


なぎの学園は、初代園長 薙野 惣兵衛によって昭和４７年に学校法人なぎの学園として設立されました。
花畑幼稚園は、４９年目を迎える伝統ある園です。
花畑ナーサリーは、平成１５年４月に花畑幼稚園に併設された保育園です。

甘木市黒川(現朝倉市)に生まれ、小学校教諭を経て、福岡県社会教育主事補、福岡県視学、初代百道中学校校長、第二代箱崎中
学校校長を勤める。福岡市教育委員会学校教育課長、教育次長を歴任する傍ら、野間幼稚園を設立し、昭和４７年に花畑幼稚園
を設立する。福岡市私立幼稚園連盟会長、福岡県私立幼稚園振興協会会長なども歴任し、純心女子短期大学や香蘭女子短期大学
でも講師を勤め、幼児教育の指導者の育成に力を注ぐ。平成元年に没するまで、数多くの人材を育成する。勲五等瑞宝章 正七
位を授かる。

理事長 薙野 洋子
武蔵野音大卒 創立当初より運営にあたり
音楽リズム 生活リズムを教える
また 園児はもとより職員の指導にあたる

園長 薙野 修二

中央大学法学部法律学科卒 泰星(上智福岡)高校卒
花畑幼稚園卒

理事 井上 賢太郎

九州大学卒 井上小児科医院理事長 園医

理事 原田 秋矢
元ＮＨＫ九州放送管弦楽団打楽器奏者
日本でも有数のマリンバ奏者です

理事 中野 啓子
武蔵野音楽大卒 元鹿児島女子短期大学教授

理事 笹原 隆男
笹原歯科医院医院長 園医

理事 近江 禮子
元家庭裁判所調停委員

監事 長野 良三
福岡大卒 兵庫県芦屋市議会議長

監事 筑紫 大介
学校法人 築風学園 かなやま幼稚園 園長 理事長



学校法人なぎの学園は、幼児教育機関です。教育した結果どうなってほしいのか。
それは勿論、目の前の小学校に上がったときに困らないようにとは考えています。
しかし、もっと先の「社会に出たときに困らないように」ということを見据えて、
幼児期に何を身につけておくべきかを、できるのであれば「逆算」してカリキュラ
ムを組みたいと思っています。
では、社会に出て必要なこととは何か。これを知らなければ逆算はできません。

いろんなものがあります。中には真先に英語がしゃべれないといけない、パソコン
が使えないといけない、資格がないといけないと思い浮かぶ方がおられると思いま
す。確かにこれらは大切です。大きな武器になると思います。しかし、これらが
あったとしても「コミュニケーション能力」がなければ、いずれ行き詰るでしょう。
現代のひきこもりや外交の弱さを見ても、この能力の必要性は明らかだと思います。
では、翻って考えるに、果たしてこれを学校教育の中でカリキュラムとして学んだ
ことがあるでしょうか。一面として部活などがそれを担っているのでしょう。しか
し、明確にカリキュラム化されていません。日本の教育が悪かったわけではないで
しょう。戦後これだけの発展をしたのですから。ただ、現代の状況を見ると再考が
必要なのでしょう。
このようなことを理念として考えながら、なぎの学園では、目の前の結果だけに

一喜一憂せずに先を見据えてカリキュラムを組み、取り組みたいと考えています。



幼稚園時代は頑張っていたのに、卒園後ほかの子と
変わらなくなるよねという言葉を耳にします。
なぜ、伸び続けないのか。
特に思春期になると停滞します。

「伸びる子」「伸び続ける子」とは、

『難しい内容になればなるほど頭角をあらわす子』

最終的な目標は、

をもつこと

そのために必要なこととは…

幼児期にすべきこととは…

◆ 人格形成の基礎をつくるということは
「内面」の成長

◆ 教育の責任は家庭

短絡的な「目の前の結果」だけをみない

◆ 褒めるも叱るも方法論

どこを褒めるか「結果」ではなく「過程」

◆ けんかや怪我をしながら成長していくこと

◆ 先回りしすぎないこと

◆ かといって「内面」ばかりを見て、
なにも「できなくていい」とはいいません

ご家庭と共有したいこと

◆ 先生には敬語を使うこと



一人ひとりが好きなことをするという保育もよさはあります。しかし、集団に入ったのですから、集団でしか学べないことを学びます。
苦手なことがあるかもしれませんが、いろんな経験をしてから選べばいいことです。
製作、絵画、文字、知育、音楽、ダンスなど幅広くいろんな経験をします。小学生になれば一斉授業しかありません。
しっかりと先生のお話を聞いて、活動できるようになります。

