
大和オハナ保育園

H a l e l e a

企業主導型保育事業（定員 12 名）
〒242-0017 大和市大和東 1-6-7 1F

TEL:046-244-0861  FAX:046-244-0862
開所時間 : 月〜土 7:00〜20:00

取り扱う事業 : 月極保育・一時預かり保育
https://baby-mahalo.jp

企業主導型保育事業（定員 12 名）
〒251-0011 藤沢市渡内 3-8-40

TEL:0466-52-8553  FAX:0466-52-8554
開所時間 : 月〜金 8:00〜19:00

取り扱う事業 : 月極保育
https://halelea.jp

企業主導型保育事業（定員 12 名）
〒242-0017 大和市大和東 1-4-5 2F

TEL:046-204-9419  FAX:046-204-9579
開所時間 : 月〜金 8:00〜19:00

取り扱う事業 : 月極保育
https://mahalo-station.jp

認可保育所（定員 60 名）
〒242-0017 大和市大和東 1-6-7 2F

TEL:046-262-3455  FAX:046-244-5438
開所時間 : 月〜土 7:00〜20:00

取り扱う事業 : 緊急的保育（一時預かり）・延長保育
https://yamato-ohana.jp

B A B Y  M A H A L O

M a h a l o S t a t i o n



「人」と「人」との関わり合いを大切に
たくさんの愛情で一人ひとりの気持ちを受け止め
数多くの体験の中で、心豊かな人間性を育んでいく

保育園名　　　　　大和オハナ保育園（認可保育所）
所在地　　　　　　〒242−0017 大和市大和東1-6-7 木曽ビル2階
電話番号・FAX　 　046-262-3455 / 046-244-5438
施設長　　　　　　大原　利奈
開設年月日　　　　平成28年4月1日
定員　　　　　　　60名
取り扱う事業　　　月極保育・緊急的保育（一時預かり保育）・延長保育
設備等　　　　　　保育室・乳児室・沐浴室・トイレ（乳児・幼児）・医務室
　　　　　　　　　事務室・調理室・保育園バス・防犯カメラ・電気錠・発電機等

OhanaGroupの保育理念

日々大切にしている３つの保育目標

How to OHANA
０歳児（はな組）
１歳児（そら組）
２歳児（かぜ組）
３歳児（つき組）
４歳児（ほし組）
５歳児（にじ組）

充分に養護の行き届いた環境で安心して過ごす
自分でしようとする気持ちを尊重し温かく見守る
一人一人の成長と集団としての活動の充実を図る
人と関わる生活の中で人に対する愛情と信頼感を育てる
生活の中で言葉への興味や関心を育て表現する豊かさを養う
様々な体験を通して豊かな感性や表現力を育み意欲的に活動する

クラスごとの計画

おたんじょうび会

LAULAU（ラウラウ）

食育

避難訓練

身体測定

毎月実施しており、その月のお誕生日のお友だちをみんなでお祝いします！
BABY  MAHALOやMahaloStationのお友だちも合同で楽しみます！

ご家庭からおにぎり・お弁当をお持ち頂き、お散歩の際に公園などで食事をするイベ
ントです！普段とは違った雰囲気を感じながら保育士やお友だちと食事を楽しみます
。また、おにぎり・お弁当を作ってもらえたという喜びと感謝の気持ちを育ます！

野菜の収穫体験や、皮むきなど、作物や食べ物に触れることで食事を身近に感じ「食
」の大切さや「食事」の楽しさを育ます！正月や七夕など、日本文化の食に触れるこ
とで感受性を養います！「食」を通して多くの感性を育ます！

災害や防犯に備え、毎月１回の避難訓練を実施しています。地震や火災・不審者の侵
入などを想定し、正しい避難の仕方や、職員の対応等を確認しています。緊急事態の
怖さを体験しながら、いざという時に実際に役立つ訓練を行います！

