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保育理念

　子どもたちの保育園での生活は、子どもたちの最善の利益を最優先し、愛護し、

子どもの福祉を積極的に進める。その中で、家庭や地域との連携を深めながら

子どもの養護と教育を一対的に行い、心身ともに健やかな育成を図るよう努める。

職員は、豊かな人間性を高め、社会性と良識に磨きをかけ質の向上を図る。

保育目標

１．心身ともに健康で明るく元気な子ども

　・歩く、走る、遊ぶなど戸外での活動を楽しむ

　・食事、排泄、睡眠、着脱、清潔などの正しい習慣を繰り返し、自立の芽生えを

    養う。

　・身の回りの簡単なことは自分で処理する力を育てる。

２．友だちや人を大切にし、思いやりのある子ども

    ・友だちを思いやる心を養う

　・お互い協調し合い助け合う心を養う

　・心豊かで優しさとたくましさを培う

３．よく見て、よく聞いて、よく考える子ども

　・生活の中で言葉への興味や関心を育て豊かな情操、思考力、表現力の基礎を養う

　・自然に多く触れ、豊かな体験を通して自分なりに物を見たり感じたり考えたり

　　して、豊かな感情と創造性の芽生えを培う

保育方針

１．自発的な遊びを通して、心身の健康と自立を育む

２．愛されている、受け入れられている心地よさを感じながら生活する力、遊ぶ力、

　　楽しむ力を育む

３．家庭や地域社会からの保育や園全般に関する要望意見相談は暖かく受け止め

　　わかりやすく対応する
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０歳児 ２歳児 ４歳児

１歳児 ３歳児 ５歳児

生命の保持 生命の保持

情緒の安定 情緒の安定

健康

人間関
係

環境

言語

表現

食
育

食を営む
力の基礎

個々の生活リズムを整え、
基本的な生活習慣を養う     　 　　 かすみ台第三保育園

　　　　　　　　　　　全体的な計画

衛生的・安全な環境で心身
ともに快適な生活を送る

安心できる保育者との関係
の下で自分でしようとする
気持ちが芽生える

予想や意図、期待を持って
行動できるようにする。

社会生活に必要な基本的な力を身
に付けてい中で自分の気持ちを抑え
られたり、我慢できるようになってく
る。

生活や遊びの中で、一つの目標に
向かい力を合わせて活動し達成感
や充実感をみんなで味わう

保育の内容

０歳児

○食べることに意欲を持つ

教
育

３
つ
の
視
点

子どもの
保育目標

○人への基本的信頼感が
芽生える
○一人一人の生活リズムが
整うよう配慮する

○生活リズムに応じた活動
内容の調和を図り休息が取
れるようにする

養
護

○表現する喜びや感動の
共有

○食べることにより全ての
命の大切さを知る

○様々な表現方法を体験
し友だちと一緒に楽しむ

○生活や遊びの中で順番
を待つなどの決まりがあるこ
とを知る

○生活や遊びの中で簡単
な言葉でのやり取りを楽し
む

○保育士等や友だちと遊
ぶ中で自分なりのイメージ
を膨らませ楽しんで遊ぶ

○生活や遊びの中で簡単
な標識や文字・数字などに
関心を持つ

○人の話を聞いたり身近な
文字に触れたりして言葉へ
の興味を広げる

○自分のイメージを動きや
言葉などで表現したり演じ
て遊ぶ楽しさを味わう

○食の素材に興味、関心
をもちながら、健康な心と
身体を育てる。

○色々な味に慣れる。

○身近な動植物に親しみ
を持つ

○友だちの話を聞いたり保
育士等に質問したり、興味
を持った言葉によるイメー
ジを楽しむ

○保育士等や友だちとの
会話を楽しみ相手に伝わる
ように話す工夫をする

○食べることの楽しさを知る

○自然と触れ合う中で好奇
心や探究心が生まれてくる

５歳児

○自ら体調の変化に気づく
○運動量が増し活発に活
動できるように配慮する

○いろいろな経験を通し、
自信や保育士への信頼を
得られるようにする

○自分の身体に関心を持
ち、異常を感じたら保育士
等に知らせる

○友だちと共同で使い、楽
しく遊ぶ経験をしたり、大切
に扱うことを知る

○身近な物や遊具に興味
を持って関わり、考え、試し
たり、工夫して遊ぶ

○健康に関心を持ち、生活
に必要な習慣を身につけら
れるようにする

４歳児

○室内外の危険な物や場
所・危険な行動を知り,気を
つけて活動をする

○遊びや行事を通して友
だちと協力することの大切
さを知る

３歳児

○活動に応じて気持ちを切
り替え、けじめのある生活
ができるようにする

○活動と休息のバランスを
とり、意欲的に活動できるよ
うにする

○友だちと遊ぶ中で簡単
なルールを知り守ろうとする

