
☆『ごめんなさい』・『おねがいします』・『ありがとう』
　 の言葉や気持ちを素直に表現する子

☆元気よくあいさつができる子 ☆やさしさ、思いやりのある子

☆自ら考えて動ける子 ☆楽しくあそび、学べる子

☆文字教育 フラッシュカードを使って、漢字・数字・文字の読み取り

☆リズム太鼓（3・4歳）リズムに合わせて体を動かす。運動会・おゆうぎ会での和太鼓演舞

☆リトミック（1・2歳）リトミック講師と一緒にピアノの音楽合わせて色々な動きを楽しむ

☆ヒップホップ ストレッチからリズミカルな動きまで、様々な動きに挑戦する

☆英会話 外国人講師による英会話

☆スイミング 毎週木曜日・美里スイミング（希望者のみ￥３，５００／月）

※土曜日は朝延長、給食提供はありません。

日曜日・祝日・夏休み（２日間）・旧盆（２日間）・台風時・第５土曜日
年末年始（１２/２９～１/３）・年度末（３/３０～３/３１）
第４土曜日（年３回職員研修のため午前保育）※詳細は年間計画参照

☆健康状態に変わったことがありましたら、保育士に知らせてください。

☆お金・おもちゃ・食べものなどは持たせないでください。

☆ＡＭ９：３０までには登園させてください。

☆登園が遅くなる場合や、欠席する場合は、必ず連絡をしてください。
　（食事の準備等に支障をきたしますので、宜しくお願いします）

☆お迎えの時間は守ってください。
　※通常保育時間を過ぎると超過料金が発生します（４５０円）

☆お迎えをする方が、家族以外の場合は予め園まで連絡をお願いします。

☆保育納め(12月28日）は１８：００降園となります。

③登園ついて

※通常保育時間

お弁当持参

１日　　２２０円
月契約　2,200円

④降園について

保育理念

土 曜 日 ８：００～１8：００

保育目標

保育内容

①保育時間 月曜日～金曜日 ８：００～１９：００

朝延長保育時間
（月曜日～金曜日）

７：３０～　８：００

☆未来ある子どもたちの豊かな心を育てる☆

②休園日



☆登園停止の場合は、完治してから登園させてください。
（登園許可証の提出をお願いします。）
☆登園後に発熱やケガなどがあった場合、保育士の出来る処置をし、必要
　に応じて家族の方にお迎えをお願いします。
　※３８℃以上の熱・激しいおう吐・下痢・その他容体が思わしくないと
　　判断した場合

※インフルエンザ以外は、登園許可証が必要です。
（インフエンザは、完全解熱後７２時間は登園できません）
※とびひ・手足口病については、医師の診断後にお子様の症状を確認して登園の判断をいたします。
　（登園できる場合と、家庭保育をお願いする場合があります。）
※予防接種後の登園についてはご相談下さい。

☆本来、園で薬を飲ませることは法律違反となります。
　診察の際、医療機関で保育園に通っていることを伝え、薬の処方は出来る限り1日2回の処方で
　お願いしてください。やむを得ず薬を持参される場合、日本保育園保健協議会の指針(下記参照)
　に沿って対応させていただきます。

1. 市販の薬など、医療機関からの処方薬以外はお預かり出来ません。
※解熱剤に関しては特別な事情がない限りお預かり出来ません。

2. 薬を預ける際は、薬とともに必要事項を記入した「投薬カード」をご提出ください。また初回
　 のみ薬局からいただく「薬剤情報提供書」も合わせてご提出ください(コピーしてお返しします)

3. 薬は１回分ずつ持参してください。また、投薬カードは毎回記入してください。

4. 水薬は記名した小さな容器に１回分ずつ移してください。

5. 薬は通園かばんに入れたり、連絡帳に挟んだりすることなく、直接保育者へ手渡してください。

6. 吸入などの医療行為は園では実施できないことになっております。

麻疹（はしか） 発熱・口内に発疹、全身に赤い発疹 解熱した後、３日を経過するまで

⑤病気について

☆登園してはいけない病気

病　　名 症　　状 登園停止の期間

水ぼうそう 発熱・全身に水分を含んだ赤い発疹 すべての発疹がかさぶたになるまで

風疹（３日はしか） 発熱・全身に小さな赤い発疹 発疹がきえるまで

おたふくかぜ 発熱・耳たぶの下が腫れる・食事時の痛み
耳下腺・顎下線または舌下線の腫れが

現れた後５日経過・全身状態がよくなるまで

百日ぜき 発熱・夜間のはげしい咳・ねばっこい痰
特有のせきがきえるまで。または５日間の

適正な抗菌性物質製剤による治療完了まで

インフルエンザ 発熱・咳・頭痛・筋肉痛・鼻の乾燥

⑥与薬について

発症した後５日を経過し、かつ
解熱した後７２時間経過するまで

咽頭結膜熱（プール熱）
４０℃前後の高熱・結膜充血・
目やに・喉の腫れや痛み

主要症状が消えてから２日を経過
するまで



●夏 敷布団・タオルケット ●夏 敷布団・タオルケット
●冬 敷布団・毛布 ●冬 敷布団・毛布
●タオル お手拭き用 ３枚 ●タオル お手拭き用 ３枚

体拭き用 ２枚 体拭き用 １枚
●着替え パンパース ３～５枚 ●着替え パンツ ２～３枚

パンツ ２～３枚 洋服・ズボン 2組
洋服・ズボン３組 ※パンツの中に洋服・ズボンを
※パンパースの中に洋服・ズボン 　をセットして下さい
　をセットして下さい 肌着 必要に応じて
肌着 必要に応じて ビニール袋 （汚れ物入れ）
ビニール袋 （汚れ物入れ） 水筒
水筒

