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学校法⼈ 阿弥陀寺教育学園
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【電話】0436-98-3992

⽬次
Ｐ１・・・・・・⽬次
Ｐ２・・・・・・園訓
Ｐ３・・・・・・保育⽅針
Ｐ４・・・・・・１．ちはら台学園広場れいわ保育園について
２．園の特⾊
３．開園⽇・⽇時
４．家庭保育のお願い
Ｐ５・・・・・・５．保育料について
６．⼊園申し込み時に必要な書類
Ｐ５〜６・・・・７．健康管理について
Ｐ６・・・・・・８．アレルギー体質について
９．感染症疾患について
Ｐ７・・・・・・・【主な感染症と登園の停⽌期間⼀覧表】
Ｐ８・・・・・１０．送迎について
１１．お願い
１２．災害の時の対応について
Ｐ９・・・・・１３．くすりについて
１４．慣らし保育について
１５．１⽇の流れ
Ｐ１０・・・・１６．季節ごとの催しもの
１７．⼊園時に⽤意していただくもの

-1-

園

訓

〇ほめて育てる⼦育て
〇皆笑顔で仲良く楽しい保育園
〇そだて！お友達にやさしい、思いやりのある

⼼豊

かな⼦ども
〇お世話になった⼈に「ありがとう」と⾔える⼦ども
〇しつけ、お⾏儀のよい⼦

⼈の悪⼝を⾔わぬ先⽣と

⼦ども
〇お世話になって良かったと喜ばれる

みんなの保育

園
〇⼦どもに怪我をさせない
ども
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⼼⾝共にすくすく育つ⼦

ちはら台学園広場令和保育園
『保育⽅針』
・感謝する気持ち、他⼈を思いやる⼼など、豊かな⼈間性を育む。
・⾃ら考え、主体的に判断できる⼒を養う。
・幼児にふさわしい環境の中で、個性を尊重する。
・お世話になった⼈に「ありがとう」と⾔える⼦ども。

【私たち保育者は】
１． ⼀⼈⼀⼈を⼤切にする保育。発育段階により、弾⼒的な対応。
２． 楽しい教材を⽤意し、遊びの中で指導していく。
⼦どもの関⼼や好奇⼼、⼦どもなりの⾃由な創造⼒、直感⼒を⼤切に。
好奇⼼を持続させる⼿助け。そのための準備や保育の⼯夫。

【主な保育内容】
・基本的⽣活習慣（⼼の中にきまりをもち、⽣活⾏動の基）
挨拶・返事・⾷事・⾐服の着脱など、⾃⽴⼼の芽を育てる。
・⾃由遊び、⾏事等、豊かな経験（旺盛な好奇⼼、想像⼒、集中⼒、社会性）
興味関⼼・疑問など、⾃ら学び感性を育てる。
・⾃由に絵を描く、四季の制作（想像⼒・集中⼒・情操）
・絵本を使っての数遊びや⽂字遊び
・⾔葉や絵本、お話、紙芝居（想像の世界）
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１．ちはら台学園広場れいわ保育園について
当園は、企業主導型保育事業に基づく「企業主導型保育園」です。
「企業主導型保育園」とは、認可
外保育園の位置づけですが、職員の配置や利⽤料⾦などは、認可保育園と同等に設定されています。主
に、その企業で働く従業員のために事業所内保育（従業員枠）を主に⾏う保育園ですが、待機児童の解
消や仕事と⼦育ての両⽴など、地域の皆様のニーズにこたえるべく「地域枠」が設けられており、地域
の児童の受け⼊れが可能となっています。
《地域枠の対象》
（１）⼀般事業主に両親共に雇⽤されている
（２）保育認定の「2 号認定」
（３歳以上）または「3 号認定」
（３歳未満）を受けている
＊特別な理由がない限り、就労していない場合は保育認定を受けることができません
＊保育認定は市役所で⼿続きできます
＊すでに認可保育園、幼稚園、認定こども園または⼩規模保育所等を定期利⽤している場合に
は⼊園することができません（⼀時預かりは可能です）