○清潔になる事の心地良さ
を感じる

○特定の保育士等との関
わりにより
信頼関係が生じる

○安心できる保育士及び
物的環境の下感覚の働き
を豊かにする

○語りかけられることより声
を出したり応えようとする

○自然に触れ全身で感触
を楽しみ感性を育む

○発達過程などを的確に
把握し応答
　的なふれあいや言葉掛け
を行う

○基本的生活習慣を身に
つけ自分で行えるようにす
る

○生活や遊びの中で自我
が育つような関わりをもつ
○季節に応じた体調管理
をする

○子どもの気持ちを受容し
共感しながら継続的な信頼
関係を築いていく

○生活の中で援助してもら
いながら自分でできた事に
喜びを感じる

○意欲的に食べるようにな
る

２歳児

○話しかけや言葉のやり取
りの中で表情や言葉で気
持ちを表そうとする

○保育士等と一緒に歌っ
たり手遊びやリズムに合わ
せて体を動かして遊ぶ

１歳児

○安心できる保育士との関
係の下で、食事、排泄など
の活動を通して、自分でし
ようとする気持ちが芽生え
る
○スキンシップにより、保育
士との関わりの心地よさや
安心感を得るように接する

○身の回りの簡単な事を自
分でしようとする気持ちが
芽生える

○保育士等や友だちに関
心を持ち真似をしたりして
自ら関わろうとする

○好きな玩具や遊具に興
味を持って様々な遊びを楽
しむ
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かすみ台第三保育園の特色

　　＊　家庭的な雰囲気の中での保育・・・少人数のクラス編成です

　　＊　自然があふれる周囲の環境を生かした遊びも取り入れています

　　＊　健康づくりの一環として、３歳以上のクラスは下駄を履いて遊んでいます

　　＊　地域との交流を通して、社会への関心を深めます

　　＊　四季折々の行事を通して感性を磨き、情緒あふれる心を育てます

　　＊　体育指導や音感保育・美術指導にも力を入れています

保育園のご案内

　　　◆名称　　　　　　　社会福祉法人かすみ台福祉会　　

　　　　　　　　　　　　　かすみ台第三保育園

　　　◆施設者　　　　　　社会福祉法人かすみ台福祉会

　　　◆理事長　　　　　　塩野　且己

　　　◆園長　　　　　　　森本　淑子

　　　◆開所時間　　　　　午前７時～午後６時

　　　◆延長保育　　　　　午後６時～午後７時まで（有料）

　　　◆定員　　　　　　　７０名

　　　◆年齢別定員

　　　　　　　　　　　０歳児　　１歳児　　２歳児　　３歳児　　４・５歳児

　　　　　　　　　　　６名　　　１２名　　１３名　　１３名　　　２６名

　　　◆職員構成

　　　　　　園長　主任　副主任　保育士　看護師　給食　事務・用務　　嘱託医　

　　　　　　パート　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当園はと組の女の子の足型です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　足のトラブルなく、土ふまずがあります。

　　当園は、3歳児クラスから下駄をはいて園庭で遊んだりお散歩し、お子様の成長をサポート

　　します。

　　★健康で強い足を作ることで正しい姿勢になり体の歪みが減少します

　　★運動能力が身に付き、疲れにくいうえ、情緒が安定します

　　15年前から当園の体育指導をしている先生に体育指導中のお子様たちの様子を伺うと、

　　「転ぶことが少ない」「バランスが良い」とのことでした。

　　★土踏まずの形成を促し、浮き指を改善します

　　　　　　　　　　　　　　指が床にしっかり密着します

　　　踏ん張るちからが身に付き、身に付くと力強く歩ける、しっかりと走れるようになります

　　★母指球を鍛えます

　　　足の親指の下部分にある、円く膨らんだところが母指球

　　　この母指球はただ普通に歩いたり走ったりするトレーニング

　　　では鍛えることができません

　　　します

　　　五本の指を開放し、しっかりと大地を踏みしめ、鼻緒を親指と人差し指で「ぎゅっ」と

　　　はさむ（つかむので指の力がつよくなる）ことで大脳への刺激にもつながると言われて

　　　います

下　駄　保　育

～遊びを通して、ふみしめます！～
　　下駄は
　　★足腰を強くし踏ん張りがきき、走力も向上します

　　★足裏の末しょう神経を刺激し、五感（視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚）の働きを活発に
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保護者のみなさんへ

