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　　保護者がお子さんを安心して預けられる保育所を目指し、

　子どもたちが心身共に健やかに育つよう、保護者の皆さん

　とのコミュニケーションを大切にしています。

　　また、子どもたちがくつろいだ雰囲気の中でのびのびと

　安定した生活を送れるよう努めます。

給食費(3歳児以上)

3歳児以上 3,500円

1977年4月

240円/年

教材費

年長児チャレンジデイ

夏祭り◎

延長保育料
保育短時間 8時間以上 100円/時間

保育標準時間 18:00～19:00 100円/日

豆まき

開設年月 利用定員

延長保育料
保育短時間 8時間以上 100円/時間

保育標準時間 18:00～19:00 100円/日

給食費(3歳児以上)

延長保育おやつ代 50円/食 健康会費(損害保険) 240円/年

保護者会費 200円/月 卒園積立金 -

布団乾燥代

保育参観◎

主食費：1,000円/月

夏祭り◎

　　運動会3歳児以上◎
　　4歳児以上は野外遠足

・水と土と太陽の恵みを受けながら、散歩やどろんこ・水・プール遊びなどの季節にあった遊びや
　年齢に応じた遊びを通して頭と心と体を鍛え、生きる力、学ぶ力を育みます。
・一人ひとりの個性を大切にし、人とかかわる力を育みます。
・四季折々の食材を使った温かい給食や手作りおやつ、行事食を提供いたします。
　また、畑での野菜づくりや栄養士による食育指導を行っています。

月刊誌(絵本希望者のみ)・名札・帽子・シール帳等：実費教材費

500円/月 体操服代 ３歳児以上 3,500円

　　保護者がお子さんを安心して預けられる保育所を目指し、

　子どもたちが心身共に健やかに育つよう、保護者の皆さん

　とのコミュニケーションを大切にしています。

　　また、子どもたちがくつろいだ雰囲気の中でのびのびと

　安定した生活を送れるよう努めます。

副食費：3,600円/月 保育参加・個別面談(1年毎)◎

クリスマス会

豆まき

修了式◎

保育理念 保育方針

主な費用　※金額に変更が生じる場合があります。

園の特徴

親子親睦会(保護者会)◎

年長児チャレンジデイ

主な行事　◎は保護者参加

入所式

(1)子どもが自分のやりたい遊びを充分できるような環境を整え、自発性
　　や個性を尊重し適切な援助を心がける。
(2)散歩や戸外での遊びを通して、自然に触れたり、体力づくりをする。
(3)小動物の飼育や畑作りを通して、慈しむ心や生命の大切さ、仕事をす
　　る喜びを知らせる。
(4)各年齢の子どもたちや地域の人たちとの交流をもち、思いやりや親し
　　みの心を育てる。
(5)落ち着いて、ゆったりとした家庭的な雰囲気を大切に保育し、絵本の
　　読み聞かせや語り聞かせなどを通して、創造力や豊かな心を育てる。
(6)友達との関わりやさまざまな体験を通して、お互いに尊重し合うこと
　　や物事の善し悪しを判断して行動する力をつける。

保育参観◎

水・プール遊び

保育理念 保育方針

(1)子どもが自分のやりたい遊びを充分できるような環境を整え、自発性
　　や個性を尊重し適切な援助を心がける。
(2)散歩や戸外での遊びを通して、自然に触れたり、体力づくりをする。
(3)小動物の飼育や畑作りを通して、慈しむ心や生命の大切さ、仕事をす
　　る喜びを知らせる。
(4)各年齢の子どもたちや地域の人たちとの交流をもち、思いやりや親し
　　みの心を育てる。
(5)落ち着いて、ゆったりとした家庭的な雰囲気を大切に保育し、絵本の
　　読み聞かせや語り聞かせなどを通して、創造力や豊かな心を育てる。
(6)友達との関わりやさまざまな体験を通して、お互いに尊重し合うこと
　　や物事の善し悪しを判断して行動する力をつける。

・水と土と太陽の恵みを受けながら、散歩やどろんこ・水・プール遊びなどの季節にあった遊びや
　年齢に応じた遊びを通して頭と心と体を鍛え、生きる力、学ぶ力を育みます。
・一人ひとりの個性を大切にし、人とかかわる力を育みます。
・四季折々の食材を使った温かい給食や手作りおやつ、行事食を提供いたします。
　また、畑での野菜づくりや栄養士による食育指導を行っています。

保育参加・個別面談(1年毎)◎

修了式◎

地図

　　運動会3歳児以上◎
　　4歳児以上は野外遠足

電話番号公立 認可保育所

園の特徴

主な費用　※金額に変更が生じる場合があります。

主な行事　◎は保護者参加

入所式

親子レクリエーション◎

各施設の概要
ホームページ 地図

0297-48-1876

認可保育所公立 開設年月

1981年4月

利用定員

122名

(平日)7:00～19:00

受入開始月齢

生後6か月～

電話番号

①土塔中央保育所 保育時間（延長時間含む）

(土曜)7:00～18:00

94名

月刊誌(絵本希望者のみ)・名札・帽子・シール帳等：実費

水・プール遊び

主食費：1,000円/月 副食費：3,600円/月

0297-48-4897

②北園保育所 受入開始月齢 保育時間（延長時間含む）

生後6か月～ (平日)7:00～19:00 (土曜)7:00～18:00

200円/月 卒園積立金 -

布団乾燥代 500円/月 体操服代

保護者会費

クリスマス会

ホームページ

延長保育おやつ代 健康会費(損害保険)50円/食
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70名

卒園積立金 200円/月

-

認可保育所 開設年月 電話番号

④わかばのもり保育園

卒園式◎

クリスマス会、もちつき

鏡開き、マラソン大会主食費：1,200円～1,400円/月 副食費：4,500円/月

教材費

　　1．健康でたくましい子

　　2．人を思いやることのできる子

　　3．自分で考え行動できる子

教材費

主な費用　※金額に変更が生じる場合があります。

・薄着・裸足の生活で丈夫な体を作り、また遊びを通して自ら学ぶ力を養います。散歩にも力を入れています。
・加工食品・冷凍食品や添加物を極力使用せず、無農薬玄米を提供しています。また食育として毎月1回の野外調理、
　クッキングを行っています(幼児クラス)。
・主体性や自己肯定感を育むために肯定語を意識した寄り添う保育をしています。
・4・5歳児はスイミング指導を月2回スイミングスクールで行っています。
・3・4・5歳児は月1回、外国人の講師による「英語で遊ぼう」を通し、異文化に触れ、グローバルな子どもの育成に繋
　げています
・5歳児は年7回、専門の講師による「キッズアンガーマネジメント」を受講し、怒りのコントロールについて学び、対人
　関係の構築などに役立てています。
・2023年12月完成予定で園舎の建替工事を予定しています。2023年4月から12月までは仮設園舎での生活を
　予定してます。

園の特徴

副食費：4,500円/月主食費：3歳児1,100円/月 4歳児1,200円/月 5歳児1,300円/月

保護者会費 300円/月 卒園積立金 5歳児 300円/月

布団乾燥代 330円/月 体操服代

延長保育おやつ代 50円/食 健康会費(損害保険)

保育時間（延長時間含む）

生後6か月～ (平日)7:00～19:00 (土曜)7:00～18:00

利用定員私立

3歳児から 実費

交流会

生後40日～ (平日)7:00～19:30 (土曜)7:00～18:30

～生きる力を身に付ける～

延長保育料
保育短時間 7:00～8:29、16:31～19:30 100円/30分

保育標準時間 18:01～19:30 100円/30分

給食費(3歳児以上)

法人内年長交流会、交通安全教室

夏まつり◎

卒園児とのOB交流会

入園式◎

親子遠足(3・4・5歳児)◎

運動会◎

芸術鑑賞会、筑波山遠足(4・5歳児)

保育方針

③まつやま保育園
1994年4月 0297-48-7843

受入開始月齢 保育時間（延長時間含む）

○土と水と太陽とたわむれ、自然の恵みを体全体で味わう
○薄着、裸足の生活で丈夫な体を作り、よく食べ、よく遊び、よく眠
　り、よい生活習慣を身に付ける
○同年齢、異年齢の子どもたちや動物との触れ合い、そして地域の
　人たちとの交流を通し、他を認め受け入れ、思いやりの心を育てる
○豊かな経験を通して、年齢に沿った判断力と主体性・個性を伸ばす

