
□保育施設一覧
【北海道札幌市】
　・きゃんばすmini羊ヶ丘保育園+M　　19名定員　病児保育併設　平成30年4月1日開所【企業主導型保育園】
　・きゃんばすmini中島公園保育園+M　19名定員　病児保育併設　平成30年5月1日開所【企業主導型保育園】
　・きゃんばす平岸保育園　80名定員　令和2年4月1日開所【認可保育園】
【宮城県仙台市】
　・きゃんばすmini陸前高砂保育園+M　18名定員　病児保育併設　平成30年4月1日開所【企業主導型保育園】
【埼玉県さいたま市】
　・きゃんばす東大宮保育園　90名定員　令和3年4月1日開所予定【認可保育園】
【千葉県流山市】
　・きゃんばす流山おおたかの森保育園　80名定員　令和3年4月1日開所予定【認可保育園】
【東京都新宿区】
　・きゃんばす東新宿保育園　50名定員　令和3年4月1日開所予定【認可保育園】
【神奈川県横浜市・相模原市】
　・きゃんばすmini淵野辺保育園　8名定員　平成29年1月1日開所【企業主導型保育園】
　・みなとみらいくばがさ保育園　80名定員　平成30年4月1日開所【認可保育園】
　・きゃんばす子安台保育園　63名定員　平成30年4月1日開所【認可保育園】
　・きゃんばす東神奈川保育園　75名定員　平成31年4月1日開所【認可保育園】
【兵庫県神戸市】
　・きゃんばす垂水保育園　60名定員　令和3年4月1日開所予定【認可保育園】
【沖縄県浦添市・糸満市】
　・きゃんばす浦添西原保育園　78名定員　平成30年7月1日開所【認可保育園】
　・きゃんばす糸満武富保育園　80名定員　令和3年4月1日開所予定【認可保育園】

運営会社　株式会社ナーサリープラットフォーム
東京都港区虎ノ門 1丁目 12-1 虎ノ門第一法規ビル２階

準備室　　TEL 03-3519-7787

保育標準時間　 7:00~18:00

保育短時間　

開園時間　

8:00~16:00

7:00~20:00
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運営会社　株式会社ナーサリープラットフォーム
東京都港区虎ノ門 1丁目 12-1 虎ノ門第一法規ビル２階

準備室　　TEL 03-3519-7787

設立　　      令和 3 年 4 月 1 日
定員　　      80 名
開園時間　（基本保育）平日 7:00~20:30 / 土曜日 7:00~19:00
　　　　　（延長保育）平日 朝  7:00~7:30 / 夕方 18:30~20:30
　　　　　　　            土曜日 朝  7:00~7:30 / 夕方 18:30~19:00
住所　　　〒270-0139  
　　　　　流山市おおたかの森南 2 丁目 30

アクセス　つくばエクスプレス「流山おおたかの森」より徒歩 13 分

お問合せ　未定
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現地
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ビリーおおたかの森店

流山おおたかの森 S・C

ヤオコー流山おおたかの森店

市野谷向山遺跡
（有）阿部製作所

運営会社　株式会社ナーサリープラットフォーム
東京都港区虎ノ門 1丁目 12-1 虎ノ門第一法規ビル２階

□保育施設一覧

養護と教育という両面を重視し、
健全な心身を養い生活の基盤になる習慣や

態度を育てると共に、
異年齢・年代間・異文化交流を通して、

多様性を受け入れられる柔軟な思考・感性と
自主性の育成を目指します。

また、未来を担う子どもたちに
安心して成長できる環境や質の高い教育を提供し、

望むのであれば世界に通用する素地を
身に付けることができる場を用意したいと

考えております。

- 保育理念 -

「最もふさわしい生活の場」として
ご家族との連携を大切にしながら
お子様一人一人を深く愛し、守り、
育ちを支えます。就学に向けて
多くの体験の中から好奇心や
主体性をもって成長できる場を

提供いたします。

「共に学び、共に遊ぶことを
通して未来の希望を育む」

創造的な思考
豊かな感性
感謝の心

保育目標

- 運営方針 -

－共に学び、共に遊ぶ－

きゃんばす流山おおたかの森保育園

認可保育所

株式会社　ナーサリープラットフォーム

きゃんばす
流山おおたかの森

保育園

ー認可保育所・企業主導型保育所を全国で運営ー
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５月

６月

７月

８月　

９月
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11月

12月

１月　

２月

３月

入園式・進級式・懇談会・子どもの日の集い

親子遠足・内科検診

歯科検診・個人面談・運営委員会

夏まつり・七夕の集い

運動会

秋の遠足（2 、3、4、5歳児）

内科検診・歯科検診・懇談会

クリスマス発表会

新年のお祝いの会

節分の集い・個人面談・運営委員会

ひなまつり・お別れ会・卒園式

※おむつ交換・排泄・ ミルク等は
                           個々に合わせて行っていきます。
※０歳児の睡眠は個々のリズムを大切にし、
　　　　　　　　　個別の対応を行っていきます。

7:00

9:15

9:30

11:00 

12:00

15:00

16:00

18:00

順次登園　

おやつ

室内・屋内・屋外時自由遊び

給食

お昼寝

おやつ

順次降園

延長保育

教育の柱

体操珠算 IT による
教育

英語 道徳

外国人講師と一日を過ごす中で、
英語に親しみやすいようにカリキュラムを組んでいます。

英語…

IT によるアクティブラーニング教育を行います。IT による教育…

専任講師により、遊びながら柔軟で丈夫な身体作りをします。体操…

対話による道徳教育で人を思いやる気持ちを育みます。道徳…

専任講師により、楽しみながら数字と楽しんでいます。珠算…

年間スケジュール

1 日の過ごし方

※行事は年によって変わる事もあります。

園案内図
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