「遊びから学ぶ」とよく言いますが、本当でしょうか。昔は、公園に行けば、年長者がいて、いろんなことを子どもたち同士で学んでいました。
また、物がない時代は、自分たちで考えて、工夫して遊んでいました。しかし、現代は物にあふれ、外であまり遊ばなくなってきています。
公園に行ってまでゲームをしている光景も見かけます。そんな中では、いわゆる「遊びから学ぶ」ということはできなくなってきています。
園ではお昼の自由遊び時間でも自分で人を集めることから始めるようにしています。人とかかわっていくことでコミュニケーションを学びます。

エリク・エリクソンという学者が研究の結果、幼児期に培うべきものがあると言います。それは、「自律性」「自発性」と言われています。
言われたことだけはするような人が増えていますが、そうなってしまう原因が幼少期、児童期にある。幼少期というのは、内面を重視
すべきで何が「できるか」のみでは判断できません。「自律性」「自発性」を培う方法は、何なのか。

塾業界の定説？詰め込み型の幼児教育のアドバンテージは小２で消える？
と言われています。消えないまでも並ばれてしまうと考えています。確かに、知識があり、何か「できる」ということは大切です。

しかし本来は何を学ぶべきかというと「考える」ことを学ぶべきです。社会に出ると「そんなの考えればわかるだろう」としか言われません。
教わらなくても自分で考える人にしていくことが大切です。そのためには、短絡的な目の前の結果だけを追い求め、考える機会を奪わな
いことが大切です。



音楽、体育、絵画、自然に積極的に関わり、新鮮で豊かな感覚を育み
バランスの取れた人間としての基礎作りを目指します

進んで実行する

子ども

最後まで頑張る

子ども

人と積極的に

かかわれる子ども

◆ いろんな体験を通して、自主性を養い、心を込めて取り組む

◆ 自らの魂を揺さぶり、粘り強く物事に取り組み、達成感を味わう

◆ 自らを開放し、明るく伸び伸びと活動する 基本的生活習慣を身につけ、
けじめある行動がとれるようにする

◆ 集団活動に慣れ、人と積極的に関わり、コミュニケーションを学ぶ

年少組 基本的生活習慣を身につける

年中組 基本的生活習慣を確立する

年長組 人の話をきく 最後まで頑張る

乳児室 生活リズムを整えながら食事、睡眠、排泄などの

習慣を身につける

1.2歳児 社会性を養い、心身の機能を高め

身辺の自立を図る



社会に出たときに困らないようにするには学校は何を考えるか。とりわけ幼児期に何を考えるか。
まずは、基本的生活習慣です。挨拶などを含め、身の回りのことを自分で出来るようにしていく。
そして、集団活動に慣れ、協調性を持って取り組んでいく事を学びます。

糊、はさみを使った製作やクレパス、絵の具を使った絵画など。年長までにひらがなの読み書き。英語で自己
紹介ができるようになります。ピアニカの演奏。年長はマーチングを通して一生懸命取り組むことを学びます。

◆英会話 Jet Communications
耳が一番発達する時期にネイティブスピーカーの発音に親しみます。

◆ダンス 平成２５年度より
ダンス専門の講師による
ダンス教室を導入しております。

◆水泳 ブリヂストンスイミングスクール
水に慣れ、皮膚を鍛えて丈夫な体を作る。
水泳専門の講師によるスクールです。安全面を配慮してコーチを多数配置しております。

◆知育・数・文字 覚える人になる前に考える人になろう！！
自力で解いていくうちに、自分でできた喜びと考える楽しさを体感できる
教材です。文字は、年中組から２年間かけて学びます。

◆音楽 「音楽を楽しむ事」を一番と考えています。年間を通して成長を目指し、
リトミックからピアニカの演奏まで多様なアプローチからの指導を行っています。

◆体操 日々の生活の中で毎日取り組んでいます。(鉄棒・跳び箱・マット運動等)