毎月１回子どもたちの成長を記録するために、身体測定を実施しています。記録の履
歴はコドモンのアプリで確認できると共に、カウプ指数を基準にお子様の発達の程度
を確認することが出来ます！



3歳児クラス以上を対象に毎週１回、専門講師を招いてタヒチアンダンスのレッスン

を行なっております。体を動かしながらリズム感や振り付けを覚える力を養います。

お遊戯会で保護者の皆様に披露できるよう、1年間かけて３曲程度の踊りを習得して

いきます。お遊戯会では圧巻の演目です。

Tahit
ian D

ance/
タヒチア

ンダンス

3歳児クラス以上を対象に、当園の専門講師が専用教材を使った知育「めんたるぷれい」

を行っております。めんたるぷれいは「考える」楽しさや、「出来た」という喜び

やってみようという「自主性」を養う教材で知識や学びを詰め込むものではなく

子どもたちが楽しみながら自ら伸びていける「学ぶための、あそび」です。

Menta
l play

/めんた
るぷれい

/知育

「Go!Go!BUS!!」は、戸外活動専用の園バスで、最大24名（幼児クラス２クラス）

の乗車が出来ます。遠足はもちろん普段の戸外活動にも活用し、少し遠い公園や

ズーラシアや海などに遊びに行っています。園庭がなくても子どもたちは

たくさんの思い出を作ることができる！楽しいバスです！

Go!Go
!BUS!

!/あそ
び専用バ

ス

1歳児クラス以上を対象に週１回、ネイティブスピーカーの外部講師を招いて、英会話

のレッスンを行っております。幼児向けの英会話教育「GrapeSEED」の教材に基づき

1年間のカリキュラムを作成し、計画的にレッスンを進めていきます。英語を身近に楽

しみながら5年間かけてゆっくりと英語力を習得していく英会話教室です。

当園では三ツ境に教室を運営するSpike&Aiの本格的な英会話教室を提供しています。

Engli
sh Le
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スパイク

アンドア
イ英会話

「Ohana Farm Field」と名付けた畑で、農家さんと協力し無農薬農作物を

育てています。種まき・苗植え・水やり・収穫など農作物の成長を観察しながら

育てることの楽しさを体験します。畑で収穫した農作物は給食などで食べて

食育として子どもたちに食事や食べ物の大切さを伝えています。

Ohana
FarmF
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Go!/食
育

お遊戯会

お遊戯会は、1年間の保育の集大成として
、日頃から行われている保育の延長線上
の取り組みを披露します。乳児クラスは
返事や言葉のコミュニケーション・音楽
に合わせた踊り、幼児クラスは、オペレ
ッタ・ピアニカ・合唱（英語）・タヒチ
アンダンスなど、盛りだくさんの演目で
皆様を感動させます！お子様の成長を感
じる行事であり、子育ての楽しさを感じ
て頂ける瞬間が、お遊戯会にはたくさん
あります！

運動会

運動会では、徒競走・リレー・綱引き・
玉入れ・大玉転がしなどの種目や、小さ
なお子様と一緒に参加する親子競技など
、見て楽しみ、参加して楽しめる工夫を
考えながら、盛大に開催しております。
また、年長児は毎年恒例のソーラン節を
披露します。ソーラン節を保護者の皆様
の前で踊る子どもたちの姿は、とても勇
敢で、自信たっぷりなその表情は一見の
価値アリです！子どもたちもとても楽し
みにしている演目の一つです！

夏の風物詩、Ohanaの夕涼み会では、お
みこし・盆踊り・的当てや魚釣りなどの
ゲームコーナーで楽しく遊び、おにぎり
や唐揚げなどを、保護者同士・子どもた
ち同士が交流しながら食べるお祭りです
！盆踊りの振り付けは、日頃の保育中に
子どもたちと練習して本番に挑みます！
おみこしの飾りは各クラスごとに製作し
、合体させて１つのおみこしを完成させ
ます！ご家族で参加頂き、楽しい夏祭り
を過ごしましょう！