主な行事　◎は保護者参加

○豊かな感性を養い健康でたくましい心身をつくる

さつま芋掘り、お店屋さんごっこ

年長児筑波山登山

運動会◎

延長保育料

入園式◎、保育参観(総会)◎、じゃが芋種植え

じゃが芋掘り、夏祭り◎、七夕、年長児お泊り保育

親子遠足◎

さつま芋苗植え

○自然にふれあい命の尊さと優しい心を育む

○たくさんの体験、経験を通して知的好奇心や自主性を養う

主な費用　※金額に変更が生じる場合があります。

・畑での作物づくりや収穫した野菜でのクッキング、また月1回の郷土料理を通して食への関心を高め
　ています。
・様々な「遊び」を通して集中力や考える力を高めます。
・2歳児から外国人講師による「English」を行い、楽しみながら国際感覚を養います。
・3歳児からは専門講師指導のもと「運動遊び」を行い丈夫な体を育てます。
・4歳児から希望者はサッカーや体育クラブに通うことができます。
・わかばのもりキラリ保育園との交流会を行っています。また、夏祭り・運動会はわかばのもりキラリ
　保育園と合同で行います。

園の特徴

　○１人ひとりの個性を大切に輝く未来へ

　○自然環境との調和を図りながら生きる力を育みます

　○無限の可能性を創造しつづけるステージ

マラソン大会、お別れ会、ひな祭り、卒園式◎

保育短時間 7:00～7:59、16:01～19:00 100円/時間

保育標準時間 18:00～19:00 100円/日

給食費(3歳児以上)

作品展、発表会◎、マラソン大会、節分

マラソン大会

主な行事　◎は保護者参加

240円/年

地図ホームページ

ホームページ 地図

保育理念 Instagram LINE公式

利用定員私立 認可保育所 開設年月 電話番号

120名

個人教材：実費 その他 親子遠足、年長児お泊り保育、年長児筑波山登山：実費

クリスマス会、もちつき

延長保育料おやつ代 - 315円/年

保護者会費(後援会費) (1家庭)300円/月

2004年4月 0297-48-1735

受入開始月齢

法人内年長交流会、豆まき健康会費(損害保険)

その他

布団乾燥代 350円/月 体操服代

作品フォルダ700円・ワークブック400円・キッズアンガーテキスト200円

スイミング代（任意）：1,200円/回、遠足代：実費、おしぼり代：0～2歳児 350円/月、入園準備品：実費

保育理念 保育方針

未来　創造　自然とのハーモニー
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　建学の精神を「白梅」に託し、寒苦風雪に耐え（忍耐心）、

⑥つくば国際松並保育園
2009年4月 0297-44-5022

受入開始月齢

生後43日～

地図ホームページ利用定員電話番号

保育標準時間 18:00～19:00 100円/日

給食費(3歳児以上)

 生活発表会◎、クリスマス会、おもちつき会

七五三集会、健康診断、歯科検診

主食費：1,200円/月 副食費：4,500円/月

運動会◎、秋の遠足(3～5歳児)

親子遠足(3～5歳児)◎

健康診断、歯科検診

七夕会、夏祭り◎、お泊り保育、水遊び

水遊び

保育参観◎

教材費

延長保育おやつ代 50円/食 健康会費(損害保険) 240円/年

保護者会費 500円/月 卒園積立金 -

3歳児以上 11,700円

ピアニカ(3歳児以上)：7,260円

布団乾燥代 500円/月 体操服代

ホームページ 地図利用定員私立 認可保育所 開設年月 電話番号

⑤つくば国際百合ヶ丘保育園
2007年4月 0297-21-5355 200名

受入開始月齢 保育時間（延長時間含む）

生後43日～ (平日)7:00～19:00 (土曜)7:00～18:00

主な行事　◎は保護者参加

(平日)7:00～19:00 (土曜)7:00～18:00

園の特徴

保育時間（延長時間含む）

豆まき

お別れ会、ひな祭り、卒園式◎

主な費用　※金額に変更が生じる場合があります。

・園児の発達にあわせて次の特別指導を保育時間内に行っています。
　・音楽指導 ・体操指導 ・英語指導(それぞれ専門の先生により指導を行います。)
　　ピアニカ、体操服等準備品は購入していただきます。
・短大附属という教育機関の性格を生かし「のびのび・すくすく・なかよく」できる子の保育指導を実施し、
　豊かな人間性を育てます。
・緑の木々に恵まれ、園庭に出ると風が心地よく感じられます。
・園庭からつくばエクスプレスの電車が見えます。

保育理念 保育方針

140名

入園式◎、進級式◎、父母総会◎

延長保育料
保育短時間 8時間以上 200円/日

　他にさきがけて花開き（先駆的前進性）

　やがて立派に実を結ぶ（実効性）という花実両全の姿

　児童を心身ともに健やかに育成し、基本的生活習慣の自立や、

　協調性・社会性を養う

　思いやりの心を育てる保育・教育を行う

ピアニカ(3歳児以上)：7,260円

・園児の発達にあわせて次の特別指導を保育時間内に行っています。
　　・音楽指導　・体操指導　・英語指導 (それぞれ専門の先生により指導を行います。)
　　　ピアニカ、体操服等準備品は購入していただきます。
・短大附属という教育機関の性格を生かし「のびのび・すくすく・なかよく」できる子の保育指導を実施し、
　豊かな人間性を育てます。
・畑で子どもたちといっしょに、季節の花や野菜などを育てています。

主な費用　※金額に変更が生じる場合があります。

私立 認可保育所 開設年月

健康会費(損害保険) 240円/年　

3歳児以上 11,700円

保護者会費 500円/月 卒園積立金 -

布団乾燥代 500円/月

主食費：1,200円/月 副食費：4,500円/月

教材費

お別れ会、ひな祭り、卒園式◎

秋の遠足(3～5歳児)

体操服代

保育参観◎

豆まき

水遊び

給食費(3歳児以上)

延長保育おやつ代

　建学の精神を「白梅」に託し、寒苦風雪に耐え（忍耐心）、

保育標準時間 18:00～19:00 100円/日

50円/食

主な行事　◎は保護者参加

入園式◎、進級式◎、父母総会◎

延長保育料
保育短時間 8時間以上 200円/日

運動会◎

　児童を心身ともに健やかに育成し、基本的生活習慣の自立や、

　他にさきがけて花開き（先駆的前進性） 　協調性・社会性を養う

　やがて立派に実を結ぶ（実効性）という花実両全の姿 　思いやりの心を育てる保育・教育を行う

園の特徴

保育理念 保育方針

親子遠足(3～5歳児)◎

健康診断、歯科検診

七夕会、夏祭り◎、お泊り保育

クリスマス会・おもちつき会

生活発表会◎・健康診断・歯科検診
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〇利用者第一主義

〇地域社会への貢献

〇人格形成の追求

〇健康で安全な基本的生活習慣を身に付けること

〇人との関わりの中で愛情・信頼・自主・協調が育つこと

〇様々な事象について興味や関心が育つこと

布団乾燥代 500円/月　 体操服代 -

ひなまつり会、クラス懇談会◎
お別れ遠足、卒園修了式◎

連絡帳・帽子・教材など：0.1歳児1,510円、2歳児2,740円、3歳児4,930円、4歳児5,660円、5歳児6,610円教材費

延長保育おやつ代 - 健康会費(損害保険) -

運動会◎　

歯科・健康診断　リトミック参観◎
バス遠足(3～5歳児)◎

クリスマス会◎

生活発表会◎、正月あそび
延長保育料

保育短時間 7:00～9:00、17:00～20:00 100円/30分

保育標準時間 18:00～20:00 100円/30分

・リトミック教育：本格的な指導(有資格者)による毎週1回
　【登園するだけで本格的リトミックが学んでいただけます】
・英会話教室：4、5歳児 週１回
　　Skypeでフィリピン現地のネイティブ講師とのオンライン英会話を実施
・写真販売：お子さんの写真をオンラインにて販売しております。
・センサー等のＩＣＴ技術を活用した午睡中の見守りを行います。
・安心の手作り給食・おやつ：国産の減農薬等に配慮した食材で化学調味料や加工済み冷凍食品は極力
　使用せず天然だしにこだわり調理し、本物の味覚給食を陶器の食器で提供します。
　また、おやつも全て手作りで提供します。アレルギー除去食対応。
・手ぶら登園　定額登録でオムツ持参はなし。園で用意します。

3月

保護者会費 250円/月 卒園積立金 -

主な費用　※金額に変更が生じる場合があります。

作品展◎、節分主食費：1,250円/月 副食費：5,000円/月

入園・進級式(園児のみで開催)◎

保育参観、懇談会◎

歯科・健康診断、給食試食会◎

七夕会、プール開き、夏祭り◎

個別面談◎

給食費(3歳児以上)