意見、要望、育児相談について

　✿保育園のことで気づいたこと、保育のことについてのお悩みや、ご意見、ご要望は主任が

　　　窓口となりますので気軽に相談してください。

      また、1階玄関入口のところにご意見箱もあります。

第三者委員について

　✿利用者（園児と保護者）と保育園の間に立ち、利用者の意見、要望、トラブル等を円滑に解決

　　　するため、第三者委員の氏名、連絡先は職員室横の壁に貼ってあります。

個人情報について

　✿個人情報については別紙を参照してください。

　　※保育園からの連絡等はメール配信されますので、登録をしてください。

　✿原則として保護者の方の送迎をお願いします。兄弟のお迎えは中学生以上とします。

　　毎朝記入していただく｢お迎え表」に記載された方以外の方がお迎えに来る場合は、

　　必ず連絡をして下さい。

　　

　✿不審者対応の為、門が電子錠になっています。セキュリティーの面からもカードを紛失しない

　　ようにしてください。　カードのない方はインターフォンを鳴らして下さい。

　　※カードは年度末に一度、回収します。

　✿門は開けたままにしておくと壊れてしまうので、必ず閉めて下さい。

　　また、インターフォンを押しての解錠はお待たせしてしまうことがあるので

　　カードをお持ちの方はカードでの解錠をお願いいたします。

　✿お子さんが開錠ボタンに触れないよう、目を離さないでください。

　✿欠席の場合は、前日または当日の朝7時～9時までに必ず連絡してください。

　　前もってわかっている場合はお迎え表に記入していただいても大丈夫です。

　　※遅れる場合も9時までに連絡してください。

送迎について

園を欠席する場合

電子錠について
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　✿坂下の駐車場をご利用ください。

　　通行の方や他の車両の妨げにならないように短時間でも道路には駐車しないでください。

　　また短時間でも必ず鍵をかけ、バックなどの貴重品は置かないで下さい。

　　駐車場は数が限られており、送迎時には、車の出入りが多く混み合いますので

　　速やかにお帰りください。

　　危険防止のため、門は必ず閉めてください。

　✿お子さんは必ずチャイルドシートに乗せてください。

　✿門の前の空きスペースは駐車場ではありません。必ず駐車場に停めてください。

送迎時の駐車場について

道
路

園
舎

砂
利

⑦

⑧

お墓

通路（愛宕グランドへの山道）⇒

①

②

③

④

⑤

⑥

ここには

停めないで

ください！

―　6　―



　✿午後6時から午後7時までの1時間

　✿延長保育料金　（利用時間負担延長保育…その都度支払い）

　　　　10分単位　100円

　✿月契約延長保育料　（月初めにまとめて支払い）

　　　　(1)6時～6時30分まで　　　ひよこ・ ひばり・めじろ組　　　　　　　　 3,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   つばめ・うぐいす・はと組　　　　　　　　  2,500円

　✿申し込み方法

　　　ご利用される方は別紙の延長保育申請書と朝夕の保育申込書の2枚に記入し、主任保育士

　　　まで提出してください。

　　　なお、月契約を希望される方は前月の月末までに別紙の月契約申し込み用紙に記入し

　　　主任保育士まで提出してください。申し込み用紙は職員室にあります。

  ✿延長料金等の支払い方法

　　　お迎えが午後6時を過ぎましたら延長保育となりますので、延長料金を当日降園時、　　

　　　当番職員に現金でお支払いください。おつりのないようお願いします。

　　　時間の確認についてはみんなの部屋に電波時計を設置しておきますので、保護者が「延長

　　　保育利用者名簿」に園児名、時間、料金等を記入してください。

　　　月契約の場合は、毎月1日から5日の間に主任保育士にお支払いください。

　　　※月契約の申し込みは必ず前月の月末までに済ませてください。

　　　午後6時31分を過ぎましたら、簡単なおやつがでます。

  ✿短時間保育について

　　　市から連絡がありましたら短時間保育となります。時間は8時半～4時半まで。

　　　決められた時間よりも、遅くなりますと延長料金が発生します。

　　  夕方、4時31分を過ぎましたら10分、100円となります。

　　　3歳～5歳児クラスは毎月4500円です。

　　　口座振替にて徴収させていただきますので口座振替依頼書および同意書を

　　　提出していただきます。

延長保育について

　　　　(2)6時～7時まで　　　　　　ひよこ・ひばり・めじろ組　　　　　　　　　4,000円

       　　　　　　　　　　　　　　　　　つばめ・うぐいす・はと組　　　　　　　　  3,000円

給食費（副食費）について
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　　　　　　プライバシーを守るために

