
国立大学法人東京医科歯科大学
わくわく保育園
ご 案 内

（2021年度4月入園用）



わくわく保育園は、本学の職員および学生の仕事や学業と子育ての両立支援を目的として設置され、2019年度より文京
区の認可を受け、一部定員を文京区民枠とする事業所内保育施設となりました。その運営はピジョンハーツ株式会社へ委
託しております。
ピジョンハーツ株式会社は、育児用品メーカー「ピジョン株式会社」の100％子会社です。ピジョンという育児に関わ
る企業としての使命と「安心・安全」のブランドの重さを認識し、使命感を持って保育園の運営に取り組んでまいります。
保育士一人ひとりが、大切な命をお預りするという意識を持ち、子どもたちを真摯に見つめ、見守り、勇気づける役割を
担います。保護者とともに支えあい、子どもを育み、また育てられる保育園でありたいと思います。

はじめに

保育内容

『育つ力を育てる』
子どもたちが生まれた時から持っている「育とう」という力（宝
物）を、安全と信頼に満ちた環境の中で、愛情いっぱいに支援して
まいります。子どもが現在をもっともよく生き、望ましい未来を作
り出す力の基礎を培います。

保育目標

LOVE

自分も大好き、友達も大好き、周
りの動植物もたいせつにする

COMMUNICATION

人とのつながりを大切にする子

元気ないあいさつ

聞こう、話そう、かかわろう

CHALLENGE

いろいろなことに挑戦する子ども



所在地 〒113-8510
東京都文京区湯島1-5-45
(湯島地区 ６号館１階)

建物の構造 鉄筋コンクリート造り
耐火構造
床面積２０８㎡

主な設備 保育室 104.5㎡
沐浴室・トイレ 20.7㎡
安静室兼事務室 14.9㎡
調理室 10.2㎡
玄関ホール・
エントランス

39.0㎡

総延べ面積 208㎡

施設概要

保育時間及び休園日
保育時間

基本保育 7 15 18 15

延長保育 18 15 19 15
※延長保育には月極延長保育とスポット延長保育があ
ります。入園決定後の申込が必要です。

休園日
土、日、祝祭日、年末年始（12.29 1.3）

保育定員
4/1
年齢

従業員枠
(教職員、学生）

地域枠
（文京区民） 合計

0歳 10名 2名 12名

1歳 6名 2名 8名

2歳 2名 2名 4名

※0歳児従業員枠の定員のうち3名は10月に募集します。
※1.2歳児従業員枠は応募者数に応じて定員の振替を行います



保育料金等
料金 利用要件

基本保育
居住地の「認可保育園」と同額

※児童のクラス年齢と世帯の住民税額により決定
参考 文京区（2020年）⇒0円 77,500円

居住地の自治体より「保育
の必要性の認定」を受ける
必要があります

月極延長保育 5,000円／月
・1歳児以上 
・月12日以上の利用
・定員2名

スポット延長保育
（補食費）

100円／10分
（200円／1食、18 30より提供）

・6か月以上 
・定員3名

行事 保健 その他
４月 はじめましての会

【毎月ある行事】
・お誕生日会
・避難訓練
・健康診断（0歳児のみ）
・身体測定

５月 健康診断
６月 虫歯予防
７月 七夕会、プール開き
８月 夏祭り
９月 十五夜／防災訓練／ミニ運動会
１０月 ハロウィン
１１月 健康診断、歯科検診
１２月 クリスマス会
１月
２月 節分(豆まき)
３月 ひなまつり会、大きくなったね会

年間行事予定

★保育料金の支払いについて
保育料、食事費用等につい
ては、月末締めで後納とし、
預金口座引き落としとさせ
ていただきます



1日の流れ
お子様や保護者に園生活に慣れていただくために、通常保育を始
める前に、ならし保育期間を設定いたします。
・ならし保育の基本は8日間とします。保護者と相談の上、個人差を考慮し、
期間を決定させていただきます。（0歳児は月齢に応じて設定します）
・ならし保育の期間は、降園目安時間にお子様のお迎えをお願いいたします。
・スケジュールは下記を基本とします。徐々に昼食・お昼寝・おやつを経験し
ていきます。