公園へ散歩活動◎

ホームページ 地図私立 認可保育所 開設年月 電話番号

⑧あい保育園百合ヶ丘
2012年4月

生後43日～ (平日)7:00～20:00 (土曜)7:00～20:00

受入開始月齢 保育時間（延長時間含む）

0297-44-8324 90名

保育理念 保育方針

〇自主性を育てます

〇個性を大切にします

〇思いやりの気持ちが育つ「心の基地」をめざします

〇自然との触れ合いを大切にします

園の特徴 主な行事　◎は保護者参加

私たちは子ども達に「自分の夢を自分の力で実現できる人」に
なって欲しいと願っています。
　〇いろいろなことに興味を持ち、自分で考えやってみる気持ちを持つこと
　〇思いやりの気持ちを持って楽しく仲間と関わることができること
　〇安心できる「心の基地」があること

延長保育料
保育短時間(8:00～16:00) 8時間以上 200円/時間

保育標準時間 18:00～19:00 100円/時間

給食費(3歳児以上)

主な行事　◎は保護者参加

入園式◎、懇談会◎

個人面談◎、親子遠足◎

内科検診・歯科検診

七夕、じゃが芋掘り、夏祭り◎

プールあそび

防災引取り訓練◎

主な費用　※金額に変更が生じる場合があります。 運動会◎、さつま芋掘り、ハロウィン

七五三、内科検診・歯科検診、お別れ遠足
マラソン大会、保育参観◎

クリスマス発表会◎

・一時保育実施
・栄養士の指導による調理体験、手作り給食、おやつの提供。アレルギー除去食対応。
・災害対策として1階の窓に飛散防止フィルムを貼っています。
・専門の講師による月1回のリトミック、週1回の英語教室(3歳児以上)、月1回の体操教室(4歳児以上)
　を行い、心身の発達、集中力、思いやりを育てます。
・法人所有の子ども農園でのじゃが芋・さつま芋の収穫、園の菜園での野菜の育成収穫を通した食育を
　実施します。
・24時間稼働の防犯カメラで侵入者を監視しています。

園の特徴

餅つき、なわとび大会主食費：1,000円/月 副食費：4,200円/月

節分、個人面談◎

ひな祭り、卒園式◎

延長保育おやつ代 - 健康会費(損害保険) 240円/年

保護者会費

教材費

利用定員

- 卒園積立金 -

布団乾燥代 - 体操服代 -

ワークブック：260円～400円/年 

ホームページ 地図利用定員私立 認可保育所 開設年月 電話番号

60名

保育理念 保育方針

⑦もりり保育園
2009年4月 0297-48-0631

受入開始月齢 保育時間（延長時間含む）

生後43日～ (平日)7:00～19:00 (土曜)7:00～19:00

※教材費は、新規入園の場合にかかる費用です。
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保護者会費 - 卒園積立金 -

布団乾燥代 500円/月　

教材費

地図

ひなまつり会
卒園・修了式◎

布団乾燥代 330円/月 体操服代

マラソン大会、お別れ会
ひな祭り、卒園式◎

教材費

3歳児以上 実費

○豊かな感性を養い健康でたくましい心身をつくる

○自然にふれあい命の尊さと優しい心を育む

○たくさんの体験、経験を通して知的好奇心や自主性を養う

主な行事　◎は保護者参加

入園式◎、保育参観(総会)◎
じゃが芋種植え

交流会

主な費用　※金額に変更が生じる場合があります。 年長児筑波山登山

さつま芋掘り

　○自然環境との調和を図りながら生きる力を育みます

保護者会費 300円/月 卒園積立金 5歳児 300円/月

作品展・発表会◎、もちつき

園の特徴

私たちは子ども達に「自分の夢を自分の力で実現できる人」に
なって欲しいと願っています。そしてそのためには次のことが
必要だと考えています。
　〇いろいろなことに興味を持ち、自分で考えやってみる気持ちを持つこと
　〇思いやりの気持ちを持って楽しく仲間と関わることができること
　〇安心できる「心の基地」があること

保育理念

お店屋さんごっこ、マラソン大会

マラソン大会、節分

延長保育料
保育短時間 7:00～7:59、16:01～19:00 100円/時間

保育標準時間 18:00～19:00 100円/日

給食費(3歳児以上)

延長保育おやつ代 50円/食 健康会費(損害保険) 240円/年

主食費：3歳児1,100円/月 4歳児1,200円/月 5歳児1,300円/月 副食費：4,500円/月

リトミック参観◎、歯科検診

七夕会、水遊び

入園・進級式、保育参観・懇談会◎

延長保育おやつ代 - 健康会費(損害保険) -

給食費(3歳児以上) 主食費：1,250円/月 副食費：5,000円/月

保育方針

ホームページ 地図利用定員私立 認可保育所 開設年月 電話番号

園の特徴

2013年4月 0297-44-7083

受入開始月齢

保育方針

⑨あい保育園守谷駅前

主な行事　◎は保護者参加

○自主性を育てます

○個性を大切にします

○思いやりの気持ちが育つ「心の基地を」めざします

○自然との触れ合いを大切にします

70名

・リトミック教育：本格的な指導(有資格者)による毎週1回
　【登園するだけで本格的リトミックが学んでいただけます】
・写真販売：お子さんの写真をオンラインにて販売しております。
・センサー等のＩＣＴ技術を活用した午睡中の見守りを行います。
・安心の手作り給食・おやつ：国産の減農薬等に配慮した食材で化学調味料や加工済み冷凍食品は極力
　使用せず天然だしにこだわり調理し、本物の味覚の給食を陶器の食器で提供します。
　また、おやつも全て手作りで提供します。

内科健診

100名

保育時間（延長時間含む）

生後43日～ (平日)7:00～20:00 (土曜)7:00～20:00

・畑での作物づくりや収穫した野菜でのクッキング、また月1回の郷土料理を通して食への関心を高め
　ています。
・様々な「遊び」を通して集中力や考える力を高めます。
・2歳児から外国人講師による「English」を行い、楽しみながら国際感覚を養います。
・3歳児からは専門講師指導のもと「運動遊び」を行い、丈夫な体を育てます。
・わかばのもり保育園との交流会を行っています。また、夏祭り・運動会はわかばのもり保育園と合同
　で行います。

さつま芋苗植え

親子遠足◎

じゃが芋掘り、夏祭り◎、七夕
年長児お泊り保育

運動会◎

　○無限の可能性を創造しつづけるステージ

開設年月 電話番号

2013年4月 0297-48-1736

受入開始月齢 保育時間（延長時間含む）

生後57日～ (平日)7:00～19:00 (土曜)7:00～18:00

保育理念

個人教材：実費 その他 親子遠足、年長児お泊り保育、年長児筑波山登山：実費

未来　創造　自然とのハーモニー

　○１人ひとりの個性を大切に輝く未来へ

利用定員

⑩わかばのもりキラリ保育園

夏祭り

遠足(年少児・年中児)

主な費用　※金額に変更が生じる場合があります。 運動会◎

遠足(年少児・年中児)、歯科・内科健診

クリスマス会

お正月遊び

節分、発表会◎、個人面談◎

延長保育料
保育短時間 7:00～9:00、17:00～20:00 100円/30分

保育標準時間 18:00～20:00 100円/30分

体操服代 ４歳児以上 1,500円　

私立 認可保育所

連絡帳・帽子・教材等：0・１歳児3,000円、2歳児4,910円、3歳児5,020円、4・5歳児5,380円

※教材費は、すべて購入した場合の金額
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78名

保育方針

⑫まつやま百合ケ丘保育園

主食費：1,200円/月 副食費：4,500円/月

-

スイミング代（任意）：1,400円/回、遠足代：実費、おしぼり代：0～2歳児 350円/月、入園準備品：実費

○子どもの興味関心を重視し子どもの向上心と探究心を養う○笑顔溢れる生活と遊びを通して健全な心身の育成を目指す

　　1．健康でたくましい子

　　2．人を思いやることのできる子

　　3．自分で考え行動できる子

-

0～2歳児 1,500円/年、3～5歳児 8,000円/年 程度

○土と水と太陽とたわむれ、自然の恵みを体全体で味わう
○薄着、裸足の生活で丈夫な体を作り、よく食べ、よく遊び、よく眠
　り、よい生活習慣を身に付ける
○同年齢、異年齢の子どもたちや動物との触れ合い、そして地域の
　人たちとの交流を通し、他を認め受け入れ、思いやりの心を育てる
○豊かな経験を通して、年齢に沿った判断力と主体性・個性を伸ばす