夏季保育
夏まつり

８月

七夕会
避難訓練

７月生まれ誕生会
一学期終園式

サマーキャンプ(大分)

７月

園外保育
避難訓練
保育参観

６月生まれ誕生会

６月

一学期始園式
入園式・入所式
歓迎遠足

４月

子どもの日
交通安全指導
避難訓練

４・５月生まれ誕生会

５月

二学期始園式
避難訓練
保育参観

マーチングフェスティバル
８・９月生まれ誕生会

９月

キャンプ マーチング

歓迎遠足

参観日

交通安全指導

園外保育

夏まつり



節分
みんなの音楽会
2月生まれ誕生会

２月

避難訓練
１２月生まれ誕生会・年忘れパーティー

もちつき
二学期終園式

１２月

芋堀り
紅葉狩り(年長)
１１月生まれ誕生会

七五三
避難訓練

作品展・お店屋さんごっこ

１１月

運動会
入園説明会
避難訓練

１０月生まれ誕生会
園外保育

１０月

三学期始園式
1月生まれ誕生会

１月

ひな祭り
（3月生まれ誕生会）

保育参観
卒園式
終園式

３月

運動会

紅葉狩り

卒園式

節分

もちつき

作品展

みんなの音楽会

※行事については、予定であり、変更する場合があります。



保育時間及び休園日(幼稚園)

◆ 登園 午前8時30分から午前9時30分 ※原則として8時30分前には、登園できません。

◆ 降園 月～金は午後2時30分
(土曜日登園がある時は、午前11時30分降園)

◆ 休園 土曜日、日曜日、祝祭日、夏季休園、冬季休園、春季休園

はとぽっぽ体操
＆

音楽鑑賞
朝の会 保育活動 給食 自由遊び 帰りの会

延長保育
(にこにこクラブ)

9:30
9:45

10:00 11:30
12:30 13:30 14:30

19:00 

延長保育(にこにこクラブ)について

◆ 延長保育（にこにこクラブ）に関しましては、別添え資料をご覧ください。



9:45

19:00

18:00
16:00

15:00
12:30

11:30
9:50

9:30

7:00
7:30 10:00

開園
体操 音楽鑑賞

朝の会 保育活動
午睡(３歳まで)

延長保育登園
おやつ(未満児)

給食
自由遊び

おやつ 帰りの会

閉園

保育時間及び休園日(ナーサリー)

◆開所時間 平日 7：00～18：00
土曜 7：00～18：00

◆延長時間 平日 夕 19：00まで

土曜 夕 19：00まで
※朝は7：00開園ですが、7：30迄に登園される方が少ないので、7：00～7：30
迄に登園される時は前日の降園時間迄に朝保育カードを提出してください。

◆登園時間 9：30まで

※遅刻、欠席する場合は、9：30までに

必ずご連絡下さい。

◆休園日 原則として日曜日、祝日、年末年始休園日

★ 土曜日に登園される方は、
れんらくアプリにて預かり保育
の登録をお願い致します。



★アレルギー対応は行います。原則として除去までです。
その場合、医師からの診断書が必要です。また、栄養士との懇談も行います。

★園外保育や遠足、その他の行事と重なる場合は、お弁当を持参してください。

毎日が給食

月曜日から金曜日まで
完全給食を実施しています。

出来たての

無添加パン

毎週金曜日はパン食です。
野間大池の「はなびし」さんから
出来立ての無添加パンを

仕入れています。

みんなで食べるから、
苦手なものでも

食べられるようになる！！

様々な食材が入っているので、
少しずつ好き嫌いも
減っていきます！！

なぎの学園の給食 つの特徴

自園調理
できたての温かい食事

平成15年度ナーサリーの併設に伴い、
厨房設備を完備いたしました。

栄養バランスの
とれた献立て

福岡市が作成した献立表を使用

野菜は国産で安全、きれいなものを

使用しています。高宮ボンラパス横の

三原商店さんから仕入れています。



事故防止、グランド保持のため、園内への車の乗り入れは禁止です。車は、必ず、駐車場に駐めて下さい。
駐車場に駐める際は、駐車カードが必要です。駐車カードは、職員室にて配布しております。
カードには、クラス名、名前、携帯電話番号を必ずご記入していただき、移動の際は、保護者の方同士で
行っていただきますのでご了承下さい。