２．園の特⾊
認可外保育園のため、保育園への⼊園を希望されている保護者の⽅の要望に柔軟な対応が可能とな
ります。また、すべての⼦どもに保育・教育を受ける機会を提供できるように、医療的ケアを必要とす
る⼦どもや、障害や発達の遅れが気になる⼦どもについても積極的な受け⼊れを⽬指しています。

３．開園⽇・⽇時
開園⽇：⽉曜⽇〜⼟曜⽇
時間 7：30〜18：30

延⻑保育時間 18：30〜20：00（予定）

休園⽇：⽇曜⽇・祝⽇
年末年始（12/29〜1/3）

４．家庭保育のお願い
保育園では、保護者の就労のニーズに対応している⼀⽅で法律で定められた職員の労働条件を守
り、所定の休暇を実施しなければなりません。保護者がお休みの⽇には、ご家庭での時間も⼤切にし
ていただくように、ご協⼒をお願いします。
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５．保育料について
3 歳以上のお⼦様
：原則無償
3 歳未満児で⾮課税世帯の⽅：原則無償
兄弟割引 ⼆⼈⽬
：半額
三⼈⽬以降：無料
利⽤料⾦
年齢区分

保育利⽤料

≪延⻑保育利⽤料≫

0 歳児

37.100 円

18：30〜20：00

1.2 歳児

37.000 円

３０分 100 円

3 歳児

26.600 円

4.5 歳児

23.100 円

＊この他、給⾷費・個⼈⽤品の購⼊など別途費⽤がかかります（後項参照）
＊3 歳以上児はこの他、給⾷費(6.000 円)がかかります

６．⼊園申し込み時に必要な書類
・両親の雇⽤証明書
・保育認定証
・⾮課税証明証(⾮課税世帯のみ)

７．健康管理について
（１）登園する前に
①朝⾷をしっかり⾷べて登園をしましょう。朝⾷は⼀⽇のエネルギー源です
➁排便の状態は、健康度を判断する⽬安となります。毎朝の排便習慣をつけ、便秘、不消化
便、下痢便などないかよく観察しましょう。いつもの違う排便状況があるときは伝染性の下痢
の場合もありますので早めの受診をお願い致します
③毎朝必ず検温をし、連絡帳に記⼊してください。その他、健康観察カードに沿って体調や機
嫌をみて、普段と違う様⼦を感じた時は登園時に職員へお伝えください
※普段の体温を把握しておきましょう。

登園前の体温が３７度５分以上あるときはお預かりすることができません。
ご家庭でお休みいただき、必要に応じて受診いただくようにお願いします。
④予防接種は副作⽤の危険性もありますので、接種後は静養を⼼がけてください。尚、予防
接種後の登園の場合は必ず職員にお知らせ下さい
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（２）保育時間内でのこと
①体温が３７度 5 分になった場合や、体調がすぐれない様⼦があるときはご連絡します。原則、
お迎えに来ていただくようにお願いします
②保育中は⼗分注意していますが、集団⽣活の中で⽇常起こりうる軽微なケガ（すり傷、きり
傷、⿐⾎、こぶ、打ち⾝、かみ傷、ひっかき傷等）が⽣じることをご理解ください
（３）健康診断について
①保育園では、医師が定期的に健康診断を⾏うほか、⾝体測定も毎⽉⾏っています
②乳幼児期に定められている予防接種等は、お⼦さんの健康状態をみて受けるよう⼼がけてくだ
さい
③1 歳 6 か⽉健診、3 歳児健診は必ず受診するようにしてください
（健診⽇は広報「いちはら」に随時掲載されます）
④保育園で⾏う健診等は下記の通りです（実施⽉⽇は未定）
医師による健康診断