Instagram LINE公式

～生きる力を身に付ける～

保育理念

(平日)7:00～19:30

350円/月 体操服代

運動会◎

筑波山遠足（4・5歳児）、マラソン大会

クリスマス会、もちつき

鏡開き

法人内年長交流会、豆まき

園の特徴

・薄着・裸足の生活で丈夫な体を作り、また遊びを通して自ら学ぶ力を養います。散歩にも力を入れています。
・加工食品・冷凍食品や添加物を極力使用せず、無農薬玄米を提供しています。また食育として毎月1回の野外調理、
　クッキングを行っています(幼児クラス)。
・主体性や自己肯定感を育むために肯定語を意識した寄り添う保育をしています。
・4・5歳児はスイミング指導を月2回スイミングスクールで行っています。
・3・4・5歳児は月1回、外国人の講師による「英語で遊ぼう」を通し、異文化に触れ、グローバルな子どもの育成に繋
　げています。
・5歳児は年7回、専門の講師による「キッズアンガーマネジメント」を受講し、怒りのコントロールについて学び、対人
　関係の構築などに役立てています。
・土曜保育はまつやま松並保育園と合同で行います。

親子遠足、レクレーション◎

法人内年長交流会、交通安全指導

夏祭り◎

主な行事　◎は保護者参加

入園式◎

主な費用　※金額に変更が生じる場合があります。

(土曜)7:00～18:30

七五三祝い

ホームページ利用定員私立 認可保育所 開設年月 電話番号

卒園式◎、ひなまつり集会
お別れ会、お別れ遠足

地図

カルタ大会

豆まき会

給食費(3歳児以上)

延長保育おやつ代 - 健康会費(損害保険)
日本スポーツ振興センター掛金：260円/年
O-157付全私保連(傷害保険)：1,600円/年

教材費

保護者会費 - 卒園積立金 -

布団乾燥代 - 体操服代

ホームページ 地図利用定員私立 認可保育所 開設年月 電話番号

⑪もりや白帆保育園
2016年4月 0297-21-5521 90名

受入開始月齢 保育時間（延長時間含む）

生後3か月～ (平日)7:00～20:00 (土曜)7:00～20:00

保育理念 保育方針

○全ては未来を担う子どもたちの健全な育ちのために

○保護者との連携を密にし２４時間の生活リズムを重視する

○子どもと保育者の信頼関係を築き、ゆったりとした家庭的

発表会◎、クリスマス会

○子どもたちの多様な個性を発見してそれを十分に伸ばす 　な保育環境を整える

園の特徴

　園を運営する学校法人沼田学園が、幼稚園教育方針のモットーに掲げている「明るく元気でのびのび
と」のもと、保育園におきましても、その教育方針を踏まえ、各家庭との連携を大切にし、乳幼児一人ひ
とりに対して、からだを使ったさまざまな遊びを通し、総合的なかかわりの中で、次のことを念頭に努
力を傾注しています。

　( １ ） 丈夫なからだづくり(健康なからだ)
　( 2 ) 年齢にあった知能の開発(潜在能力の開発)
　( 3 ) 豊かな人間関係を育む(思いやりの心を育てる)

こどもの日集会、遠足

保育参観◎

七夕集会、夏まつり◎

すいかわり、かき氷パーティー

延長保育料
保育短時間 8時間以上 500円/30分(月上限4,000円)

保育標準時間 18:00～20:00 500円/30分(月上限4,000円)

運動会◎

主な行事　◎は保護者参加

入園式◎

主な費用　※金額に変更が生じる場合があります。 ハロウィンパーティー

2019年4月 0297-45-5433

生後40日～

教材費

その他

主食費：1,200円～1,400円/月 副食費：4,500円/月

延長保育料
保育短時間 7:00～8:29、16:31～19:30 100円/30分

保育標準時間 18:01～19:30 100円/30分

給食費(3歳児以上)

延長保育料おやつ代 - 健康会費(損害保険) -

保護者会費(後援会費) (1家庭)300円/月 卒園積立金 200円/月

受入開始月齢 保育時間（延長時間含む）

修了式、卒園式◎

作品フォルダ：700円

布団乾燥代
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東進では、ご家庭と園とが役割分担をし、子どもたちを将来、自分 敵期教育・知能教育・体験教育・事物教育・国際教育を柱に、楽しく

の力でたくましく未来を切り拓いていける素晴らしい人、世界を 伸び伸びと遊び学びます。

舞台にリーダーシップをとって活躍できる人に健やかに育てて 年と毎月のテーマに沿って、グローバル＆AI時代を生きるための

まいります。 創造力とコミュニケーション力を育みます。

入園、進級式◎

園の特徴 主な行事　◎は保護者参加

保育標準時間 18:00～19:00
月極1,500円/30分、3,000円/時間
スポット料金250円/15分

卒園・修了式◎卒園積立金 -

その他 指定用品：0～5歳児 5,000円～48,000円/年、雑費代：100～200円/月(0歳児 水代＋800円/月)、お泊り保育：5歳児 実費

教材費

延長保育おやつ代 - 健康会費(損害保険) -

保護者会費(後援会費) -

2,700円～5,200円

延長保育料

給食費(3歳児以上)

私立 認可保育所 開設年月 電話番号

親子レクリエーション◎

1学期生活発表会（年少～年長）◎
お泊り保育（年長）

お店やさんごっこ

2学期クリスマス発表会◎
クリスマス会

・世界で活躍できる人財育成を目標に、認可保育園（松戸市3園、豊島区1園）と海外グループ2園（上海）
　を運営の実績。
・家庭とは別の「もう一つの楽しい家」として、子どもたちと保育者が深い愛着・信頼関係を築いて伸び伸
　びと過ごせる保育環境。
・モンテッソーリ、リトミック、ドーマンカード、スポーツ、アート、音楽、絵画製作、科学、数、文字、マナー教
　育、食育等、世界の幼児教育界で実績のある教育内容と小学校への移行を見据えた質の高い事物・体験
　・国際教育。
・子育て資料の配布やネットワークカメラの設置、学期末アンケート等、保護者の方が安心してわが子を園
　に預けて仕事に専念でき、子育てを楽しめるように子育てサポートが充実。

保育参観

夏祭り

収穫遠足

主な費用　※金額に変更が生じる場合があります。 運動会◎、ハロウィンパーティ

布団乾燥代 - 体操服代

主食費：1,500円/月 副食費：4,500円/月 お正月遊び、マラソン大会

３学期生活発表会◎
豆まき会

保育短時間(指定時間外) 8時間以上 250円/15分

利用定員 地図

ホームページ 地図利用定員私立 認可保育所 開設年月 電話番号

保育理念 保育方針

⑬東進ワールドキッズ守谷
2019年8月 0297-38-5225

受入開始月齢 保育時間（延長時間含む）

生後57日～ (平日)7:00～19:00 (土曜)7:00～18:00

120名(予定)

保護者会費(PTA会費) 500円/月(※1) 卒園積立金 -

布団乾燥代

教材費

お別れ遠足(登山・5歳児)、お別れ会、卒園式◎

節分、作品展◎、マラソン大会（３～５歳児）◎

体操教室：1,300円/回（月４回）、キッズヨガ：1,000円/回（月２回）、アートセラピー：500円/回（月１回）出席分のみ
その他

- 体操服代 -

500円～1,500円/月(学年による)、連絡帳・帽子・自由画帳・絵本購読・個人用教材(3歳児以上)・園Tシャツなど：実費

登降園打刻カード：500円/枚 (※1)　研修会など、父母同士の交流を大切にしています。

77名

主な行事　◎は保護者参加

入園式◎、進級式、保護者会・PTA総会◎

父母会行事◎、内科検診・歯科検診

親子遠足◎、個人面談◎　

保育方針

0297-21-7314

保育時間（延長時間含む）

(平日)7:00～19:00 (土曜)7:00～18:00

・保育士と臨床心理士による発達や背長の流れを一人ひとりのお子さんに添って細やかに見つめ、保護者と共有します。

・専任のインストラクターによる体操・ヨガを行い心と体のバランスを鍛えます。（2歳児から）

・臨床心理士によるアートセラピーを行い、お子さんのこころの豊かさ、感性を引き出します。（３歳児から）

保育士と臨床心理士が共にお子さま一人ひとりの発達を支えています。
「我が子のように」一人ひとりの子の成長をご家族とともに喜び悩み合う
ことを大切にしています。
相手を思い、自分を信じ、力を出せる子に育てます。

乳幼児期のアタッチメントは人生の根幹であり、その為の家族支援
としてサポートさせていただきます。
　○愛される喜び・他者への信頼→逞しい身体
　○好奇心と探求心・自発性→愛他性→思いやる心・がまんする力→自立・自律
　○主体性→共感性　心の成長のポイントをご家族と共に見つめていきます。