✿保護者の電話番号は公表しておりません

【携帯電話の利用】

　病気や緊急的なことで連絡する際に、当園から連絡いたしますので、「○秘緊連絡カード」には

  携帯電話も記入して下さい。

【携帯メール…メール配信は便利です】

　当園では行事予定や行事日程の変更、不審者情報などをメール配信しています。

　携帯アドレスをメール登録していただくと便利です。　

　

【メール配信について】

　年度始めにメール登録をお願いします。登録手順は、玄関のホワイトボードに貼ってあります。

　職員室にも登録手順の用紙がありますので、声をかけてください。

　メールアドレスを変更した場合には、変更手続きをしてください。

　年度末には、全員のメールアドレスが消去されます。

✿保護者以外には応えられません 　

　ご家族以外の方でお子さんが保育を受けているか否か、保護者の職場や御家庭についての　

　お問い合わせには、応じないようになっておりますので、ご親戚の方、親しい方には伝えて

　おいてください。

　✿個人の情報の管理について

　　個人情報の管理(お子さんの情報）については、書面で同意の有無をお伺いします。

　　その同意書に基づい て、　情報の管理を進めていきます。

　　後日、別紙によりお伺いいたしますので、ご提出をお願いします。
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      かすみ台第三保育園

      園長　　森本　淑子

　　　当園は、個人情報を適切に保護することを社会的な責務と考え、

　　本方針を定め、その確実な履行に努めます。

1 個人情報は、事業に必要な範囲に限定して収集・利用・提供します。

　　　　※ 個人情報の収集にあたり、園児・保護者に対して利用目的を明らかにし、

収集した個人情報の使用範囲を限定し、適切に取り扱います。

　　　　　※ 法令に定める場合を除き、事前に本人の同意を得ることなく第三者に提供しません。

2 個人情報の漏洩・不正アクセス・改ざん等のリスクに対して、合理的な安全対策を

講じます。

3 個人情報の取り扱いは、適宜、適切に見直し、必要な改善を行い、適切な管理の

維持に努めます。

4 個人情報に関する法令その他の規範を遵守します。

5 情報の開示については、必要に応じて出来ます。

6 個人情報の取り扱いについてのご相談窓口

※ 当園へのお問い合わせ等がありましたら、下記までご連絡ください。

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　かすみ台第三保育園　個人情報相談窓口　℡０４２８―３１－１２９３