年2回

乳児健診

⽉2回

尿

検

査

年1回

⻭ 科 検 診

年1回

⻭科衛⽣⼠による⻭磨き指導

年1回

８．アレルギー体質について
卵や⽜乳、⼤⾖製品などのアレルギー診断をされた時は、速やかに担任までお知らせくださ
い。お⼦様の状況に応じた対応をできる限りさせていただきます。

９．感染性疾患について
保育園では、低年齢の児童を集団の中で保育していますので、感染性の病気が発⽣した場合、感
染拡⼤が⼼配されます。このような場合、学校保健安全法に準じてその⼦どもの出席を停⽌するこ
ととしております。停⽌期間についても学校保健安全法に準じておりますが、乳幼児は学童に⽐べ
抵抗⼒が弱く、回復までの期間が⻑くなることもありますので⼗分注意してください。病気が治っ
て登園する際は、本⼈の健康が保育園の⽣活に⽀障がないか、他の児童に伝染するおそれがないか
について、医師とよく相談し⽀持を受けて、その内容については保育園にご連絡ください。また、
その際に「登園許可証明書」の提出をお願いいたします。
「登園許可証明書」は保育園事務室にあります。
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【主な感染症と登園の停⽌期間⼀覧表】
病名
1

2

3

4
5
6

インフルエンザ
百 ⽇ 咳

主な症状

登園のめやす

発熱、咳、くしゃみ、悪寒

発症した後５⽇を経過し、かつ、解熱し

背・四肢の疼痛

た後 3 ⽇を経過してから

かぜの症状から激しい咳、痰

特有の咳が消失するまで⼜は５⽇間の適正な
抗菌性物質製剤による治療を終了してから

⿇ 疹（はしか）

発熱、かぜの初期症状、発疹、

解熱後 3 ⽇を経過してから

結膜炎、コプリック班

流⾏性⽿下腺炎

発熱、⽿下の腫れ

（おたふくかぜ）

⽿下腺、顎⾆腺、⾆下腺の膨張が発現し５⽇
を経過し、かつ全⾝状態が良好になってから

⾵ 疹（三⽇ばしか）

軽いかぜの症状、発熱とともに発疹

発疹が消失してから

⽔痘（みずぼうそう）

発熱、顔⾯、胸、背⾜に発

すべての発疹が⿊いかさぶたになるまで

疹、
⽔疱疹

7

8

9
10

11

結核

発熱、けいれん、嘔吐、咳

られてから

髄膜炎菌性髄膜炎膿

咽頭結膜熱（プール

医師によって感染のおそれがないと認め

発熱、咽頭炎、結膜炎、かぜの症状

主要症状が消失して 2 ⽇を経過してから

激しい腹痛、下痢（⾎便）
、

医師によって感染の恐れが無いと認めら

発熱、嘔吐

れてから

流⾏性⾓結膜炎（はやり

まぶたの腫れ、⽬脂、

主要症状が消失してから

⽬）

結膜の充⾎とむくみ

急性出⾎性結膜炎

⾚く腫れる、眼痛、頭痛、

医師によって伝染の可能性が無いと認め

発熱

られてから

熱）
腸管出⾎性⼤腸菌感染症

12

溶連菌感染症

発熱、咽頭痛、頭痛、紅⾊発疹

抗⽣剤内服開始後２４〜48 時間経過してから

13

ノロ、ロタ、アデノウィル

急な嘔吐、下痢

嘔吐・下痢等の症状が治まり、普段の⾷
事がとれること

ス等ウィルス性胃腸炎
14

マイコプラズマ肺炎

激しい咳、発熱、痰、のど痛

発熱や激しい咳が治まっていること

⿐症状、胸痛、頭痛
15

16

伝染性紅斑（リンゴ

両頬が、リンゴのように⾚くなる。

発疹期には感染⼒がない為、全⾝状態の

病）

⼿⾜に⾚いレース状の発疹

良い者は登園可能

ヘルパンギーナ

発熱、咽頭に⾚い粘膜疹、

発熱や⼝腔内の⽔疱・潰瘍の影響がな

⼝腔粘膜に⽔疱・⼩潰瘍

く、普段の⾷事がとれること

17

ＲＳウィルス感染症

発熱、⿐⽔、咳