「こころとからだを育む保育園」

園の特徴

受入開始月齢

生後3か月～

⑭momなないろ
2020年8月

ホームページ

5,200～12,140円/年

・給食では加工品は使わず、調味料、水にこだわっています。保育者と子ども達が育てる無農薬野菜を中心に提供してい

　ます。心身共に健康で免疫力を高め、アレルギー体質を作らない食育を行っています。

・年長児の課題としてマーチング・ガードを取り入れ、仲間同士の絆や頑張り抜く心の強さ、喜び、達成感を学びます。

芋煮会◎、内科検診・歯科検診

副食費：4,500円/月

七夕、お泊り保育（5歳児）

主な費用　※金額に変更が生じる場合があります。 運動会◎、ハロウィン

父母会行事◎　400円/30分延長保育料

給食費(3歳児以上) 主食費：3歳児 1,300円　4歳児 1,400円　5歳児 1,500円/月

延長保育おやつ代 - 健康会費(損害保険) 315円/年

夏祭り◎

引き渡し訓練◎　

クリスマス発表会◎

保育理念
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ホームページ 地図利用定員私立 認可保育所 開設年月 電話番号

運動会◎、保育参加◎

夏祭り

十五夜の集い

子どもの日の集い

虫歯予防デー、個人面談◎

七夕の集い

保育時間（延長時間含む）

生後57日～ (平日)7:00～19:00 (土曜)7:00～18:30

保育理念 保育方針

90名

⑮ふれあいしおどめ保育園

おむつのサブスク：0～2歳児の希望者 3,278円/月 、連絡帳・カラー帽子・自由画帳等：実費、行事費：1,500円/年 程度(都度請求)

2020年10月 0297-45-2111

受入開始月齢

○よりよく生きる力の基礎を育てる

○生き生きと健やかに毎日を過ごし、自信と意欲を持って未来を
　生きる子どもを育てる

○子どもの最善の利益を守り、乳幼児期にふさわしい自然体験や
　様々な活動を通して、豊かな人間の育成を目指す

○子どもたちの健やかな成長を願い、家庭と手を取り合って保育を進め、
　安心して預けられる温かみのある保育環境に努めます
○自然や地域にふれ、関わる実体験を通して不思議・発見・喜び・感動・感
　謝の気持ち等、子ども達が育ちあう場を大切にした保育に努めます
○友達や保育者など多くの人とのふれあいの中で、人への愛情や信頼感
　を育て、自主自立、協同の態度および道徳性の芽生えを養います
○意欲を持って生活し、よく聴く・よく観る・よく考える、それぞれに与えら
　れた力を十分に表現し、お互いをかけがえのない存在として認め合う心
　を育てます

保護者会費

布団乾燥代 - 体操服代 -

給食費(3歳児以上)

延長保育おやつ代 スポーツ振興センター共済掛金：300円/年

家庭的で温かく心安らぐ環境で、他者との十分な関わりや様々な経験を通じて、健全な心身の発達を
図ります。
また、養護と教育の一体的な営みにより、子どもの人間性と生きる力を育む環境づくりを目指します。
子どもたちの好奇心を大切にし、子どもを主として考え、寄り添い、見守る保育を行います。
食を大切にし、食育計画を保育計画に位置付け、意欲を持って食に関わる体験を積み重ねます。

主な費用　※金額に変更が生じる場合があります。

延長保育料 250円/15分・上限額：3,000円/月

主食費：1,500円/月 副食費：4,500円/月

-

主な行事　◎は保護者参加

入園式◎

園の特徴

遠足、保育参加◎

- 卒園積立金 5歳児 300円/月

発表会◎、クリスマス会

個人面談◎

節分の集い、作品展

ひな祭り、お別れ遠足、卒園式◎教材費

健康会費(損害保険)

3歳児 400円/年、4歳児 900円/年、5歳児 1,000円/年 程度

受入開始月齢 保育時間（延長時間含む）

生後57日～ (平日)7:00～20:00 (土曜)7:00～20:00

ホームページ 地図利用定員私立 認可保育所 開設年月 電話番号

90名

入園式◎

生活発表会◎

　「にんげん力」を身につけるために必要な遊び・野外体験を 　②人対人コミュニケーション

主な費用　※金額に変更が生じる場合があります。

　提案実践し”自分で考え、行動する思考”を育みます。 　を掲げています。

保護者会費 - 卒園積立金

給食費(3歳児以上)

延長保育おやつ代 - 健康会費(損害保険)

主食費：3,000円/月

保育理念

焼き芋大会

延長保育料

保育方針

⑯守谷どろんこ保育園
2021年4月 0297-44-9028

火起こし体験

自然物でクリスマスリースづくり

　にんげん力。育てます。 　①センス・オブ・ワンダー

園の特徴

梅干し、梅ジュース作り

どろんこ祭り◎

ボディペインティング月間　

工場見学　　

運動会◎

私たちは、10 より100 のホンモノの経験の機会を子どもに用意し、“子ども自らが選択しやってみる”
を実現します。
『夢をかたちにできる守谷どろんこ保育園』という園目標のもと、広い園舎と自然の多い園庭という豊か
な子育て環境の中で、子どもたちは過ごしています。
異年齢での関わり合いの中で、共に遊び、共に労働し、頼り合い、ぶつかり合い、手を差しのべあう。年齢
の違う子同士、障がいの有無に関係なく、どの子もやってみたいこと、思い通りにならないこと、そういっ
た体験も多くの学びがあります。子ども・保育者・保護者・地域といったみんなが共育ちを実現できるよう
にしていくことが私たちの願いです。

田植え、苗植え

保育短時間
7:00～ 8:30　30分あたり500円/日
16:31～19:30　30分あたり500円/日
19:31～20:00　30分あたり1,000円/日

18:01～19:30　30分あたり500円/日
19:31～20:00　30分あたり1,000円/日

保育標準時間

主な行事　◎は保護者参加

教材費

-

-

900円（3歳児以上希望者のみ） その他 帽子・名札・製作バッグ：1,600円

-

卒園式◎副食費：4,500円/月

布団乾燥代 - 体操服代
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※守谷しおどめ保育園の土曜日の保育時間に訂正がありました。　（正）7：00～18：30　（誤）7：30～18：30

-

0～1歳児 1,500円/年、2歳児 2,300円/年、3歳児 5,700円/年、4～5歳児 7,000円/年

行事費：0～4歳児 2,000円/年、5歳児 4,000円/年

教材費

その他

(土曜)7:00～18:30

副食費：4,500円/月

秋の遠足、七五三の集い

発表会◎、クリスマス会

布団乾燥代 - 体操服代

延長保育おやつ代 - 健康会費(損害保険) スポーツ振興共済掛金：300円/年

保護者会費 - 卒園積立金 -

安心安全な環境の中で、子どもに寄り添い、個々の発達に沿った

一人ひとりに寄り添い個性や主体性を大切に 働きかけをし、心身ともに健康な子どもを育てる保育を目指します。

入園式◎

保育短時間 7:00～8:29、16:31～19:00   300円/30分

各年齢購入時のみ　実費

⑰守谷きらっと保育園
2021年4月

生後57日～

主食費：1,500円/月

延長保育料
保育標準時間 18:01～19：00    300円/30分

主食費：1,500円/月

- 体操服代

保護者会費 - 卒園積立金

布団乾燥代

給食費(3歳児以上) 副食費：5,000円/月

延長保育おやつ代 - 健康会費(損害保険) 400円/年

クリスマス会

教材費

発表会◎

5歳児　1,500円/月

3歳児以上購入時のみ 5,300円

プール遊び

運動会◎、ハロウィン集会

主な費用　※金額に変更が生じる場合があります。 親子遠足、内科/歯科検診

節分集会

ひなまつり集会、卒園式◎

歯科検診

七夕夏まつり、プール開き

プール遊び

十五夜の集い

ひなまつりの集い、卒園式◎

主な費用　※金額に変更が生じる場合があります。 運動会◎、ハロウィン

延長保育料
スポット 250円/15分

月極 3,000円/月

給食費(3歳児以上)

節分の集い、作品展◎、保育参観◎

・一人ひとりに寄り添い個性や主体性を大切に心豊かに生きる力を育むという理念のもと、安心・安全
　な環境の中で、様々な経験を通し、自主性や協調性を養います。
・給食は自園調理を行い、月1回の郷土料理や行事食を提供し、食への関心を高めます。
・3・4・5歳児は毎月のクッキングや栄養士による食育指導や看護師による保健指導を行います。
　また季節の野菜栽培を通し、食への関心、生長の喜びを学びます。
・体操指導を通して、丈夫な体作りを行います。
・月のお便りや給食便りの発行、行事後のアンケートや園評価を行い保護者から信頼される保育園を目
　指します。
・地域交流などを通して、地域に密着し、貢献していきたいと思います。