　　　　　　　個人情報に関する方針
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苦情解決システムのご案内

（１）苦情システムの目的

　　　①苦情等への適切な対応により、利用者の理解と満足度を高めることを目的とします。

　　　②利用者個人の権利を擁護すると共に、利用者の理解と満足度を高めることを目的とします。

（２）解決の体制

　　　保育園に対する要望や苦情を解決するため、下記の担当者を置きます。

　　　守秘義務によって秘密は守られますので、安心してご相談ください。

　　　　　　　　　　苦　情　解　決　委　員

　　受付窓口担当者 　　　　主　　　　任 釜堀　純子　　３１－１２９３　　　

　　苦情解決責任者 　　　　園　　　　長 森本　淑子　　３１－１２９３

　第　三　者　委　員 　　　　 水村　孝好　　３１－０７１９　

　第　三　者　委　員 　　　 関根　富夫　　３１－４２１６

（３） 苦情解決の方法

　　①苦情の受付

　　　　　苦情は、面接、電話、書面などにより苦情受け付け担当者が随時受け付けます。

　　　　　なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。

　　②苦情受付の報告・確認

　　　　　苦情受付担当者が受け付けた苦情を、苦情解決責任者と第三者委員(苦情申し出人の

　　　　希望による）に報告いたします。第三者委員は内容を確認し苦情申し出人に対して、報告

　　　　を受けた旨を通知します。

　　③苦情解決のための話し合い

　　　　　苦情解決責任者は、苦情申し出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、

　　　　苦情申し出人は、第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。

　　　　　なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。

　　　　　　ア．第三者委員による苦情の確認

　　　　　　イ．第三者委員による解決案の調整、助言

　　　　　　ウ．話し合いの結果や改善事項の確認

（４）他機関での受け付け

　　　　本保育園で解決できない苦情は、市所管課や苦情受付窓口に申し出ることができます。　

　　　また、東京都社会福祉協議会に設置された福祉サービス運営適正委員会（(０３－５２３８

　　　　―７０２０）も相談に応じています。

（５）解決の公表

　　①個人情報に関するものを除いて、ご要望や苦情の解決について、解決責任者が責任を持っ　

　　　　て文章その他の方法を用いて公表し、保育園の改善に努めます。

　　②ご希望により本人のみにお知らせする場合もあります。

担　　当
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　　　　　　　　　　ミニ図書館の使用について

　　いつもミニ図書館の本を利用していただき、ありがとうございます。

良い本が沢山あります。是非、お家でゆっくりお子さんとスキンシップも兼ねながら一緒にご覧に

なって下さい。

　約束…本を読む時は丁寧に。みんなの本です。

基本的な本の扱い方を　(足で踏まない、折り曲げない、ページの正しいめくり方など）

保護者の方が教えてください。

　　　<次の事をお守りください>

　　　　　　　　　　☀本や紙芝居の貸し出しは一人一冊です。

　　　　　　　　　　☀貸し出し期間は一週間までです。

　　　　　　　　　　☀貸し出しは、保護者の方が貸し出しノートに記入してください。

　　　　　　　　　　☀返却は返却BOXへ(ノートに返却日は記入しないでください。）

　　　　　　　　　　☀返却BOXの本は取り出さないでください。

　　　　　　　　　　☀本棚に直接入れてしまったものは返したことになりません。

　　　　　　　　　　　　　　　　☀マナーを子どもに守らせましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　*大切に扱いましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　*紙芝居は順番にそろえて戻しましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　*背表紙が見えるように戻しましょう。
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4月 入園式・進級式 10月 運動会

花まつり　（はと組） 歩き遠足　

鎮守様参拝　（蔵主神社） 秋の健康診断

春の健康診断

バス遠足

5月 歩き遠足　（塩船観音寺） 11月 七五三参拝　（蔵主神社）

保育参観週間(3,4,5歳児) 芋煮会

6月 引き取り訓練 12月 お遊戯会

歯科健診 観劇会

歯科指導　（はと・うぐいす組） クリスマス会

保育参加週間(0,1,2歳児)