※身体測定・お誕生会・避難訓練は毎月実施します。※お弁当の日は毎月第３火曜日になります。

※日程が変更になる場合もありますので、その際は前もってお知らせいたします。

⑦各自で用意するもの

１・２歳児 ３・４歳児

５月 親子レク １１月 後期尿・蟯虫検査

時間 幼児の活動

8:00

9:30

10:00 クラス別設定保育

排泄・手洗い・昼食準備・昼食

片付け・歯磨き・着替え・排泄

お昼寝時間

６月 歯科検診・前期尿・蟯虫検査 １２月 クリスマス会・保育参観

ハロウィン・美ら里祭り１０月入園式・進級式４月

３月運動会９月 ひな祭り・お別れ遠足・卒園式
修了式

７月 前期内科検診・七夕集会
お泊り保育（さくら組） １月 おゆうぎ会・ムーチーづくり

後期内科検診

８月 自治会祭り ２月 節分（豆まき）

時間 幼児の活動

11:00

12:00

12:30

⑧デイリープログラム

➈年間行事予定

17:00～19：00

起床・排泄・手洗い
おやつ準備

おやつ時間

片付け・お手拭き
帰りの準備

帰りの集い
明日のおはなし

順次降園
園庭あそび’（2～４歳

児）
全体合同
自由あそび

14:45

15:00

15:30

16:00

16:10

順次登園
あいさつ・自由あそび

片付け
朝の集い・うた



◆保育料は前払い制となります。（前月２７日に指定口座より引落します）
※入園申し込みの際に引落し手続きをしていただきます。
※初回保育料・入園料については、前月２７日までに納めていただきます。
◆本人の都合による退園・病気による欠席・その他の費用の払い戻しは
　出来かねますので、ご了承ください。

※家族割り・兄弟割り併用不可

※運動会(2,000円)・おゆうぎ会(2,000円)・Ｘｍａｓ会(1,000円)の行事費徴収があります。

※クラス教材費は異なりますので、入園後担任へ確認してください。

れんらくノート 帽子
出席シール 体育着
出席ブック 園Ｔシャツ

　
れんらくノート 帽子 クレヨン ねんど
出席シール 体育着 じゆうが帳 ねんどケース
出席ブック 園Ｔシャツ おどうぐ箱 ねんど板

連絡ノート 帽子 クレヨン ねんど
出席シール 体育着 じゆうが帳 ねんどケース
出席ブック 園Ｔシャツ のり ねんど板
色えんぴつ おどうぐ箱 ハサミ ねんどベラ

☆諸感染予防のため、毎日水筒を持たせてください。（中身は、水かお茶でお願いします。）

☆登園時は、怪我防止の為必ず靴をはいて登園してください。やむを得ない場合は申し出てください。

☆すべての持ち物（おさがりも）にしっかりと記名してください。

☆早寝・早起きの習慣をつけ、朝食はしっかり摂りましょう。

☆毎月の園だよりにはしっかり目を通していただき、お弁当など忘れ物のないようにお願いします。

☆れんらくノートには必ず目を通し、サインをしてください。保護者の方からもお子様について
　気がついたことや、家での様子を記入してくれると嬉しいです。

☆全園児保護者の皆様へ☆

ひまわり組
さくら組

⑩保育料について

保　育　料　金 ク　ラ　ス 生年月日 保育料

入園料
１名

６,０００円

　家族割引
（月～金）

１名
３,０００円 ちゅーりっ

ぷ
（２歳児）

Ｈ27．4．2～ 31000円

朝延長（月極）

たんぽぽ組
合計金額

給食費 保育料合計

（満１歳）
たんぽぽ
（１歳児）

Ｈ29．4．2～ 35,000円 6,000円 41,000円

38,000円Ｈ28．4．2～ 32,000円 6,000円

6,000円 37,000円
兄弟割引
（月～土）

合計
３,０００円

ひまわり
（３歳児）

Ｈ26．4．2.～ 30000円 6000円 36,000円

朝延長（一時） ２２０円

さくら
（４歳児）

Ｈ25．4．2.～ 29,000円 6000円 35,000円

ちゅーりっぷ組
合計金額

⑪各クラス・個人教材

２,２００円

※入園時に、健康診断をお願いしております。（用紙は園で用意しています。病院所定の様式可）
　集団検診を受診して３ヵ月以内の場合は、母子手帳のコピーを提出して下さい。