◎通園の際の送迎バスは、ありません。
◎ただし、園外保育の場合に幼稚園バスを利用して、お出かけすることがあります。

園児の送迎に関しては、安全確保のため、下記のことをお守りいただきますようお願い致します。

１．保護者が付き添われることを原則とします。

２．送迎に関して変更がある場合は、事故防止のため、必ず保護者の方からお知らせ下さい。

３．保護者以外の方がお迎えに来る場合は、お迎えにこられる方の身分証明書のコピーを
取らせていただきます。また、お迎え表への記入をお願い致します。

４．降園時間を過ぎた場合は、にこにこクラブ（延長保育）料金が発生しますのでご了承下さい。

子ども達に集団生活でのルールを守るように
伝えています。大人の我々がお手本となりましょう。

バス通園希望の方はお申込をお願いします。原則として各家庭前まで送迎しておりますが、交通事情等によってはお近くまででてきてもらうこと
もあります。また、年度途中でのルートなどの組み換えは、お断りする場合もありますのでご了承下さい。

那珂川、柏原、桧原、長住、長尾、野間、皿山、若久、中尾、野多目、日佐、老司、鶴田、屋形原、花畑を中心にお迎えに行きます。

※遠方の方はご遠慮願う場合がありますので、予めご了承下さい。

※バス通園の場合、毎年組み替えますので、送迎の時間が確定するのが、年度初めになります。

※バス到着時刻を過ぎましたら、通過します。帰りに通過した場合は、にこにこクラブ(延長保育)利用料金が発生しますので、ご了承下さい。



受付１１月２日(月)７時より
募集定員 ３歳児 若干名

４歳児 若干名
５歳児 若干名

入園料
36,0000円
入園願書と一緒に入園料を添えてお申込み下さい。

特典
兄弟児お二人同時に入園申込される場合は、お一人分の入園料を免除します。
≪入園を取り消す場合≫
お申し出により取り消すことができます。
転勤によりやむを得ず取り消す場合に限り入園料の５分の４を返金します。
その際は、必ず転勤証明書を提出して下さい。その他の場合の返金は致しません。

入園までの行事予定
面接、用品注文および銀行手続き １２月中旬
体験入園、説明会および用品・制服販売３月上旬

み入 園 の 申 し 込



入所申込書配布開始
（保育所入所のご案内配布開始） 保育所（園）の見学

一次受付
申込締切：令和２年１２月上旬予定

入所審査（一次）

保育料決定に必要な書類の締切日
確定申告書 令和３年２月下旬

一次内定発表 ≪令和３年１月下旬≫郵送

内定者 内定とならなかった方
二次受付

申込締切日：令和３年２月上旬

入所審査 (二次)

二次内定発表
令和３年２月下旬 郵送

内定者 内定とならなかった方

各保育所(園)にて入所説明 入所日 ≪令和３年４月１日(木)≫

入 申 込し
10月中旬に区役所、または園に『福岡市保育所入所のご案内』を準備しております。
しっかりとご覧いただき、申込時に必要な書類を添付、ご提出をお願いします。
申込の日程や詳細は、『福岡市保育所入所のご案内』に記載されておりますので、そちらでご確認をお願い致します。



満３〜５歳児

１号 ２号 ３号（満３歳のみ）

保育料 28,000円（25,700円無償） 2,300円

給食費
5,000円

（主食費900円＋副食費４,100円）
第３子（18歳未満のお子様から数えて３人目）、非課税世帯、副食費無償

900円（主食費のみ）
副食費４,100円無償

預かり保育
14:30〜19:00

1日450円 上限なし
14:30〜19:00（満３歳児14:30〜18:00）

1日450円 上限なし （日額単価450円無償）

長期預かり保育
8:00〜19:00

30分１50円
(8月のみ12,000円上限あり)