7月 三園合同盆踊り大会 1月 まゆ玉つくり　（はと組）

七夕集会

青梅療育院七夕交流

水あそび開き

夕涼み会

8月 水あそび納め 2月 節分集会　（豆まき）

第三小学校見学　（はと組）

9月 十五夜 3月 卒園遠足（月が変わる可能性があります）

（お月見だんご作り・つばめ組） お別れ会

卒園式・修了式

　　※月行事として誕生会、避難訓練、身長体重測定、0歳児健診

　　　音感保育（全園児）、体育指導（3歳以上）、美術指導（はと・うぐいす組）を行います

　　※この他に食育指導(野菜つくり・クッキング）、科学遊び(はと組）

　　　自然遊び（うぐいす組）、おはなし会(3歳以上）　ごっこ遊びを予定

　　※年長児年2回、他のクラスは年1回個人面談を行います

　　　(日程については担任と調整）必要に応じて面談の回数が増えることがあります

保育園の一年
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0歳未満児 1歳児

8:30 登園・視診・検温 8:30 登園・視診・検温

おむつ交換・排泄 おむつ交換・排泄

室内遊び 室内遊び

おやつ

9:00 出欠調査 9:00 出欠調査

午前寝 その日の活動

水分補給

その日の活動

おむつ交換・排泄 おむつ交換・排泄

手洗い 手洗い

離乳食・ミルク 給食

12:00 おむつ交換・排泄 12:00 おむつ交換・排泄

手洗い・着替え 手洗い・着替え

検温 検温

2:20 めざめ 2:30 めざめ

おむつ交換・排泄 おむつ交換・排泄

離乳食・ミルク

降園準備 3:00 おやつ（午後食）

おむつ交換・排泄 降園準備

おむつ交換・排泄

4:00 順次降園 4:00 順次降園

一日の過ごし方

―　13　―



2歳児 3・4・5歳児

8:30 登園・視診・排泄 8:30 登園・視診・排泄

9:00 出欠調査・おやつ 9:00 出欠調査

（おやつは2月末で終了） 排泄・手洗い・身仕度

その日の活動

給食 給食準備・給食

12:30 排泄・手洗い 12:45 排泄・手洗い

午睡 午睡

2:30 めざめ 2:30 めざめ

排泄・手洗い 排泄・手洗い

3:00 おやつ 3:00 おやつ

降園準備 降園準備

排泄・手洗い 排泄・手洗い

読み聞かせ

4:00 順次降園 4:00 順次降園

一日の過ごし方
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  慣らし保育について

　　　　お子さんが、無理なく保育園生活に慣れていくことが出来るように、次のような日程で、

　　慣らし保育を実施しています。

ひよこ・ひばり組　（0歳児・1歳児）

      ～10:30　(おやつのみ食べる） 2日間

　　　～12:00　 (給食を食べる） 2日間

　　　午睡をする　（起きた様子でTEL・お迎え） 2日間

　　　～14:30　（おやつ無し） 1日

　　　～16:00　（おやつを食べる） 1日

　　　通常保育

めじろ組　（2歳児）

　　　～11:00　（おやつのみ食べる） 2日間

　　　～12:00　（給食を食べる） 2日間

　　　～14:30　（おやつ無し） 2日間

　　　通常保育

つばめ組　（3歳児）

　　　～11:00　（給食無し） 2日間

　　　～12:30　（給食を食べる） 2日間

　　　～14:30　（おやつ無し） 1日

　　　通常保育

うぐいす組　（4歳児）・はと組　（5歳児）

　　　～11:00 　（給食無し） 1日

　　　～12:30　（給食を食べる） 2日間

　　　～14:30　（おやつ無し） 1日

　　　通常保育

※上記の日程は原則です。お子さんの様子や、保護者の方の仕事の状況により、対応いたしま

　　すので各クラス担任にご相談ください。

※お子さんが、楽しい保育園生活を送れるように、そしてたくさんの思い出を作れるように

　　努力していきますので、ご協力をよろしくお願いいたします。
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登降園について（0歳児）

☀登園時の身支度

　①シーツ、タオルケットを所定の箱に入れる（月曜日）

　②タオル・帽子・コップ・エプロン等所定の場所に置く

　③持ってきた衣類をカゴに入れる(通園バックもロッカーの所定の場所に置く）

　④汚れ物入れのカゴにビニール袋をセットする（夕方でも良い）

　⑤お迎え表に時間等を記入

　⑥8時半前に登園した時は、みんなの部屋に連れていく

　　　　　※連絡帳は職員に手渡ししてください

　　　　シーツ入れ　　 　　 　　　　　コップ・エプロン 　　　口拭き・手拭きタオル
　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　お迎え表・靴下・帽子 　　　　　　ロッカーの中  汚れ物入れのカゴに
 ビニール袋をセットするので
 ビニールの大きさは
 縦：44.5㎝～48㎝
 横：25㎝～26.5㎝が望ましいです

☀降園について

　①通園バックに荷物を入れて持ち帰る

　②ホワイトボードを見て、連絡事項やその日の様子を確認する

　　　　　※お迎えの時間が変更した場合、必ず連絡してください。

　　　　　　　　　※お迎えのが4時45分以降の場合、みんなの部屋へ迎えに行く。　　　　　※お迎えのが4時45分以降の場合、みんなの部屋へ迎えに行く。
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登降園について（1・2歳児）

　　☀登園時の身支度

　　　　　①シーツ、タオルケット・カラー帽子を所定の箱に入れる（月曜日）

　　　　　②タオル・コップ・靴下等所定の場所に置く

　　　　　③持ってきた衣類をカゴに入れる 　※2歳児のみ後半、着替え袋を使用する

　　　　　④汚れ物入れのカゴにビニール袋をセットする（夕方でも良い）

　　　　　⑤お迎え表に時間等を記入

　　　　　⑥8時半前に登園した時は、みんなの部屋に連れていく

　　　　　　　　　※連絡帳は職員に手渡ししてください

　　　　　　　シーツ入れ 　　　　カラー帽子・靴下入れ 　　　上段：コップ
　　　下段：手拭きタオル・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　口拭きタオル（3枚）

　　　　　　　お迎え表 　　　　　　ロッカーの中 汚れ物入れのカゴに
ビニール袋をセットするので
ビニールの大きさは
縦：44.5㎝～48㎝
横：25㎝～26.5㎝が望ましいです

　　☀降園について

　　　　　①クラス前の廊下にあるホワイトボードを見て、連絡事項やその日の様子を確認する

　　　　　　　　　※お迎えの時間変更した場合、必ず連絡してください。

　　　　　②各自のロッカーから荷物を持ち帰る

　　　　　　　　　※お迎えのが4時45分以降の場合、みんなの部屋へ迎えに行く。
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登降園について（3・4・5歳児）

☀登園時の身支度

　8時30分前

　①お迎え表に時間を記入（玄関、職員室カウンター）

　②みんなの部屋の前の廊下に荷物を置く

　③みんなの部屋へ連れていく

　　※小さな連絡ノートを園で用意します（登降園時に直接話せないときなど、連絡や

　　　その他のことを書いてください。担任も書きます）

　8時30分以降

　①お迎え表に時間を記入（玄関、職員室カウンター）

　②玄関で職員に引き渡す

☀降園について

　①玄関にあるホワイトボードを確認する

　　※その日の活動を記入しておきますので、お子さんとの会話にお役立てください。

　②ホワイトボードを見てから園庭に迎えに行く

　　※行事・季節によってお迎えの仕方が変わる場合がありますが、その都度

　　　お知らせします。

　　※お迎えの時間が変更した場合は、必ず連絡してください。

　　※5時以降のお迎えはホール、みんなの部屋になります
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用意していただくもの

