
 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

入園のしおり 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０歳児・・つぼみ組     ３歳児・・たんぽぽ組 

１歳児・・さくら組      ４歳児・・ゆり組 

２歳児・・すみれ組     ５歳児・・ひまわり組  

 

クラス編成（4/1時点の年齢、学年と同様） 

 

                                               勝田あすなろ保育園 

 

入園決定者 



ごあいさつ 

 

ご進級・ご入園おめでとうございます。幼児期の子どもたち

は、乾いたスポンジのように何でもすぐに吸収する素晴らしい

能力を持っています。本園では、この成長著しい時期に、でき

るだけ多くの経験と刺激を得る機会を作り、心に響く保育を行

って参りたいと思います。 

ともすれば保育園で過ごす時間が一日の大半を占めることか

ら、当園では専門性のある保育士はもちろんのこと、看護師、栄養士、社会福祉主事、

子育てアドバイザー、小学校教諭経験者などの体制をフル稼働して、多方面から保育に

当たって参ります。 

しかし、当然のことながら、子どもたちの保育は園だけで成しえるものでもありませ

ん、家庭と保育園が同じ方向を向き、一致協力しなくてはならないところもありますの

で、その点ご家庭のご協力もお願いしつつご挨拶とさせていただきます。 

               勝田あすなろ保育園 園長 大谷 隆 

 

                             

勝田あすなろ保育園 園歌 

 



園のきまり 

１.登園について 

   ①登園は 9:00までです。登園の際は、朝食と排泄を済ませてから来てください。 

9：00以降は安全のためドアを施錠します。 

  ②お迎えはクラス保育終了（平日 16時）後から閉所時間前までにお願いします。  

早お迎えや遅くなる時、保護者以外がお迎えに来る場合は事前連絡をお願いします。 

  ③欠席の場合 9:00までに「家事欠」（家事都合）か「病欠」（病気）の連絡を願います。 

（園バス利用者はなるべく 7：00までに連絡をお願いします。） 

  ④遅刻する場合も給食等の手配があリますので、9:00までに連絡願います。  

連絡がない場合、給食の手配ができないことがあります。 

２.服装について(2歳児クラス以上) 

  ①必ず園服・園帽を着用して来てください。園服・園帽がない場合、安全のため園外

へ出るなどの特別保育に参加できないことがあります。（園服・園帽や遊び着は、外

出時の目印としています。） 

  ②園服には指定の名札を必ず着けてください。 

  ③園服の下は、たんぽぽ組以上指定体操服の着用となります。 

  ④靴・長靴は一人で着脱できるものをご用意下さい。但し、サンダル類は適しません。 

  ⑤雨具を使用する場合はカッパ(色,形は自由)にしてください。傘は危険なのでご遠慮く

ださい。 

  ⑥園服のポケットには、ハンカチを入れておいてください。 

３.休園日 

  日曜、祝祭日、年末年始、その他園の定める日 

４.通園のきまり 

  ①原則として保護者の送迎となります。 

  ②お迎えの時間が３０分以上遅くなるときは、その都度連絡してください。 

  ③交通の安全と、駐車場の車上盗難に注意してください。また、円滑な通行のため、

園周辺は「一方通行」にて申し合わせていますが、関係者以外は対象外なので、最

徐行願います。 

   ④登園の際は、玄関の内側で直接保育士に子どもを手渡してから行くようにしてください。 

   ⑤駐車場は止められる台数が限られております。長時間の駐車は、他の方の迷惑になります

ので、駐車場での立ち話等はご遠慮いただき、すみやかにご移動願います。 

   ⑥習い事や面談等での送迎や来園につきましては、第５駐車場をご利用下さい。 

 

 

 



５.所持品について 

  ①「ポーチ」または「通園カバン」とその中身 

         ＜0,1歳児＞           ＜2歳児以上＞ 

                   

              

         

             

              

・連絡ノート           

（注１） できれば「お箸」「スプーン」「フォーク」がセットになったもの。（但しお箸は、２歳児から使用しますのでご家庭で保管

願います） 

②上靴・上靴入れ(2歳児クラス以上・白のバレーシューズ)   

            両足とも 

            

   ③お手ふきタオル(全クラス) 

             ・清潔なものを毎日１枚（0歳児クラスのみ３枚）持たせてく

ださい。（ミニタオルは不可。2歳児以上はループ付きタオル） 

 ※0,1歳児クラスは、おやつ・給食時に濡らして使用します。 

 

 

 

 