8:00〜19:00（満３歳児8:30〜18:00）
8:00〜12:00 500円 12:00〜19:00 700円

8:00〜19:00 1,200円 上限なし（日額単価450円無償）

入園料 36,000円（入園児のみ）

絵本代 年少：410円 年中：420円 年長：430円 なし

バス代 2,600円（利用者のみ）

主な経費について

◇その他、遠足代、観劇代等その都度実費徴収致します。
◇年長組は、キャンプ代・卒園アルバム代が必要です。

（キャンプ代2２,000円、卒園アルバム代12,000円を10ヶ月に分割して徴収致します）
※明細等の発行は致しません。また、増税等で料金の変更がある場合がございますので、ご了承下さい。
※口座引き落としは毎月10日です。前日までに入金して下さい。
※上記金額に関しましては、変更がある場合がございますので、ご了承下さい。



和太鼓を中心としたリズム愛好会です。
和太鼓、リトミックを取り入れ、子ども達のリズム感を育てる
と共に、思い切り音を出し、汗をかいて練習します。
また、ひとつの目標に向かって一人ひとりが力を出し合い、
協力しながら成し遂げるという、今社会に求められている力を
育もうというのが目的です。

練習日 毎週金曜日
会費 年間 12,000円

(１学期5,000円 ２学期4,000円 ３学期 3,000円の分割)

課外教室

◆音楽教室 なぎの学園音楽教室
講師 吉安信子 7,000円

◆かきかた教室 書写検かきかた教室
3,300円

◆英語教室 Jet Communications 7,500円

◆算数塾 Q-big 福岡本部校 6,600円～

運動会

専門の講師による質の高いレッスンが行われています。

※委託しておりますので、変更がある場合がございます。
詳細は担当講師へお問い合わせください。

※体操教室とサッカー教室の両方に入会される方の月謝は6,000円です。

◆ リトルクィーンズ（ダンス教室） 4,500円

◆リーフラス （幼児サッカー・空手）
4,070円(サッカー)     4,070円(空手)

◆プラット (幼児体操・サッカー教室)
4,000円(体操)   4,000円(サッカー)



・病児保育はできません。特に感染症に罹患した場合は、医師による登園許可証が必要です。
また、登園中に熱が37.5度を超えた場合は、ご家庭に連絡し、原則として、お迎えにきていただきます。

・なぎの学園のホームページ、Instagram、YouTube、SNS等に子ども達の写真を掲載することがありますので
ご了承ください。

・園からのお知らせ等は全て「れんらくアプリ」にてお知らせしております。また、出欠等の連絡や延長保育
の申し込み等も「れんらくアプリ」で行います。 ４月入園前に登録についてのお手紙を配布いたしますので、
必ず登録して下さい。

・保護者会は、ありません。

・参観日や行事、行事前の土曜日の全園児登園日があります。また、午前保育（11時30分降園）の日があります。

・保育内容等は、変更する場合があります。

・参観日等の行事では、駐車場の混雑が予想されますので、公共の交通機関をご利用下さい。
通常の駐車場利用につきましては、園での呼び出し等は行いませんので、保護者の皆様で譲り合っていただく
ようお願い致します。また、駐車カードを園で準備しておりますので、必要事項をご記入の上、必ず車内の
見えるところに置いて下さい。駐車場内でのトラブルに関しては、園は責任を負いかねます。

・路上駐車はしないで下さい。近隣の方のご迷惑となりますので皆様のご協力よろしくお願い致します。

・平成27年度より「子ども・子育て支援制度」の導入が始まっております。本園は移行を予定しておりませんが、
令和2年度以降は未定です。もし移行する場合は、入園手続きや保育料等に変更がある場合があります。
その場合は、事前にお知らせ致します。

・保育料等はゆうちょ銀行からの自動引き落としで入金していただきます。ゆうちょ銀行の口座のご準備を
お願いします。他の銀行はお取り扱いしておりません。



memo



社会福祉法人
羽犬塚福祉会

宗岳寺保育園

学校法人野間学園

野間幼稚園
野間ナーサリー

脳トレ算数塾
Ｑ－ｂiｇ

福岡本部校・野間校
高宮校・平尾校

もんちゃんハウス企業主導型保育施設

花畑幼稚舎

企業主導型保育施設
平尾幼稚舎

http://www.hanahata-youchien.com/
http://www.hanahata-nursery.com/