0歳児 1歳児 2歳児 3～5歳児

お荷物バック ○ ○ ○ ○

着替え袋 ○

上着（Ｔシャツ・トレーナー） 3枚 3枚 3枚 3枚

ズボン 3枚 3枚 3枚 3枚

下着（肌着） 3枚 3枚 2枚 2枚

靴下 2足 2足 2足 2足

パンツ
必要に
応じて 2枚

おむつ 6枚 6枚
必要に
応じて

エプロン (食事用） 3枚 3枚 3枚

お手拭タオル ○ ○ ○ ○

口拭きタオル 3枚 3枚 3枚

水筒 ○

コップ・コップ袋 ○ ○ ○

ビニール袋 2～3枚 2～3枚

上履き（白） ○

置き靴 ○ ○ ○

上履き袋 ○

下駄 ○

お子さんの発達により種類・枚数が違ってきますので担任とご相談ください
　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　✿上記の表は目安の枚数です

まとめて用意

毎日ビニール袋に入れて
持ち帰ります

0歳児は担任から声がかかった
ら用意

水又は白湯
首からかけられるもの

　　　　　　　　備考

ひよこ・ひばり・めじろ組は毎日、
他クラスは金曜日持ち帰り

1枚1枚に名前を書いてください
衛生上汚れ物を持ち帰った
袋は再度使わないでください

全てのもの（オムツも）に名前を
書いてください
家から着てくるもの（オムツ）も

着替えて持ち帰ったら必ず
補充してください

保育園のパンツ(オムツ）を借り
た時は、新品の物をお返しください

フード、ひもつきの衣服は遊具
等にひっかかって危険ですので
園には着てこないでください

0歳児クラス
　お座りができるようになりまし
　たら上下別の洋服にして
　ください(肌着も含む）
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　　　　　タオルケット

　　　　　（冬は毛布）

← 20cm →
↑ 　　　タオルケット・毛布のみ名前の布をつけて下さい

10cm かすみたろう 　　　※名前の布　(左図の大きさ)

↓ 　　　　　

✿通園バック（お荷物バック）

最低でも左図のサイズが
必要です。

40㎝ つばめ組より荷物を持って
階段の上り下りをするので
大きすぎると危ないです

　　　　← 50㎝ →
　　　　　　

✿着替え袋

着替えが3組入る大きさ

名前の付け方
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　　　　　　　エプロン

　　　　口拭きタオル

　　　　　裏側の上に名前

　　　　　　手拭きタオル
　　　　　右下に名前

　　　　　紙おむつ

　　　　　　　左上に名前

ビニール袋

　　　お尻側の真ん中

　　　　　シャワータオル

上履き袋

　　　　　右下に名前

　　　　※名前は直書きでも布をつけていただいても
　　　　　　かまいませんので名前スタンプではなく
　　　　　　黒マジックで大きく書いてください

名前の付け方
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　    　連絡帳（０～2歳児）  　

・乳児の食事・睡眠などの一日の生活を把握し、ご家庭と連携を取りながら保育をするために
大切です。ご家庭での様子や育児の相談などご記入ください。
・お子さんの園での様子をお伝えします。

　　0歳児連絡帳記入例 1歳児・2歳児連絡帳記入例

年

月

日

児

童

名

年

月

日

児

童

名

時間 睡眠 排便 ミルク食事

6‐ (昨日の)夕食睡眠時間 。家でのお子さんの様子

7‐ 7:00 　前日の夜から当日の朝

8‐ 150cc 朝の検温 　の様子などを必ず記入

9‐ 。家でのお子さんの様子 　して下さい。

10‐ 　前日の夜から当日の朝

11‐ 　の様子などを必ず記入
昨夜の

夕食

12‐ 　して下さい。 朝食

2‐ 時間16：00 時間16：00

主食

副食

登園時 汁

昼

6‐  12:00   1:00   2:00    3:00

軟便 下痢便

8‐ 備考

記録者 記録者

　　　※連絡事項は担任・当番の職員にお伝えください

               連絡ノートを記入の際は、厚紙を必ずはさんで記入してください

年　　月　　日 (　) フルネームで書く 年　　月　　日 (　)