夕涼み会

Ohana３大イベント

Ohana’s Special Lesson

Other …



デイリープログラム/1日の流れ

7:00

8:00

9:00

9:15

9:30

11:00

12:00

13:00

15:00

16:00

17:00

18:00

20:00

幼児（３〜５歳児）乳児（0〜2歳児）時刻

開園・登園

自由遊び・検温（授乳・午睡）

オムツ交換・片付け

朝の会・出欠確認・水分補給

おやつ（午前）

設定保育・オムツ交換

（お散歩・室内保育）

昼食準備・手洗い

昼食（離乳食）

授乳・午睡

開園・登園

排せつ

朝の会（歌）・片付け

出欠確認・水分補給

設定保育・オムツ交換

（お散歩・室内保育・カリキュラム等）

昼食準備・手洗い
昼食・歯磨き・排せつ
紙芝居・絵本・手遊びなど
午睡

起床・排せつ・布団の片付け
手洗い・おやつ・歯磨き
帰りの会（歌）・出欠確認
排せつ・降園準備
自由遊び
延長保育開始

全園児降園・閉園

オムツ交換・手洗い

おやつ・授乳

帰りの会・出欠確認

オムツ交換・降園準備

延長保育開始

全園児降園・閉園

慣らし保育はありますか？

保育園では、３回食（後期食）から提供を開始致します。

ご家庭と連携をしながら進めていきます。

1枚ずつ名前を書いてご持参下さい。

軟便等で報告をする目的以外では、保育園で処分致します。

粉ミルクは持参となります。保育園での保管は最長１ヶ月までとなります。

午睡用の布団・コットを準備しております。掛けタオルは持参となります。

37.5℃以上の発熱があった場合にご連絡を致します。

医師による指示がある場合にのみ、アレルギー除去食の対応を致します。

各学年の色が決まっていますので、購入して頂いております。

30分500円となります。月極契約になる場合は、3,000円〜7,500円の間で
契約出来ます。

懇談会・親子遠足・夕涼み会・運動会・お遊戯会となります。

◆乳児（０〜２歳児）クラスに入園する場合
入園セット（名札・帽子）・ベッドシーツ２枚・防災頭巾

◆幼児（３〜５歳児）クラスに入園する場合
体操服・スモック・ヘルメット・お道具箱一式（お道具箱・製作帳・のり・自由画帳・はさみ・クレヨン）

就労証明書と基に保育園にてお子様が保育を利用できる時間を決定しお知らせ致します。
止むを得ず通常保育時間内にお迎えに来れない場合に、延長保育を利用することが出来ます。

事前に登録を行えば、車両での送迎が可能ですが、１階テナントと共有しているため、
送迎時に駐車場の空きがない場合もあります。なお、路上駐車は厳禁です。

１階のBABY  MAHALOのエントランスに置き場があります。

離乳食はいつから開始になりますか？

オムツは持参するのでしょうか？

オムツのゴミは持ち帰りですか？

粉ミルクは持参するのでしょうか？

布団は持参するのでしょうか？

子どもが病気のときのお迎えの基準は
ありますか？

アレルギー除去の給食の対応は
可能でしょうか？

延長保育料はいくらかかりますか？

延長保育はどのように利用すれば
良いのでしょうか？

ベビーカーの置き場はありますか？

駐車場はありますか？

行事で親が参加するものは
何がありますか？

帽子は毎年購入するものでしょうか？

トイレトレーニングは保育園で
実施してくれますか？

入園開始当初はお子様に慣れるように少しずつ保育時間を伸ばしていくことが基本です。
期間は２週間程度となります。0歳児で入園の場合、初日は保護者に付き添って頂きます。