名前 

名前（かかと、

外くつも同様） 

名前（前右下） 

名前（背負ベルトの付け根部） 

名前（ポーチ含め、

すべてに） 

名前（ループの付け根） 

＜巾着型ポーチ（市販品可）＞ 

・おはしセット
（ 注 １ ）

（１歳児クラス～） 

・食事用エプロン 

・お手拭きタオル 

＜所定の通園カバン＞ 

・おはしセット
（ 注 １ ）

 

・おたよりばさみ（４・５歳のみ） 

・出席ノート 

・連絡ノート（４・５歳児はありません） 



  ④ミルクカップ（2歳児クラス以上） 

・袋付きで掛けられる清潔なものを毎日持たせてください。 

 

  

 

 

 

 

⑤着替え袋（全クラス） 

・名前を書いたビニール袋 3～4枚（便用の小袋もあると良い） 

・着替え一式(３歳未満児で 3～5組、それ以外は 1～２組程度) 

・おむつ使用児は、名前を書いたおむつ８組以上・おしりふき    

（ウエットティッシュ）などを用意してください。 

・その他子どもの状態に合わせて用意してください。 

          

 

※2歳児以上で、おむつを使用していない児は園置きとなり、それ以外は毎日持ち帰りとな

ります。バックは中身が飛び出さないようファスナー付きのものが良いでしょう。 

※保育室の保健衛生向上と感染等疾病リスク低減のため、病気判定のためのオムツ（別管

理）を除いて保育園にてオムツ一括処理をしております。 

 

⑥午睡用寝具類(0～3歳児クラス)  

 

  

 

  ・冬は敷布団、毛布を、夏は、敷布団、タオルケットを使用します。 

※布団はベビー(子ども)用サイズのものをご用意ください。まくらは使用しません。 

※布団は、衛生面上毎週末お持ち帰りをしています。（持ち帰った布団は、カバーを着けて

持ってきて下さい。） 

名前 

名前 

名前 

名前 

名前 

名前 

名前（布団・布団カバー・

毛布・布団袋等すべてに） 

名前 

名前 

⑨で説明 



  ⑦食事用エプロン(0,1歳児クラス) 

 

・ ） 

※ 毎日清潔なものを１枚持たせてください。 

  

  ⑧体操服と指定名札縫い付け位置 

     

   

 

 

 

 

写真：FILA公式サイトより 

 

・制服の下は体操服となります。体操服は、夏場又は通年
・ ・

で半そで・半ズボンとするか、

冬場は長袖や長ズボン等と組み合わせるか任意となります。（但しいずれも指定位置に

指定名札を縫い付けてください） 

 

⑨その他 

                              

                 