呼吸器症状が消失し、全⾝状態が良いこと

18

突発性発疹

発熱、⼩さい紅班

解熱し機能が良く、全⾝状態が良いこと

19

⼿ ⾜ ⼝ 病

軽い発熱、⼿⾜の平、

発熱や⼝腔内の⽔疱・潰瘍の影響がな

⼝腔粘膜に発疹のちに⽔疱疹

く、普段の⾷事がとれること

⽔疱疹、または膿痂疹

膿痂疹が消失するまで

20

伝染性膿痂疹（とび
ひ）
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〈注意事項〉
・表は、よくある病気の⼀例です。このほかの感染症にも停⽌期間があります。
・その他の疾患について伝染性の疑いのある時は、必ず医師の診断を受け、指⽰に従って
ください。
・感染症の発症による流⾏が懸念される場合は保育園閉鎖⼜はクラス閉鎖を実施する場合
もあります。
１０．送迎について
（１）保護者の⽅は送迎時必ず、引き渡しカードを持参しインターホンで応対後に園内にお⼊りくだ
さい
（２）お⼦さんの送迎は必ず引き渡しカードに記載されている⽅が⾏ってください。保護者以外の⽅
には送迎カードを購⼊していただき、送迎時に持参いただくようにお願いしてください。都合
で他の⽅に依頼する場合は、必ず前もって園にお知らせください。(事故防⽌の為、⼩中学⽣の
送迎はご遠慮ください）
（３）定められた時間までに迎えにきてください。やむを得ず遅れる場合は事前に連絡をお願いいた
します

１１．お願い
（１）保育園からのお知らせ（保育園だより、その他の各種おたより、献⽴表、園内の掲⽰板）をよく
ご覧ください
（２）配布物や提出していただく書類が⼊っている場合があるので、必ずカバンの中を確認してくださ
い
（３）提出書類等の期⽇は守ってください
（４）家庭でのお⼦さんの様⼦については、連絡帳や⼝頭で出来るだけ詳しくお知らせください
（５）いつも清潔で、活動しやすい服を⾝につけ、着替えは過不⾜のないように補充してください
（６）外履きは、運動靴などの履きやすい靴をご⽤意ください
（７）お菓⼦、おもちゃ類は持たせないようにしてください
（８）⾷中毒や感染症予防の観点から、⼿洗いの励⾏等衛⽣⾯に充分注意してください
（９）⾞上荒らしに注意してください。送迎時には必ず⾞に鍵をかけ、貴重品等は⾞の中におかない
ようにしてください
（10）⼦どもの安全のため⾨扉は必ず閉めてください

１２．災害の時の対応について
⼤地震や⼤型台⾵などの⼤規模災害の発⽣する恐れのある時、またそれらが発⽣したときは、園児
の
安全を確保するために、家庭での保育をお願いすることがあります。また、保育中に災害が発⽣した
ときは、保護者にお引渡しできるまで園で責任をもってお預かりしています。しかし、可能な限り迅
速に対応していただく必要がありますので、ご家庭の中でも事前にシミュレーションしていただき早
急に対応できるように準備をお願いします。

◎地域避難場所

市原市⽴清⽔⾕⼩学校
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１３．くすりについて
《与薬は医療⾏為となるため、基本的に投薬の対応をすることが出来ません》
（１）個別に相談の上、お預り出来る薬か協議し投薬できるか決定します
（２）病院から処⽅されている塗り薬につきましては、お預り可能です
（３）医師の診察を受けるときは、保育園では、
（アレルギー以外）薬の使⽤ができないこと、園に通
っている時間を伝えていただき、可能な限り園にいる時間の投薬を避けてもらってください
※お薬の与薬・使⽤については医師の投薬指⽰書が必要となりますので、事前にご提出をお願いい
たします。
※投薬指⽰書は職員からお受け取りください。