こどもの日の集い、内科健診

利用定員

90名

保育理念 保育方針

生後57日～ (平日)7:00～19:00

保護者や地域から信頼される保育園を目指します。

主な行事　◎は保護者参加

ホームページ 地図

「（体）からだ」のバランスを大切にした養護と教育を基本と

園の特徴

・足に負担のない木質系床材を使用し、園児は室内履きなしで生活できます。
・園児室は全室床暖房で、広い遊戯室を備え、雨天時でも園舎内で活動ができます。
・園庭は、芝生の広々したグランドで、安全性重視の遊具を設置しています。
・園児が楽しく安全に水遊び・水泳ができるよう本格大型プールを設備（４ｍ×８ｍ）。
・調理の様子が見られるオープンキッチンを備え、食に対する興味・関心を高めるとともに食育にも
　取り組んでいます。
・子どもたちの知的好奇心を刺激するカリキュラムを整え、遊びを通して楽しく学び、興味や成長に
　合わせ、絵画・造形活動を通して豊かな感性や創造性を育みます。
・体育や学びを通して、基礎体力やリズム感、反射神経を高め健康な体を育てます。

鯉のぼり集会、保護者参観◎

内科/歯科検診

七夕集会、夏祭り◎

私立 認可保育所 開設年月 電話番号 利用定員

90名0297-34-0151

受入開始月齢

子どもの個性や成長に合わせ、「（知）あたま」「(心)こころ」

きらっと輝き、笑顔が絶えない園創りをします。～ します。

～子どもたちと保護者の皆さん、職員、多くの人たちが

主な行事　◎は保護者参加

保育時間（延長時間含む）

保育理念 保育方針

生き生きと、きらっと輝く笑顔があふれる保育園

(平日)7:00～19:00 (土曜)7:00～19:00

入園、進級式◎

⑱守谷しおどめ保育園
2021年4月 0297-45-3300

受入開始月齢

ホームページ 地図

保育時間（延長時間含む）

園の特徴

私立 認可保育所 開設年月 電話番号

心豊かに生きる力を育む
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その他 イマージョンクラス(任意)25,000円/月、特別教育費(イマージョンクラス除く3～5歳児)2,000円/月、環境教育教材整備費(3～5歳児)2,000円/月

その他 お泊り保育・筑波山遠足・親子遠足：実費

0.1歳児 約4,500円
2歳児以上 約48,000円

制服・制帽・カバン・体操服-

保育理念 保育方針

地図

保育参観◎

-

個別面談（１年毎）◎7：00～8：30　200/30分、16：30以降　200/30分保育短時間

保護者会費 - 卒園積立金
（令和5年度から予定）
４歳児以上 2,500円/年2回

布団乾燥代

クリスマス会、お遊戯会◎

健やかにのびのびと生きる力を育てる

主な費用　※金額に変更が生じる場合があります。

デイサービス訪問（年長児のみ　場所　峰林荘）

主な行事　◎は保護者参加

夏祭り(縁日ごっこ）

 七夕集会、プール開き交流会（場所 ヒロサワシティ）

デイサービス訪問（年長児のみ　場所　峰林荘）

運動会◎

園の特徴

ホームページ 地図利用定員私立 認可保育所 開設年月 電話番号

90名

保育時間（延長時間含む）

生後57日～ (平日)7:00～19:00 (土曜)7:00～18:00

⑲そらまい守谷保育園
2021年4月 0297-45-7255

受入開始月齢

・子どもの権利を守り、個々の欲求に寄り添います。
・職員１人１人の職務内容に応じた専門性を高め資質の向上に努めます。
・安全面にも十分に留意しながら、十分な保育環境の中で保育を行います。
・子どもたちの情緒の安定を図りつつ、乳幼児期にふさわしい経験ができるよう援助します。
・保育所・家庭・地域が一体となり、子どもの教育・保育に取り組む環境づくりを進めていきます。
・年1回消防署立ち合いで避難訓練を実施。
・年1回災害救助犬を交えての避難訓練を実施。
・外部講師による体操教室・英会話教室・キッズヨガ・ヒップホップ教室を実施。

入園式◎

遠足◎

延長保育おやつ代 240円/年

園外保育、作品展◎、さつまいも掘り

お餅つき、クリスマス会◎

たこあげ会

保育参観、卒園式◎、ひなまつり会
お別れ会、お別れ遠足布団乾燥代

豆まき会、お遊戯会◎

主な行事　◎は保護者参加

保育理念 保育方針

ホームページ

給食費(3歳児以上)

(18:30以降)100円 健康会費(損害保険)

園の特徴

延長保育料
保育標準時間 18:00～19:00 200円/30分　18:30以降おやつ代100円

電話番号

・一人ひとりの子どもの人権を擁護します。
・日常保育において、子どもとより好ましい人間関係を作ることに心掛け、子どもの
　安全と健康に心掛けます。
・子どもとの関わりを大切にし、一人ひとりの子どもの理解と教育・保育に努めます。
・子どもの教育・保育環境を考え、向上に努めます。
・保護者の気持ちに寄り添い、子どもの成長を一緒に喜びあえる関係づくりに努めま
　す。
・地域子育て支援に努めます。

利用定員

副食費：4,500円/月主食費：3歳児1,000円　4歳児1,300円　5歳児1,500円/月

実費

個人教材・連絡帳・カラー帽子・スモック等：実費

　その他、誕生日会・避難訓練を毎月実施

・保護者が安心して預けられる園、家庭とのつながりを大切にして子どもの健
　やかな成長をはかり、園と職員が一丸となって子どものために教育・保育の
　研鑽に努める園を目指します。

・地域とのつながりを大切にし、地域の子育て支援に積極的に寄与します。

72名

保育時間（延長時間含む）

生後6か月～ (平日)7:00～19:00 (土曜)7:00～18:00

⑳認定こども園
　　　　守谷わかば幼稚園

0297-48-3122

受入開始月齢

私立

体操服代

・子どもの最善の利益を考慮しながら、子どもが自分で考え主体的に望ましい
　未来を創り出す力の基礎を培う教育・保育を提供します。

延長保育おやつ代 実費

卒園積立金 5歳児 1,000円/月

延長保育料

給食費(3歳児以上)

保育短時間 7:00～8:00、16:00～19:00 100円/時間

保育標準時間 18:00～19:00 150円/日(おやつ含)

主食費：1,500円/月 副食費：5,300円/月

- 健康会費(損害保険)

教材費 入園時 約4,000～約20,000円、月刊絵本：実費

　子どもが心身ともに心地よいと感じる環境を整え、家庭的で

温かい雰囲気の中で個々に寄り添い、様々な経験を通して個々

の能力を伸ばすサポートをしていきます。

　また集団生活において社会性を身につけ将来を生き抜く逞し

い心と身体づくりをしていきます。

ひなまつり、お別れ遠足（年長児のみ）
お別れ会、卒園式◎

豆まき、入園説明会◎

夏祭り、水遊び

主な費用　※金額に変更が生じる場合があります。 防災引き渡し訓練◎

運動会◎

入園式、総会、保育参観◎、じゃがいも植え

園外保育、さつまいも植え

親子遠足、父の日参観◎

お泊り保育、カレーパーティー
七夕まつり、じゃがいも掘り

認定こども園（保育所枠） 開設年月

1980年4月

・2021年4月から、新たな園舎にて0・1・2歳児クラスがオープンしました。また、全園児へ自園給食を提供しています。
・2歳児クラスから外国人の先生と「Ｅｎｇｌｉｓｈ遊び」を行います。楽しみながら国際感覚を養います。
・英語で生活をする、イマージョンクラスもあります。
・2歳児クラスより「運動あそび」を行っています。広い園庭を元気に走り回り、遊びながら基礎体力を養います。
　「健康な体」は、すべての基本と考えています。
・2歳児クラスより「Ｍｕｓｉｃ遊び」を行っております。お友達と一緒に歌う楽しさ、音楽の楽しさを
　感じてほしいと思います。奏でる・リズムをとる・からだ全体を使って思いっきり表現することで、
　子どもたちは、いきいきと日々を過ごします。