よくあるご質問の回答

※すべて保育園で購入することもできます。

※その他、詳細については、重要事項説明書に記載がありますので、入園前によくお読み下さい。HPからもダウンロードできます。

ohanagroup087

入園時にご準備頂くもの

※当園はコドモンを導入しております。

保育園での活動の様子は、日頃よりインスタグラムやFacebookを活
用し、アップしております。入園前に保育園の活動内容に興味がある
方や、入園後に遠く離れた親戚などにお子様の様子をご覧頂きたい場
合は、ぜひフォローをお願い致します。

登降園・欠席連絡・連絡帳・お知らせ配信・行事の予定・配布資料・アンケート・写真販売など多数
の機能がスマホアプリで管理出来ます。連絡帳はスマホメッセージを入力するのと同じです。行事の
予定などもスマホで確認出来ます。保育活動の写真もアプリから購入出来ます。ご利用者の皆様から
大変ご好評です！



Go!Go!BUS!! と名付けた保育園の戸外活動専

用のバス！最大園児が 24 名乗車出来るので、

幼児クラスの２クラス合同で、日頃の活動よ

りも範囲を広げて戸外活動を行なっておりま

す。ズーラシアや海まで出かけたり、大きな

公園に行ったりと行きたいところへ行きま

す！

大和オハナ保育園はこんな保育を行なっています！

お遊戯会は年に１回 Ohana の保育園が合同で実施しております。乳児クラスは音楽

に合わせて踊ったり、幼児クラスになるとオペレッタやピアニカ演奏・合唱・タヒ

チアンダンスを保護者の皆様に披露しております。

タヒチアンダンスは週１回、幼児クラスの子どどもたちを対象に、

MonaMonaTahiti というタヒチアンダンス教室を行なっている先生を

保育園にお招きし、年に３曲程度のダンスの習得を目標に実施して

おります。タヒチアンダンスはお遊戯会で保護者の皆様にも披露し

ております。

運動会は、OhanaGroup の保育園が合同

で実施しております。かけっこや保護者

交流型の種目、ダンスなどを取り入れて

います。年長さんは Ohana 名物のソーラ

ン節を毎年実施しておりまして、子ども

たちの成長を喜びと共に、とても実感で

きることと思います。

夏には夕涼み会を行なっております。屋

台を出したり、ゲームの的屋を出店した

り、お祭りの縁日を楽しめるような雰囲

気で開催しております。なんといっても

子どもたちと作るおみこしを担いで保育

園内をみんなで練り歩く姿は本当に夏の

風物詩です。その他にも盆踊りなどを楽

しみながら、日本の文化を学んでいます。

遠足は春に親子遠足、秋に園児のみの遠足を

行なっております。動物園や水族館、公園な

ど様々な場所へお出かけしています。遠足を

通じて園児や保護者との交流が出来るのも遠

足の楽しみです！

ピアニカは年長さんのみ実施しております。年に２曲を習得する

ことを目標に日々の保育活動に取り入れています。お遊戯会で保

護者にも披露しております。

英会話レッスンは、毎週月曜日に実施しておりま

す。スパイク＆アイという英会話教室のネイティ

ブスピーカーの先生が来園し、1歳児以上の園児を

対象にレッスンを行なっております。幼少期から

英語に触れることで英語力の発達を実感すること

ができる楽しい取り組みです！

映画館ごっこは、雨の日などで戸外活動が出来

ない場合などに活用しています。また、お誕生

日会や保育園の月次イベントなどでも活用する

ことで、保育活動のアイデアの幅が広がります。

年 1回、ポップコーンを作って、盛大な映画館

ごっこを開催します！子どもたちも大喜び！出

来立てのポップコーンはとっても美味しいです

よ！

1年を通して、保育園専用の畑で農業の体験を行なってい