１４．慣らし保育について
⼊園時、保育時間を少しずつ⻑くして⼦どもの⼼の不安や負担を少しでも減らし保育者や友だちに
慣れ、楽しく園⽣活に⼊っていけるようにしていく期間です。
慣らし保育の利⽤開始⽇は内定した⽉の初⽇が限度となります。育児休暇中に慣らし保育を実施する
場合は利⽤開始前に申出書を園に提出してください。慣らし保育利⽤開始⽇より保育料は発⽣しま
す。
（在籍となります）
（例） １〜２⽇⽬

９：００〜昼⾷後まで

３⽇⽬

９：００〜午睡後まで

１５．1 ⽇の流れ（おおむねの時間帯）
時間

0歳

1・2 歳

7：30〜

3・4・5 歳

登園

8：30

遊び

9：00

個々の⽣活リズム

10：00

授乳・離乳⾷

11：00

睡眠

遊び・栄養補給

遊び・集まり

⼾外・室内遊び
昼⾷

11：30

睡眠

14：30

遊び

15：00

おやつ

16：00

起床・おやつ
起床・おやつ

遊び

遊び

〜18：30

降園

≪クラス編成≫
年齢

０歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

クラス

りす

ひつじ

こあら

ぱんだ

きりん

ぞう

⼈数

５名

１１名

１１名

１１名

１１名

１１名
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１６．季節ごとの催しもの
⽇々の保育の中で、季節を感じたりイベントを楽しめるように⼯夫しています
春：ひな祭り、お別れ会、個⼈⾯談（進級前に全員実施）
夏：⽔遊び（プール）
、個⼈⾯談（希望者のみ）
秋：ハロウィン
冬：クリスマス、⾖まき
毎⽉実施：お誕⽣⽇会、⾝体測定、避難訓練

１７．⼊園時に⽤意していただくもの
① バスタオル２枚（まとめてひとつの袋に⼊れる）
② 通園バック（3〜5 歳はリュック）
③ 着替えや汚れものを⼊れるバック（ビニール製のもの
④ ループ付きお⼿拭きタオル（１⽇１枚使⽤）
⑤ ⾷事⽤おしぼりタオル（１⽇３枚使⽤）
・・・0〜2 歳のみ
⑥ ⾷事⽤エプロン（１⽇３枚使⽤）
・・・0〜2 歳のみ
⑦ 使⽤済みエプロン⼊れ（ビニールバックなど⽔洗いでき衛⽣管理できるもの）
⑧ 上履き・・・3〜5 歳のみ
⑨ ⽔筒
⑩ 帽⼦(初⽇のみ)
以下のものはロッカーに置いておくもの（毎⽇確認し必要な数を補充してください）
① オムツ（ロッカーに⼊る分まで）
② おしりふき（未開封のもの１個）
③ 着替え（肌着、下着、靴下含む）
（３組以上）
④ ビニール袋（濡れた服が⼊る⼤きさのもの５枚以上）
⑤ 沐浴・シャワー⽤スポーツタオル１枚
＊持ち物にはすべてお名前を書いてください
利⽤料以外の費⽤について
おむつ処理費

0〜2 歳児：200 円/⽉ 3〜5 歳児：100 円/⽉

送迎カード

30 円/1 枚

引き渡しカード

50 円/1 枚

⽇よけ付きカラー帽⼦

1.120 円

ハサミ

400 円

お道具箱

110 円

のり

180 円

クレヨン

340 円

お絵かき帳

280 円

ねんどヘラ

150 円

ねんど

410 円

ねんど板

380 円

ねんどケース

270 円

＊補充が⾜りなかった場合に使⽤したもの（オムツ、おしり拭きなど）は、新品と交換していただきます。
ただし、布パンツについては衛⽣上 1 枚 300 円で買い取りとなります。ループタオル・⾐類について
は貸し出しいたしますので、洗濯後に返却してください。

- 10 -