保護者会費
0.1歳児 1,600円/年
2歳児以上 4,800円/年

教材費



4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

11月

12月

1月

2月

3月

運動会◎（まつやま百合ケ丘保育園
　　　　　　　　　合同、2歳児のみ任意参加）

保育理念

BDブック：400円/年 その他 おしぼり代：350円/月　入園準備品：実費

卒園式◎

10月
主な費用　※金額に変更が生じる場合があります。

延長保育料

保育料に含まれます給食費

延長保育おやつ代

教材費

-保護者会費 - 卒園積立金

保育短時間 7:00～8:29、16:31～19:30 100円/30分

保育標準時間 18:01～19:30 100円/30分

-

　一貫した教育保育を展開しています。褒めて育てる保育を実践することで

延長保育料
保育短時間 8時間以上(19:00まで)  300円/時間 七五三集会、体操参観◎

水・プール遊び

運動会◎、ハロウィン集会
さつまいも掘り（5歳児）

ドッチボール大会（5歳児）
おもちつき大会、お店屋さんごっこ

節分集会、なわとび大会
保育参観◎、個人面談◎

ひなまつり集会、お別れ遠足、
お別れ会、卒園式◎、修了式

保育標準時間 18:00～19:00 300円/時間

給食費(3歳児以上)

おやつ・夕食なし 健康会費(損害保険) （令和5年度から予定）　285円/年

保護者会費

地図

　　1．健康でたくましい子

　　2．人を思いやることのできる子

　園児の自信へとつなげ、次に挑戦する気持ちがわくように方向づけています。

・幼保連携型の認定こども園として、 3・4・5歳児は幼稚部、保育部共に幼児教育を行います。
・2歳児からカリキュラムに、毎週、外部講師を招いての体育指導・英語指導を取り入れています。
・5歳児はマーチングを行い、協力することの喜び、達成感を経験しています。
・毎月のお誕生会では、お誕生月の保護者の方に給食を試食いただけます。（幼児クラス）
・園の栄養士が季節や行事に合わせた献立を組み、お誕生会の日はお赤飯とケーキでお祝いしています。
・園児の育てた野菜を取り入れた給食や手作りおやつを提供し、併せて食育指導も実施しています。
・園のキャラクター『わーたん』とのイベントも多く取り入れて、楽しい園づくりに努めています。
・園バスを取り入れて、園外に出かけ、楽しめる場を設けています。
・幼児クラスは制服と体操服を着用します。

主食費 1,000 円/月　　副食費：4,200円/月　　土曜保育 260円/食

5歳児 18,000円/年

ホームページ 地図利用定員私立 認定こども園（保育所枠） 開設年月 電話番号

「きよく ただしく たくましく」～誉めて育てる保育～

保育理念

㉑認定こども園
　　　　　　もりや幼保園

2006年4月 0297-45-3915

受入開始月齢

生後43日～

保育時間（延長時間含む）

(平日)7:00～19:00 (土曜)7:00～18:00

90名

保育方針

　　　　　　　　　　　１．　情緒豊かな明るく・清い子
　　　　　　　　　　　２．　社会性に満ちた正しい子
　　　　　　　　　　　３．　健康でたくましい子

　幼保連携型の認定こども園として、幼稚園と保育園の特長を活かしながら

布団乾燥代 - 体操服代 -

保育方針

主な行事　◎は保護者参加

入園式◎

園の特徴

19名

親子レクレーション◎

受入開始月齢 保育時間（延長時間含む）

生後40日～ (平日)7:00～19:30 (土曜)7:00～18:30

㉒まつやま松並保育園

315円/年

クリスマス会

健康会費(損害保険)

・対象年齢：0歳児～2歳児。3歳児（幼児クラス）以降は連携施設である「まつやま保育園（本町）」・「まつやま
　百合ケ丘保育園（百合ケ丘）」のどちらかに入園となります。（希望者のみ）
・薄着・裸足の生活で丈夫な体作りを行っています。散歩に力を入れています。
・ランチは加工食品・冷凍食品を使用せず、すべて手づくりしています。無農薬玄米を提供しています。
・主体性や自己肯定感を育むために、肯定語を意識した寄り添う保育をしています。
・土曜保育はまつやま百合ケ丘保育園にて合同で行います。
・守谷市松並青葉地区の分譲マンション「レーベン守谷 THE BRIDGE」の1階に併設されています。

【連携施設】　まつやま保育園、まつやま百合ケ丘保育園

夏まつり◎（まつやま百合ケ丘保育園合同）

豆まき

延長保育おやつ代

LINE公式

　　3．自分で考え行動できる子

0297-21-2229

○土と水と太陽とたわむれ、自然の恵みを体全体で味わう
○薄着、裸足の生活で丈夫な体を作り、よく食べ、よく遊び、よく眠
　り、よい生活習慣を身に付ける
○同年齢、異年齢の子どもたちや動物との触れ合い、そして地域の
　人たちとの交流を通し、他を認め受け入れ、思いやりの心を育てる
○豊かな経験を通して、年齢に沿った判断力と主体性・個性を伸ばす

～生きる力を身に付ける～

ホームページ

Instagram

2016年4月

主な行事　◎は保護者参加

入園式◎、クラス懇談会◎

防災引き渡し訓練◎

主な費用　※金額に変更が生じる場合があります。

ミニ駅伝大会（5歳児）◎
クリスマス会、クリスマス発表会◎

利用定員私立 小規模保育事業 開設年月 電話番号

月刊絵本：0歳児以上 360～460円/月、入園時：約2,000円～約12,000円

その他 行事費：0～4歳児 500円/月　5歳児 600円/月、園外保育代・芋掘り代：実費

制服・制帽・カバン・体操服 3歳児以上　男児：約49,000円 女児：約51,000円布団乾燥代 -

教材費

園の特徴

こどもの日集会、親子バス遠足◎

個人面談◎、じゃがいも掘り（4歳児）
英語参観◎、お泊まり保育（5歳児）

七夕集会、水・プール遊び、夏まつり◎

- 卒園積立金



4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月2歳児 500円/月

布団乾燥代 300円/月 体操服代

日用品 400円/月

延長保育おやつ代 100円/食 健康会費(損害保険) 3００円/年

その他 おむつ代：不足の場合 50円/枚　行事費：300円/月

-

教材費

保護者会費 無し 卒園積立金

豆まき会

ホームページ 地図利用定員私立 小規模保育事業 開設年月 電話番号

㉓ひとみ保育園
2016年4月 0297-45-7177 19名

受入開始月齢

(平日)7:00～19:00

保育時間（延長時間含む）

生後6か月～

保育参加（2歳児）◎

保護者会費 - 卒園積立金 -

布団乾燥代

保育料に含まれます

- 体操服代

給食費

延長保育おやつ代 - 健康会費(損害保険) 300円/年

保育時間（延長時間含む）

芋ほり◎

利用定員

子ども、保護者、保育者すべてが幸せとなる

アットホームな保育園を目指します。

教材費

主な行事　◎は保護者参加

(土曜)7:00～18:00

保育理念 保育方針

主な費用　※金額に変更が生じる場合があります。

延長保育料

ホームページ

○家庭的な雰囲気の中で、子どもの成長を育み健やかに一人ひと

　りが自分を出し、感性豊かな心を持ちたくましい子どもに育てる

○親が子育てを楽しめるよう支援しながら、一緒に子どもの成長

○生活経験の中で、見たり聞いたりしながら言葉の豊かさを養う 　を願い保育をする

帽子代:920円

-

・異年齢の交流が持てることで思いやりの気持ちや優しい気持ちが育ち、基本的生活習慣の自立が
　促され、楽しく生活ができる。
・戸外遊びを通して季節を感じながら、体力づくりを進め、リズム遊び等を行い、しっかりした身体
　を作る。
・芝生の園庭では、野菜作り、砂・水・プール遊びが楽しめます。
・添加物の少ない食材で手作り給食・行事食・手作りおやつを出し、楽しく食べます。
・守谷駅から近く、利便性があります。３階の保育室から電車がよく見えて眺めが良いです。