ビニール袋（大・小）      歯ブラシ（4・5歳児クラス） 

※その他教材等の用品は、別途「用品注文書」で申し込んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

名前 

半そでは左肩

に 
長袖は胸の「FILA」

マークマークの下 

半ズボンは「FILA」

マークの上 

長ズボンは「FILA」

マークの下 

名前 
名前 



６.注 意 

  ①持ち物は全て名前を書いてください。（数日経過した物は探しかねます。即連絡くだ

さい。） 

    ※園服・園帽等は所定の位置に、布団やシーツは大きめに、またコップ・タオル

は勿論、はし１本まで記入願います。 

  ②登降園は原則保護者が付き添うものとし、それ以外の場合保護者の事前連絡なしに

はお請けできませんので予めご了承ください。 

③園児又は同居者が伝染病等により、他の園児に感染の恐れがある場合には、休園を

お願いすることがあります。（登園基準を参照し、回復後登園許可書等所定の手続き

を願います） 

④園ではメールシステムを導入しています。園からのお知らせや出欠連絡、行事の開

催判断等迅速な対応を心がけておりますので、アドレスの登録をお願いします。 

※ＩＤとパスワードは入園後にお知らせいたします。 

※お休みの連絡は、他児への対応もありますので症状を詳しくお知らせ下さい。 

⑤園のホームページで、毎日の給食とクラスの様子（トピックス情報）を掲載してい

ます。クラスの様子は別途お知らせするユーザーＩＤとパスワード（関係者外秘）

でご覧いただけます。 

※ＩＤとパスワードは入園後にお知らせいたします。 

⑥園からのお知らせを毎月「園だより」「クラスだより」「保健だより」等でお知らせ

しています。玄関の掲示板にも掲示していますので、ご確認ください。 

⑦熱の場合３７度５分を目安に家庭連絡しますが、状況によってはそれによらず随時

連絡いたします。また、けがや体調不良の場合も同様といたします。 

    ※病欠後の登園の際は玄関先で検温をさせていただいています。 

※伝染性疾患の疑いで医療機関の受診をお願いした場合には、保健所等報告の都

合上、登園時に「薬の説明書」のコピーの提出をお願いしています。 

⑧０歳クラスにおいては、哺乳瓶・乳首・ミルクまたは離乳食を園で用意します。 

但し、お弁当の日は各自お弁当のご用意をお願いいたします。 

   当園ではミルクは、「ビーンスターク」・「すこやか」・「つよいこ」を使用しています。 

⑨キャラクター等のキーホルダーなどは、子ども達のトラブルの原因ともなりますの

で、できるだけ控えるようご協力をお願いしています。なお、どうしても目印とし

て付ける場合には、他と明らかに区別できるものを一個のみでお願いします。 

⑩その他不明な点はその都度お問合せください。 

７ 慣らし保育の目安について 

   １週目  ０歳クラス 9：00～10：30 １歳以上クラス 9：00～10：30 

   2週目 ０歳クラス 9：00～12：00 １歳クラス 9：00～11：45 2歳以上クラス 9：00～13：00 

   3週目  全 クラス 9：00～14：00 

4週目  全 クラス 通常通り 

   ※0・1歳児クラスの 1週目と 2週目のみ、お迎えはベランダ側からお願いしています。 



 

お問合せの多い関係施設のご案内 

下記の施設の利用法や利用料については、当該施設に直接お問い合わせください。 

■ファミリーサポートセンター 

・市内に住居または勤務し、小学生以下の子どもを養育している方を対象に、育児の援助に関す

るサービスを受けることができます。   

サービス内容 

１．保育所・幼稚園・学童クラブへの送迎（徒歩・バス等を利用） 

２．保育時間外に子どもを預かること 

３．学童クラブ終了後に子どもを預かること 

４．小学校の放課後の子どもを預かること 

５．病気回復期の子どもを預かること 

６．冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際に子どもを預かり事こと 

７．買い物等、外出の際に子どもを預かること 

８．産前産後における妊産婦のお世話、子どもの見守りまたは家事援助を行なうこと 

９．その他育児に対する援助 

問い合わせ ひたちなか市ファミリーサポートセンター 

  西大島３－１６－１（総合福祉センター内）   ℡ ２７４－５１３５ 

南神敷台１７－６(那珂湊事務所)    ℡ ２６３－７４２４ 

■病児保育 

・就労等をしている保護者が、お子様の病気が回復していないため自宅での育児看病等を必要

とする場合、お子様を一時お預かりします。 

実施場所  病時保育室まりんルーム（遊座医院）  釈迦町１－３４ ℡ 029-219-5313 

 

 

 

 

 

 

◎入園までに次の書類（入園者提出書類）を提出してください。 

・HPおたより等の写真・作品公開確認書 

・食物アレルギーに関する調査書 

・アレルギー聞き取り票（アレルギーがある場合） 

・緊急時引渡カード 

・保育時間・送迎者申告書 

・各種調査書 

（入園申込書・家庭状況,生育歴・入所時の状況・通所状況・用品注文書＜別途配布＞・幼児健康診断表） 

 

※上記の書類は、「入園のしおり」（本書）とともにお渡し致しますが、手元にない場合は事務所に

お申し出頂くか、HP よりダウンロードできますので、それらをご使用ください。 



 

年間行事概要 

 