例
ごはん
みそ汁
大根の煮物
豆腐のサラダ

りんご

(　)時(　)分～(　)時(　)分

排

便

お迎えの人　母

食

欲

睡

眠

旺盛・普通

あまりなかった・なし

　　連絡帳（０～２歳児）

　
飲
ん
だ
時
間
と
量
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

起
き
た
時
間
の
所
ま
で
斜
線
し
て
く
だ
さ
い

献立表が
でていますの
で、食べた量
のみ
記入します

排
便
し
た
時
間
に
〇
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い

(

下
痢
は
㊦

、
軟
便
は
軟
と
記
入

）

 全量  2/３  1/２  少量

フルネームで書く

家庭での様子と連絡事項
良い・普通・悪い

機

嫌

家

庭

で

の

生

活

保

育

園

で

の

生

活

午前　　時　　分

昨夜　　起きた時間

検

温 (　　)度(　　)分

5‐

検温

3‐
 全量  2/３  1/２  少量

保育園での様子

旺盛・普通

あまりなかった・なし

朝食
例
パン
卵焼き
牛乳
ウィンナー２
本

10‐

午

睡

排

便

7‐
普通便

9‐

給食・離乳食

家庭での様子と連絡事項

1‐

4‐

軟便 下痢便

給

食

 全量  2/３  1/２  少量
保育園での様子

普通便

お迎えの人　母
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【保育園の訓練】

　保育園では園児を地震や火災などの災害から守るための避難訓練を定期的に実施しています。

　また、保護者への引き渡し訓練も年に一回行いますので、できるだけこの機会に参加し、引き取

りの方法を確認してください。

　大規模な地震発生が予想される場合、国（内閣）は警戒宣言を発令し、ラジオ・テレビなどにより

国民にその周知がされます。青梅市においては、都から連絡を受けた後、速やかに防災行政無線・

広報車等により市民にその情報が周知されます。（この情報伝達方法は他の市区町村も同じです）

　保育時間中であれば、保育園への連絡は、子育て支援課よりただちに行われ、各園とも警戒宣言

の体制に入ります。

○　警戒宣言が発令された場合、保護者の方はできるだけ早くお子さんを迎えに来てください。

　

○　警戒宣言発令と同時にメール配信は致します。しかし、電話等の通信機器が混乱する可能性が

　　があるため、効果は期待できません。（実態として連絡するのは不可能と思われます）

　　

○　警戒宣言発令が発令されると、解除されるまで保育園は臨時休園となります。（夜間や休日等

　　に発令された場合でも、解除されるまでは登園しないでください）

　

【保育園（子ども）の避難場所】

①　第一次避難場所…かすみ台第三保育園園庭

②　第二次避難場所…市立吹上小学校

　　　※地震による被害の程度により、園庭から避難する必要があるときは、吹上小学校（広域避難

　　　　　場所）に避難し、そこでお迎えを待ちます。

　　　※谷野地区の広域避難場所は、市立第三小学校ですが、急坂があるので吹上小学校に変更

　　　　　しました。なお、市の防災担当係にも確認をとりました。

警戒宣言発令時

災害発生時

警戒宣言が発令された場合及び災害が発生した場合の対処について

保存版



【避難場所の確認】
　
　大地震が発生した場合、保護者の皆さんはお子さんの安否や避難場所を一番最初に知りたいと

思います。これらの情報は、保育園からの報告により子育て支援課においても、把握できる体制を

とります。

　また、保育園では災害伝言ダイヤル「１７１」を利用し、メッセージを入れます。お子さんの状況

などを順次入れていきます。メッセージの確認の方法については、別紙をご覧ください。

　しかし、災害時の避難や混乱により、市役所及び保育園はもとより地域的に電話が不通になるこ

とが予想されます。保育園を離れるときは、保育園の門（墓地前）に避難先やお子さんの状況を掲

示しておきます。

【子どもの引き取り】

○　警戒宣言発令時及び地震発生時は、自主的にお迎えをお願いします。

　　※メール配信もしますが、災害時の効力については明確ではありません。

○　お子さんを保護者（引き取り者）に引き渡すまでは、保育園で責任を持って保護します。

○　お子さんの引き渡しは、担任保育士が引き取り者を確認した上で行います。

○　迎えに来た時は、必ず担任保育士の確認を受けてください。

　　お子さんを無断で連れ帰らないでください。

○　引き取り予定者名簿（毎年、４月に提出している）に、引き渡しを確認します。

　　※保護者の職業によっては、職務上震災時に職場を離れることが不可能な方もいると思います

　　　ので、あらかじめ園にご連絡ください。

○　身元のはっきりしない方には、引き渡しをしません。

○　警戒宣言発令時及び災害時は、交通事情の混乱が予想されますので、車でのお迎えは極力ご

　　遠慮ください。


