


保育の特色

いつも決まった大人が食事や着替えなど生活面のお世

話をしながら生活や遊びを通して一人ひとりの子ども

にていねいにかかわり、乳幼児期に適した環境を整え

て、あたたかい人間関係や、年齢に合った基本的な生

活習慣をしっかり身につけていきます。

♬保育方針♬

子どもにとって第二の家庭でありたいと願っています。

生活や遊びを通して一人ひとりの子どもをよく観察し、
乳幼児期に適した環境を整えて、あたたかい人間関係や
秩序ある生活の中で主体性を育む保育を目指します。

～保育目標～

・思いやりのある子

・自分で考えられる子

・自分の気持ちを自分でいえる子

・たくさん遊んでたくさん食べる子

●子ども達の笑顔や笑い声にあふれています。
こんな毎日が絶えないように職員もいつも笑顔で、
楽しさ溢れる保育園を目指しています。
●戸外遊びが大好きな子ども達！毎日のようにお友
達と手をつないで散歩を楽しんでいます。

● 幼児期の子ども達は夏野菜の苗を育てたり、
メダカや金魚、かぶとむしのお世話などを行い、
野菜や花、生き物の命を通して生きることの素晴
らしさ、大切さをかわいい手や目を通して実感し
ています。

● 「だし」を使った和食や郷土食などを取り入れ、
子どもたちが保育園に来ることが楽しみになるよ
うな給食作りや年齢にあった食育活動を実施して
います。子ども達はおいしい給食を喜んでいっぱ
い食べてます。

●毎日体操を行なったり、トランポリンや鉄棒、マ
ット、巧技台、ボールなどを使用したりして室内で
も元気いっぱいに体を動かして遊んでいます！怪我
や病気に負けない丈夫な体づくりを目指しています。

●製作活動も大好きな子ども達！クレヨンや絵の具、
のり、はさみなど様々な素材や用具に触れる機会
を作っています。玄関やお部屋には個性豊かな作
品が沢山飾られています。
制作活動や作品を通して季節や行事に興味関心を
もてたら良いと思っています。



～1日の流れ～

時間
内容
（０歳） （１歳） （２歳） （幼児）

7:00

8:30
9:00

・順次登園
・合同保育

・順次各クラスへ移動

9:15
・体操

・朝おやつ ・水分補給

9:30 ・主活動
（散歩・戸外遊び・室内遊び・製作・リトミックなど）

10:30
・給食
・着替え

11:00 ・給食
・着替え

11:30

・順次午睡

・給食
・着替え

12:00
・着替え
・給食

12:30 ・順次午睡
・順次午睡

13:00 ・順次午睡

15:00 ・おやつ

・自由あそび（室内・戸外遊びなど）

16:00
・合同保育
・順次降園

18:00～19:00 ・延長保育



行事 行事

4
月

★入園式
★保護者懇談会

10
月

★運動会
・ハロウィンパーティー

5
月

11
月

・遠足（４・５歳児）
・消防署合同避難訓練
・保育参観

6
月

・プール（水遊び）開き
・保育参観

12
月

・★クリスマス発表会

7
月

・七夕集会
・個別面談

1
月

・新年の集まり
・不審者訓練

8
月

・夏まつり 2
月

・節分
★保護者懇談会
・個別面談
★卒園遠足（５歳親子）

9
月

★防災訓練（園児引渡し訓練） 3
月

・進級式
★卒園式

そ
の
他

(毎月実施）
・誕生会 ・食育
・身体測定 ・避難訓練

(年間計画に基づき実施)

・防犯訓練

(春・秋)
・乳児（0歳児）健診 ・内科健診
・歯科検診（春のみ）

(実施月未定)

・地域交流 ・運営委員会

～年間行事予定～

※年間行事は変更する可能性があります。詳細はお便りなどでお知らせ致します。
※★印の行事は保護者参加行事となっております（卒園式・入園式は対象園児の保護者様）



料金について

0歳 1歳 2歳

6名 10名 11名

（月～金）7時～20時
（土） 7時～18時

定員：60名

３歳 ４歳 ５歳

11名 11名 11名

実費など料金について ※変更があることがございます

延長保育料

短時間 7:00～8:30、16:30～18:30

18:30～19:00

全年齢

¥ 100/30分 (上限￥2,000)

¥ 650/30分

お昼寝ベッドリース代 全年齢 ￥ 110/月

カラー帽子 １歳児以上 ￥ 1,050

給食副食代（月～金） 3歳児以上 ¥ 3,000/月

スポーツ振興保険費 全年齢 ¥ 210/年

オムツ・お尻ふき定額サービス(メリーズ) 乳児クラス（希望者） ¥ 2,100/月

お道具箱セット（ハサミ等含む）

出席ブック

3歳児以上

3歳児以上

¥ 3,000

¥ 700

体操指導 ２歳児以上 ¥ 1,500/月

合わせて上限￥2,000
¥ 50/30分
¥ 100/30分

¥ 650/30分19:00以降～

18:00～19:00
19:00以降

標準時間

施設図

開所時間



～持ち物（常時置いておく物）～

【乳児】０～2歳児

項目 数 備考

オムツ １０枚 ★うしろ側にマジックで名前を書いてください。
※オムツ定額サービスをご利用の方はご家庭での用意や補充は不要です。

パンツ ２～３枚 分かりやすい部分に記名をし、必要なお子様のみご用意をお願い致
します。

お尻拭き 1つ ★パッケージの表面に記名してください。
少なくなりましたら補充をお願いします。
※オムツ定額サービスをご利用の方はご家庭での用意や補充は不要です。