ます。野菜の種を撒いたり、苗を植えたり、水やりや草

取り、そして収穫まで一連の農作業を食育として取り入

れています。育てた作物は給食で食べたりもします！

知育では、めんたるぷれいという教材を用いて、考えることを養

う取り組みを行なっています。めんたるぷれいは専属の先生が実

施しますので、子どもたちと一緒に考えながら取り組みことがで

きる楽しいカリキュラムです。



大和市ってどんな街？

・大和市は神奈川県の中央にある人口約 23万人の中規模都市です。
・横浜駅から直通の相鉄線と新宿駅から直通の小田急線が交差し、都心や自然・海にもアクセスの良い街です。
・相鉄線から JR線に直通運行が始まり、武蔵小杉・渋谷（最短 45分）へのアクセスも良くなりました。
・２０２３年には、相鉄線から東急直通線が開通することで、新横浜（東海道新幹線の停車駅）へ直通となります。
・小田急線を使えば、新宿まで乗り換えなしで最短 42分！で到着！江ノ島へは最短 24分で到着！
・相鉄線を使えば、横浜まで乗り換えなしで最短 18分！ららぽーとのある海老名までは最短 7分で到着！
・東京や横浜などの都心にも、江ノ島・鵠沼海岸などの湘南の海にも近いのが、大和の特徴です！ココ！大和市！

大和からお出かけできるところはどこですか？

大和駅より徒歩 3分の場所に、大和市文化創造拠点（通称：シリウス）とい
う施設が出来ました！
この施設には、市民の巨大な図書館や芸術ホール、スターバックスコーヒー
など、大和市民の憩いの場になっています。休日にコーヒーを飲みながら、
本を読んでゆっくり過ごしても良いし、コンサートなど芸術鑑賞も出来ます。
保育園のお遊戯会もこの施設のホールを利用して大々的に開催しています！
シリウスは仕事にも遊びにも使えるとても楽しい施設です。

大和は 1年を通して、お祭りや催し事が多い街です。
一番有名なのは、「大和阿波踊り」　阿波踊りは大和駅周辺の主要道路を完全に
封鎖し、多くの阿波踊りのチーム（蓮と言います）が、それぞれの特徴ある阿
波踊りを披露して練り歩きます。その音と踊り、雰囲気たるものは圧巻です！
また、骨董市というフリーマーケットのような催事は毎月行われています。有
名建築デザイナーなども、骨董市でレアなアイテムをゲットしているそうです。
お部屋の飾りを探すのも楽しいですよ！

大和市には、たくさんの公園や水辺、運動場や文化ホールなどがあり、休日の過ごし方に充実した街です。
焼き鳥屋さんが多いこともこの街の特徴です。物価は近隣の市に比べて高くないので、若い方が住みやす
い街でもあります。ひと昔前は、厚木飛行場の騒音問題を抱えていましたが、現在は米軍の戦闘機の撤退
により、騒音問題は解決しており、静かに生活できる街になりました！

大和市は南北に長い市で、市内に小田急線・相鉄線・田園都市線が通っています。市内の駅は全部で８駅で、大和市内のほとんどの地域が駅
から徒歩１５分以内という好立地です！買い物や通勤などの移動が便利だから生活が快適です！市内の移動にはコミュニティバスがあり、そ
の充足率は県内一位！大和市内は比較的起伏が少ない街です。その為、自転車での移動が楽で、自転車専用道路も充実しとても便利です！

大和はお祭りや催事が多い街！

大和は鉄道駅の人口カバー率が県内市 第一位！地域の多くが駅から徒歩 15分以内！

大和市ゆるキャラ「ヤマトン」

宿舎借り上げ（家賃無料）限定3名
家賃がないから生活に余裕を持ってプライベートを充実！

江ノ島湘南海岸

マグロが有名な三崎港

横浜駅

久里浜
城下町小田原

横浜中華街

八景島
シーパラダイス

ソレイユの丘

由比ヶ浜
七里ヶ浜

新宿駅
渋谷駅

武蔵小杉駅

東京湾
フェリーで千葉へ

箱根の温泉だって
日帰りで行けちゃう！

※借り上げ宿舎の利用は 2021 年度時点で入社後 9年までとなります。


