
ポピンズナーサリースクール東大本郷さくら 説明会のご案内
東京大学本郷キャンパス内 事業所内保育所

Briefing of Poppins Nursery School Todai Hongo Sakura

プロの保育スタッフが愛情と安全に満ちた環境の中、大切なお子様の成長に寄り添います

Childcare Professional will cuddle up your precious children’s growth in secure environment. 

◎名 称 ポピンズナーサリースクール東大本郷さくら
Name                 Poppins Nursery School Todai Hongo Sakura

◎開園日 2018年4月2日
Date of establishment April 2nd ,2018

◎所 在 地 文京区本郷7-3-1 東京大学本郷キャンパス
Address 医学部総合中央館（医学部図書館）B1F

B1F Faculty of Medical Central Building,7-3-1,Hongo,
Bunkyo-ku Tokyo University

◎開所時間 月～金 7：30～18：30（延長保育あり 21:00まで）
Nursery operating days Monday to Friday 7:30 to 18:30 (Extend until 21:00)

◎保育形態 月極保育、一時保育（10月開始予定）
Childcare program    Reguler,Temporary

◎対象年齢 0歳児～2歳児
Suitable age        Over 8th weeks up to 2 years old 

◎申込対象者 東京大学教職員、学生等（学部学生、大学院生、研究生、
Admission criteria 日本学術振興会特別研究員を含む）、客員研究員、

共同研究員等 ※フルタイム、パートタイム等は問いません
The University of Tokyo employees and students  
(undergraduate student,graduate student,international student,
research student,etc.),visiting and cooperative resesrcher,etc. 

※Full-time job or part-time job doesn’t matters.
◎屋外遊戯場 代替遊技場（切通公園）、本郷キャンパス内
Outside Play ground Kiritoshi Park, The Hongo campus

◎定 員 45名（0歳 21名、1歳 15名、2歳 9名）
Capacity          Total:45 Children

(over 8months:21, 1year old:15, 2years old:9 )

◎延床面積 約358.58㎡
Total Floor Area   About 358.58㎡

◎有料オプション おむつサービス、タオルサービス、写真販売
Optional service  Diapers service ,Towels service ,Photo sale

説明会日程：Briefing Date
10月 4日（木）10:00（受付開始）〜12:00（施設見学を含む）
４th October Thursday 10am(Reception start)〜12pｍ（Nursery tour included）
10月16日（火）13:30（受付開始）〜15:30（施設見学を含む）
17th October Thursday 10am(Reception start)〜12pｍ（Nursery tour included）
場所：Place
医学部総合中央館(医学部図書館）3階 3F Faculty of Medical Central Building



◎一日の流れ(例) Day schedule（Sample）

5月 6月 7月 8月 9月

こどもの日
母の日

父の日
七夕
夏祭り

水あそび 敬老の日

10月 11月 12月 2月 3月

ハロウィン

運動会
勤労感謝の日 クリスマス会 節分

ひなまつり
成長を祝う会

◎年間行事予定（例）
Nursery calendar (example)

株式会社ポピンズ
ポピンズナーサリースクール東大本郷さくら
TEL：03-6240-0081

時間 0歳児 1･2歳児

7:30
順次登園

（タッチパネル打刻・視診
健康観察・薬確認）

自由あそび

順次登園
（タッチパネル打刻・視診

健康観察・薬確認）
自由あそび8:00

9:00 おやつ（幼児食移行後）
おやつ

ごあいさつ・朝の集まり

10:00
エデュケアプログラム

離乳食・授乳

エデュケアプログラム

11:00
排泄・手洗い

昼食

12:00

睡眠
授乳

睡眠13:00

14:00

15:00 手ふき
おやつ（幼児食移行後）

排泄・手洗い
おやつ・うがい

16:00 エデュケアプログラム

17:00 順次降園
（タッチパネル打刻・掲示ご

確認）

順次降園
（タッチパネル打刻・掲示ご

確認）18:00

18:30
離乳食・授乳

ゆっくりと過ごす
順次降園

夕食・補食
ゆっくりと過ごす

順次降園

◎保育方針-Nursery policy-
「寛容な人間」-An individual with kindness
「聡明で愛情深い人間」-An individual with wisdom and love for others
「探究心の旺盛な人間」-An individual with spirit of independence
「グローバル社会で活躍できる人間」 -An individual with ability to succeed in international settings 

◎園の特色-Nursery characteristics-
ポピンズでは創業以来の乳幼児保育の経験に加えて、最先端発達心理学や

脳科学に基づいたお子様一人ひとりの発達に合わせたエデュケアを行います。
We “Educare” each child based on brain science and front-line of 
developmental Psychology since company has Established.

※エデュケアとは、エデュケーション(教育)とケア(保育)を組み合わせた概念
Educare is a concept based on combined of Education and Care.

※エデュケアの理論は「ポピンズアプローチ」として当社すべての施設で展開されています
To implement Educare, we use our own unique “Poppins approach” methodology   
to support each child’s growth.
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