手提げ付きビニール袋 ３枚程度 ★マジックで大きく記名してください。
汚れたものを入れて持ち帰ります。

ビニール袋 1箱 ★箱の表面に記入してください。
汚れたものを入れて持ち帰ります。

着替えセット
（上下・下着・靴下）

３・４組 ★全てに記名してください。
着替え後は手提げ付きビニール袋に入れてお返し致します。
持ち帰りましたら補充をお願いします。

ウエットティッシュ
（口拭き）

1つ ★パッケージの表面に記名して下さい。
少なくなりましたら補充をお願いします。
乾燥を防ぐため蓋付きの物をお持ちください。

午睡用バスタオル
（敷用・掛用）

各1枚 ★見える場所に大きく記名してください。
★過度な装飾品がついた掛け布団のご使用はお控え下さい。
★乳児は布団、幼児はコット（簡易ベッド）を使用します。敷タオルの四隅
にはゴムをつけてください。
汚れた時や、週末に持ち帰ります。
次の週始めに必ずお持ちください。

避難靴 1足 ★お子様の足に合ったサイズの運動靴をご用意ください。
毎月最終日に持ち帰りますので、サイズの確認とお洗濯をお願い致します。

項目 数 備考

手提げかばん
又は
リュック

1つ ★かばんの内側にマジックで記名してください。
登園時、毎日の持ち物を入れて持ってきてください。
★荷物が入るよう適度に大きさのあるものをご用意ください。

連絡ノート 1冊 ★園で用意致します。
毎日お子様の様子を記録し、お持ちください。
無くなりましたら園で新しい物をご用意いたします。

エプロン 3枚 ★分かりやすいところに記名してください。
ビニール素材が好ましいです。

オムツ 補充 ★うしろ側にマジックで記名してください。
常に補充してください。
※オムツ定額サービスをご利用の方はご家庭での用意や補充は不要です。

パンツ 補充 分かりやすい部分に記名をし、必要なお子様のみご用意をお願い致
します。

着替えセット
（上下・下着・靴下）

補充 ★全てに記名してください。
着替え後は手提げ付きビニール袋に入れてお返し致します。
持ち帰りましたら補充をお願いします。

～持ち物（毎日持ってくる物）～



～持ち物（常時置いておく物）～

【幼児】３～５歳児

項目 数 備考

オムツ 5枚程度

★うしろ側にマジックで名前を書いてください。
必要なお子様のみご用意をお願い致します。

お尻拭き １つ

★パッケージの表面に記名してください。
少なくなりましたら補充をお願いします。
必要なお子様のみご用意をお願い致します

パンツ ２～3枚
分かりやすい部分に記名をして下さい。

手提げ付きビニール袋
３枚程度 ★マジックで大きく記名してください。

汚れたものを入れて持ち帰ります。

ビニール袋 1箱 ★箱の表面に記入してください。
汚れたものを入れて持ち帰ります。

着替えセット
（上下・下着・靴下）

３・４組

★全てに記名してください。
着替え後は手提げ付きビニール袋に入れてお返し致します。
持ち帰りましたら補充をお願いします。

午睡用バスタオル
（敷用・掛用） 各1枚

★見える場所に大きく記名してください。
★過度な装飾品がついた掛け布団のご使用はお控え下さい。
★乳児は布団、幼児はコット（簡易ベッド）を使用します。敷タオルの四隅
にはゴムをつけてください。
汚れた時や、週末に持ち帰ります。
次の週始めに必ずお持ちください。

避難靴（上履き） 1足

★就学に向けて上履きに慣れていけるよう幼児クラスでは避難靴として上履
きを使用します。
お子様の足に合ったサイズの上履きをご用意ください。
毎月最終日に持ち帰りますので、サイズの確認とお洗濯をお願い致します。

項目 数 備考

リュック 1つ

★リュックの内側にマジックで記名してください。
登園時、毎日の持ち物を入れてお持ちください。
★荷物が入るよう適度に大きさのあるものをご用意ください。

連絡ノート
1冊 幼児クラスは原則として連絡ノートの使用は致しません。

★担任と相談したうえで必要に応じて各ご家庭でご用意をお願い致します。

オムツ
補充 ★うしろ側にマジックで記名してください。

常に補充してください。
必要なお子様のみご用意をお願い致します。

パンツ 補充 分かりやすい部分に記名をし、必要なお子様のみご用意をお願い致
します。

着替えセット
（上下・下着・靴下） 補充

★全てに記名してください。
着替え後は手提げ付きビニール袋に入れてお返し致します。
持ち帰りましたら補充をお願いします。

～持ち物（毎日持ってくる物）～

水筒 １つ

お子様が手に持ちやすい大きさの物をご用意ください。

中身は、お茶もしくは水にして下さい（スポーツ飲料やジュースは
不可）
衛生面を考慮して水筒の使用は午前中のみとさせて頂いております。

マスク ２～3枚 汚れや紛失してしまった時の予備として数枚ご用意をお願い致します。

不織布、手作りマスクなど指定はありませんのでご家庭で使用している物を
お持ちください。
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