４月 ◆進級と入園を祝う会（４月第１土曜日）◆家庭訪問◆内科健診◆検尿検査◆3・5歳児発達診断 

◆身体測定◆食育の日◆園外保育（いちご狩り）・お弁当の日◆避難訓練◆おたんじょう会 

５月 ◆春の遠足◆端午の節句会（こどもの日） 

◆身体測定◆食育の日◆園外保育・お弁当の日◆避難訓練◆おたんじょう会 

６月 ◆歯科健診◆前期保育参観・懇談会（６月第２土曜日） 

◆身体測定◆食育の日◆園外保育・お弁当の日◆避難訓練◆おたんじょう会 

7 月 ◆七夕◆プール開き◆夏まつり（７月第４土曜日） 

◆身体測定◆食育の日◆園外保育・お弁当の日◆避難訓練◆おたんじょう会 

８月 ◆ホームカミングデー（８月第４土曜日１４時～） 

◆身体測定◆食育の日◆園外保育・お弁当の日◆避難訓練◆おたんじょう会 

９月 ◆お泊り保育（年長児）◆お月見会◆4・5歳児発達診断 

◆身体測定◆食育の日◆園外保育・お弁当の日◆避難訓練◆おたんじょう会 

１０月◆運動会◆内科健診◆検尿検査 

◆身体測定◆食育の日◆園外保育・お弁当の日◆避難訓練◆おたんじょう会 

１１月◆後期保育参観Ⅰ（0・1歳児公開保育）◆歯科健診◆小学校見学（年長児）◆収穫祭（芋煮会） 

◆身体測定◆食育の日◆園外保育・お弁当の日◆避難訓練◆おたんじょう会 

１２月◆後期保育参観Ⅱ（２歳以上児 発表会） 

◆身体測定◆食育の日◆園外保育・お弁当の日◆避難訓練◆おたんじょう会 

１月 ◆正月伝承行事の集い◆お別れ遠足（年長児） 

◆身体測定◆食育の日◆園外保育・お弁当の日◆避難訓練◆おたんじょう会 

２月 ◆節分・豆まき集会 

◆身体測定◆食育の日◆園外保育（年長児は観梅）・お弁当の日◆避難訓練◆おたんじょう会 

３月 ◆ひなまつり◆卒園式（３月第３土曜日）◆あんずまつり 

◆身体測定◆食育の日◆園外保育・お弁当の日◆避難訓練◆おたんじょう会 

 

 

 

 

 

◎身体測定：月初め , 食育の日：第３水曜日 , 園外保育・お弁当の日：第４水曜日 , 避難訓練：２０日前後 , おたんじょう会：月末 

※太字は保護者も関係する行事, オレンジは保健関係 ,緑は伝統行事。なお、食育の日ほか、食にまつわる伝統行事等も多数実施 

 

※日程は都合により変更となる場合もあります。詳細は事務所までお問合せください。 

 

 



 

 

 

・いつもと違いおかしいな・・・と思ったときは,早めの受信を心がけましょう。また,無理

な登園は控え,自宅で様子をみましょう。 

・熱がなくても,下痢や嘔吐などがみられ体調がすぐれないとき,また,高い熱が出た

翌日などは,ご家庭で安静に過ごしましょう。 

                      医療機関受診後の取り扱い 

感染症等で医療機関を受診した際は、登園基準に従って次のように対応願います。 

① 登園初日に「登園許可書」（保護者記入）の提出 ② 薬が処方された場合は「与薬

依頼書」と「薬の説明書」のコピー（期間や与薬の仕方、市販薬ではなく処方薬であることの

証明にします）③ 1日分の薬とその日の与薬を担当に知らせる「投薬連絡票」  

※③のみ②の期間中毎日実施 

毎日のお願いです 
 

 

登園前にお子さんの様子をよ＜見てください。忙しい朝ですが，大切なことです。 
 

 
□ 熱はありませんか？ 

□ 顔色,機嫌はどうですか？ 

□ 食欲はありますか？ 

□ 目の充血や目やには出ていませんか？ 

□ ウンチはでましたか？ 

□ 爪はのびていませんか？ 

□ 口の周りはきれいですか？ 

□ 発疹はありませんか？ 

 
 

 

お薬について 
 

 
 保育園では，原則としてお薬はお預かりしないことになっておりますが,保育時間の

長時間化と,保護者のお仕事の事情等に鑑みて，保育園での薬の服用がやむを得な

い場合に限りお薬をお預かりしています。 

 但し,お預かりできるお薬は，内服薬・外用薬ともに医療機関で処方された物のみ

（市販のお薬はお預かりできません。）で,できるだけ昼食後に服用できるように，ご家 

庭での服用時間を調節してください。 

 また，お薬を処方される医師に次のことをご確認ください。 

 ① 保育園に通っていることを伝え，服用は１日２回（朝・夕）にならないか？ 

② １日３回の服用の場合は，朝・昼・夕から朝・夕・寝る前に変更しても大丈夫か？ 

 

 やむを得ずお薬をお預かりする時のお約束として，玄関の受付カウンターで投薬票

に必要事項を記入し，一回分のみを投薬票と一緒に職員に手渡すようお願いします。 

できるだけ保育園でのお薬の服用を少なくすることにご協力ください。 

 

 

 



 



薬の説明書（カラーコピーで提出） 

 

投薬連絡票（与薬依頼の期間中毎日薬に貼って提出） 

 

     

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒312-0025 ひたちなか市武田 901-2 

勝田あすなろ保育園 

電話 029-274-7767（代） 


