０００円 ７：００～８：００ 

 みつば保育園     

 保育提供時間 延長保育時間 延長保育料 月極(上限)料金 早朝保育時間 

２号 

３号  

保育標準時間 7:00～１８：００ １８：００～１９：００ ３００円／回 3,000円 ー 

保育短時間 
８：３０～１６：３０ １６：３０～１8：００ 

１8：00～１9：００ 

２００円／回 

３００円／回 

1,500円 

３,０00円 

７：００～８：３０ 

  こがねい保育園 

・延長保育を利用する場合は、基本保育料以外に上記の延長保育料金がかかります。 

 保育提供時間 延長保育時間 延長保育料 
月極料金 
～19:00 

月極料金 
～２０:00 早朝保育時間 

２号 

３号 

保育標準時間 7:00～１８：００ １８：００～２０：００ ４００円／時 4,000円 ８，０００円 ー 

保育短時間 ８：００～１5：００ １5：００～２０：００ ４００円／時 ８，０００円 12,000円 ７：００～８：００ 

  すずらん保育園 



内木会の納付金等 
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 

保育料 
無料（２号認定） 

市町村が定める額（３号） 
毎月 銀行引落とし 

給食費 

主食費３,０00円（２号認定） 

副食費4,500円（２号認定） 

０円（３号認定） 

毎月 銀行引落とし  

教材費 実費 ― ー 

行事費 実費 ― お泊り保育等 

体操着代 実費 ― ― 

おむつ廃棄料 

 

５００円               

（薬師寺保育園・こがねい保育園 
は希望者のみ） 

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 

（薬師寺保育園・こがねい保育園 
は希望者のみ） 

毎月 ３号認定のみ 

冷・暖房費 無料 ― ― 

ＩＣカード代 
1,000円＋消費税 

（こがねい保育園はICカードなし） 
入園時 ２枚目以降は６００円＋消費税 

※ 入園にあたっては、体操着（３歳児以上）、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、保育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。 
 

＜保育料無償化＞              

※ 保育料は、２号認定（３歳児～５歳児）が無料になります。 

※ 副食費免除は、２号認定の第１～第４階層（第１子・２子）、第５～８階層（第３子以降）です。 



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  

 迎えに行ったとき、今日はこんなことがありましたよとか、些細な事でも、よく話してくだ

さいます。先生方の笑顔と挨拶、本当に素晴らしいです。明るい元気なお声で「おはようご

ざいます。」「おかえりなさい。」とか、お声を掛けてくださいます。その言葉で、その日１日が

心穏やかに気持ちよく過ごすことができます。みなさん温かくて嬉しいです。 

 

あおば保育園 

保護者Ａさん 

おかげで１日気持ちよく過ごしています！ 

♪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。 

当会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♪ 

 運動会はどの競技も楽しめるようで、子ども自身「全部楽しかった！」と言っていました。

準備や子ども達へのあたたかい励ましなど、ご指導ありがとうございます。成長した姿がみ

られ、楽しい時間を過ごすことができ感謝しています。担任の先生はもちろん、どの先生も

いつも笑顔で声を掛けてくれます。園と家庭で協力して子育てをしていると感じます。 

 

わかば保育園 

保護者Bさん 

子どもも大人も大満足の行事です！ 

 すべての先生が他のクラスの子とも良く関わってきめ細かに対応して保育をして頂いて

いるようで、どの先生にも子どもの成長に関する悩みや相談ができ、解決できているので

ありがたいです。熱心に対応して頂いたり、子どもの変化に気づいて頂いたり、子どもの

ペースで関わって頂けるので本人も楽しく通えています。 

 

薬師寺保育園 

保護者Cさん 

きめ細やかでアットホームな雰囲気！ 

 園庭で笑顔で楽しそうに子ども達と追いかけっこをしている先生方の姿を見ると"本当に

子どもが好きなんだなぁ”と感動してしまいます。素敵で優しく、悩んでいること等にも親身

に寄り添って考えてくださいます。子ども達を良く見てくださり、子どもに任せられるとこ

ろは任せ、手助けが必要な時には手を差し伸べ、それが成長につながっていると感じます。 

 

保護者Dさん 

大好きな子どもたちの成長を見守ってくれます。 

 仕事上、朝早くから夜遅くまで預かっていただいていますが、毎日泣かずに登園し、帰っ

てきてから「たくさん遊んだ」と笑顔を見て園全体で子どもを楽しませてくれます。入園して

から多くの事を学ばせて頂き、“こんなこともできるようになったんだなあ”と感じることが

多く、私自身も毎朝登園するたびに、先生方やお友達から元気をもらっています。 

 

みつば保育園 

保護者Eさん 

長時間の預かりでも安心して通わせられます。 



よくあるご質問 

１．内木会のシンボルマークは、なぜ「てんとうむし」なのですか。 

 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．近所の子が違う幼稚園・保育園に通っているので、家に帰ってから遊ばな

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、家に
帰っても仲間に入ることができません。しかし保育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。 

 内木会では、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、当会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。 

３．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あります。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）保育参観（年５回）自由参加 

（３）夏祭り 自由参加  （４）秋祭り 自由参加 （５）子ども祭り 自由参加  
 

４．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。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 yakushiji4@yakushiji.ed.jp 

ＵＲＬ http://www.yakushiji.ed.jp 
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