【連携施設】認定こども園もりや幼保園

ひな祭り、卒園式◎

地図

保育理念

園の特徴

㉔山ユリの丘小規模保育園

保育方針

内科・歯科検診

七夕祭り、水あそび

私立 小規模保育事業

給食費 保育料に含まれます

【連携施設】もりや白帆保育園、認定こども園もりや幼保園

開設年月 電話番号

○家庭的な雰囲気の中で愛情をいっぱいに注ぎ、多様な人との関わり
　を育てながら情緒の安定を図ります。

○子どもの興味・関心を大事にし、達成感や自己肯定感を高めること
　ができるように関わります。

○家庭との連携を大切にして安全な保育を心がけ、安定して過ごせる
　よう関わります。

主な費用　※金額に変更が生じる場合があります。

延長保育料
クリスマス会、内科・歯科検診保育標準時間 18:00～19:00 100円/30分

保育標準時間 18:00～19:00 100円/時間

○養護の行き届いた環境の中で、体力づくりを進める

○情緒を安定させ、豊かな心を育てる

○豊かな感性や表現力を育み、創造性を培う

豆まきの集い

ひな祭りの集い、お別れ会

保育短時間 7:00～8:30、16:30～19:00 100円/30分

ハロウィーンパーティー

入園式、進級式
・子どもが幸せの中心となるような、笑顔あふれる保育園を目指しています。
・第２の家庭を目標とし、子どもたちが家にいる時とできる限り同じ環境を提供します。
・のびのびとした環境を提供することで、一人ひとりの個性や自主性を育みます。
・旬の食材を取り入れた手作りの給食とおやつで、毎日楽しんで食べることができます。
・広い園庭で、砂場などでのびのび遊べる環境があります。
・広い駐車場でスムーズに送迎ができます。

水あそび

生後6か月～ (平日)7:00～19:00 (土曜)7:00～18:00

19名2020年7月 0297-44-5155

受入開始月齢

園の特徴

クリスマス会

保育短時間 8時間以上 100円/時間

バス遠足（11月にも予定）

親子芋ほり遠足◎

内科・歯科健診、保育参加(1歳児）◎

内科・歯科検診

保育参加（2歳児）◎

七夕集会、プール開き、個別面談

プール遊び

主な行事　◎は保護者参加

こいのぼりの集い



4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

入園進級式

主な行事　◎は保護者参加

入園式◎

延長保育おやつ代 - 健康会費(損害保険) 300円/年

保護者会費 - 卒園積立金

園の特徴

運動会◎

クリスマス会◎

交通安全教室

として、最大限の愛情をもって接し、愛情を感じてもらえる様な

㉖かしわノ木守谷駅前保育園
(平日)7:00～19:00

七夕の会、プール

バス遠足◎

内科・歯科健診

夏祭り、プール

敬老会

延長保育料

7:00～8:29、16:31～19:00 100円/30分
19:01以降 100円/10分

保育理念 保育方針

ホームページ 地図私立 小規模保育事業 開設年月 電話番号 利用定員

㉕アネシスナーシング保育園
2021年4月 0297-45-3531 19名

受入開始月齢 保育時間（延長時間含む）

生後2か月～ (平日)7:00～19:00 (土曜)7:00～18:00

内科・歯科健診

100円/月 その他
英語教室：希望者のみ 2,000円/月、スモック代：1,500円程度
おむつ代：20～52円/枚(持参した分がなくなって補充が間に合わない場合)

2歳児のみ 1,000円程度

-

お正月

豆まき

ひな祭り、園外保育、お別れ会

内科検診

園外保育

七夕、プール開き

プールおさめ

お月見

内科検診

園外保育

クリスマス

給食費 保育料に含まれます

延長保育おやつ代 -

-

布団乾燥代 -

教材費

健康会費(損害保険) 300円/年

保護者会費 - 卒園積立金

主な費用　※金額に変更が生じる場合があります。

保育料に含まれます

500円/月 体操服代

教材費

保育標準時間 18:01～19:00 100円/30分、19:01以降 100円/10分

園の特徴

保育理念 保育方針

一人ひとりの子どもの存在を最大限に尊重し、過去から学び、 モンテッソーリ教育の精神に基づき、一人の人として子どもの個性

将来を見据え、乳幼児期に必要な保育を行います。社会の代表 と感情を尊重し、最大限発達欲求を満たせるよう、必要な保育環境

主な行事　◎は保護者参加

保育短時間

豆まきの会、防災ビデオ上映会

巣立ちの会（卒園式）◎、ひな祭り

19名

保育時間（延長時間含む）

(土曜)7:00～18:00

2022年4月

小規模保育事業 開設年月 電話番号 利用定員

布団乾燥代

0297-44-8849

受入開始月齢

生後6か月～

私立 ホームページ 地図

洗える布団：5,500円、運営システムカード代金：1,100円、おむつ等：1,815円/月、英語教室参加費：1,650円その他

0歳・１歳・2歳のお子さんをお預かりする小規模保育園です。
何より安全・安心・清潔を基本とし、お子さんがこころから安心して過ごせる保育を第一としています。
モンテッソーリ教育に基づいた、一人ひとりのこころとからだの状況に合わせた柔軟なスケジュールとカリキュラムで保
育を行うことで、お子さんが安らかな気持ちのもと過ごせる環境をつくることを目標にしています。そしてそれらを実現
するために、職員教育にも時間をかけ、社内社外の各種研修を行っています。
またお仕事で忙しい保護者の方のお力になる為、様々な取り組みを行っています。
お子さんと、保護者の方と保育者、かかわる全ての人達と共に成長できる保育園でありたいと思います。

【連携施設】momなないろ

延長保育料
①500円/30分毎
②平日18時30分まで定額2,500円
③平日土曜18時30分まで定額3,000円

入所する園児の健全な心身の発達を図り、保育に関する専門性

を有する職員が、家庭と緊密な連携をもとに養護と教育を一体

的に行い又、保育所の役割・機能が適切に発揮できるよう専門

性の向上に努めます。

一人ひとりの子どもを見つめ、豊かな人間性を持った児童に育つ

よう、また養護と乳幼児教育が一体となった保育を目指し健全な

保育を進めることを保育方針としています。

カラー帽子(入園時)1,303円

体操服代 -

・お子さんが心地よく過ごせる環境を作り、保育の質の向上を目指します。
・栄養士による食育教室があります。
・当園系列のデイサービスの利用者の方々と、交流会があります。
・他に英語教室があります。

【連携施設】わかばのもり保育園、つくば国際松並保育園、つくば国際百合ヶ丘保育園
　　わかばのもりキラリ保育園、認定こども園守谷わかば幼稚園、認定こども園もりや幼保園

主な費用　※金額に変更が生じる場合があります。

給食費

を提供します。

保育を行います。 保護者の皆様が安心して働くことができるような環境をつくります。



4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

主な費用　※金額に変更が生じる場合があります。

こいのぼり製作

ピクニック・梅シロップ作り

七夕、水遊び、野菜収穫

園の特徴 主な行事　◎は保護者参加

入園式◎ いちごジャム作り

プール遊び

ホームページ 地図私立 家庭的保育事業 開設年月 電話番号 利用定員

保育理念 保育方針

090-8442-2073 4名

受入開始月齢 保育時間（延長時間含む）

生後10か月～ (平日)8:30～18:00 (土曜)　　　—

㉗松島保育ルーム・くろーばー

2020年4月

落ち葉遊び

食育ピザクッキング◎

きのこ栽培、球根植え、ジャガイモ掘り

クリスマス音楽会

お正月遊び　

節分遊び

ひな祭り、卒園式◎

布団乾燥代 - 体操服代 -

教材費

・家庭と同じようなゆったりした雰囲気の中で、一人ひとりのペースを大切に、丁寧できめ細やかな保育
　行います。（ 常時 保育士と保育補助者・計2名が手厚く保育します ）
・近隣の森林公園・アスレチック他、2か所の公園で体を鍛えながら遊びます。
・連携施設の園庭開放へ遊びに行き、集団遊びを体験します。
・「わらべうた」や多くの絵本に触れながら、情緒の安定を図ります。
・嘱託医による内科・歯科検診を、連携施設「まつやま百合ケ丘保育園」にて年2回行います。

【連携施設】土塔中央保育所、まつやま百合ケ丘保育園　※卒園時、優先的に入所を希望できる連携施設は、土塔中央保育所のみ。

スケッチブック300円、帽子代1,100円、連絡帳200円、お誕生日カード200円

　誕生会◎　随時保護者参観◎
　給食試食◎

延長保育料
16：30～18：00（100円/15分）
上限5,000円(8時間以上、短時間認定の方のみの受入れ)

- 健康会費(損害保険) 210円/年延長保育おやつ代

保護者会費 - 卒園積立金 -

給食費 保育料に含まれます

①一人ひとり大切な存在として個性を尊重し、自主性を育む保育

②自然豊かな環境で、心豊かな感性を育む保育

③ご家庭との連携を大切にし、共に子どもたちの成長を支えます

①『 子どもが主役・おうち保育園 』　家庭的な雰囲気の中で、 生き生きと

　自分らしく生活し、人との関わりの中で愛されていることを知り、自分

　を大切にする。

②森林などの自然から学び、挑戦や冒険を通して、共に生きる力を育む。

③より良い保育の実践のために、保育スタッフの学び合いを大切にする。