慣らし保育について

基本（例） 降園の目安 保 育 内 容

１日目  11 00頃 園に慣れる

２､３日目  12 30頃 主活動（散歩）＋昼食

４､５日目  15 00頃 主活動（散歩）＋昼食＋お昼寝

６日目  16 00頃 主活動（散歩）＋昼食＋お昼寝+おやつ

7日目  17 00頃 主活動（散歩）＋昼食＋お昼寝＋おやつ

８日目 通常保育時間 主活動（散歩）＋昼食＋お昼寝＋おやつ

時間 0歳児 １ 2歳児

7 15 順次登園 順次登園

8 00 室内自由あそび 室内自由あそび

9 00 午前寝

9 30 おやつ、朝の集まり

10 00 主活動(散歩、製作活動など) 主活動(散歩、製作活動など)

11 00 離乳食 昼食

12 00 午睡 午睡

15 00 離乳食／午後おやつ 午後おやつ

16 00 フリープレイ フリープレイ

順次降園 順次降園

18 15 延長保育、補食（18 30 ）

食事について
内 容

提供食 昼食・午後おやつは施設内調理室にて、専用スタッフが調理した食事を提供いたします。
※朝おやつは牛乳、おせんべい、ビスケット、チーズなどを提供いたします。

離乳食 離乳食はご家庭と連携をとり、月齢に応じ個別に進めていきます。
ご家庭で開始した食品から保育園では対応させて頂きます。

アレルギー
対応食

除去食が必要な場合は、「除去食依頼書（医師の診断書）」の提出が必要です。また、代替食の提供を基本としますが、症状等
によって対応いたしますのでご相談ください。
なお、入園後アレルギーが出た場合は、早急に医師の判断を受けるようお願いいたします。

献立
基本的な献立は以下のとおりです。
【昼食】 主食・主菜・副菜・汁物
【おやつ】 おにぎり・うどん類・サンドイッチ・蒸しケーキ・クッキーなど
【補食】 クラッカー・果物（※補食の提供は完了食以上）
【その他】 行事食（お誕生会、クリスマス会など） ※献立表を毎月配布いたします



従業員枠（本学教職員、学生のみ） 地域枠（文京区認可保育園）

申込方法 本学に申込み
文京区に申込み
・文京区発行の「保育所等利用のご案内」に基づいてお申
込みください
・希望保育所欄に「東京医科歯科大学わくわく保育園」と
記載してください

申込期間 12月16日 1月15日 11月11日 12月1日

入園選考
保育園運営委員会にて選考
※先着順ではありません。両親が本学教職員等、優先
順位の高い方から入園が決定します

文京区にて選考

結果通知 2月2日（メール） 文京区の結果通知 2月10日（郵送）
保育料 共 通（居住地の認可保育園と同額。児童のクラス年齢と世帯の住民税額より決定）
保育内容 共 通

利用期間 年度末までにで（単年度契約）
※持ち上がりません 2歳になる年の年度末まで(2歳児クラス）

その他
●わくわく保育園を第1希望とすることも可能
です（第1希望による優先等はありません）
●自治体によっては翌年の入園選考に待機ポイ
ントが付かないこともあります

地域枠としてわくわく保育園に入園が決まった場合
は、従業員枠の入園申込みは辞退の扱いとします

問合わせ先
人事労務課福利厚生係 内線（4654）
1号館１階5番窓口
E-mail: hoiku.adm@tmd.ac.jp
Tel: 03-5803-4654

文京区子ども家庭部幼児保育課入園相談係
〒112-8555文京区春日1-16-21
文京シビックセンター12階南側
Tel: 03-5803-1190

 大学職員、学生は従業員枠、地域枠を併用して応募可能
従業員枠、地域枠の申込の流れ


