入園・進級にあたってのお知らせ

社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

【保育について 全クラス共通】 重要事項説明書も合わせてご確認お願い致します。

開園日・時間

月～土 7 時～19 時まで ※土曜日は希望保育となります。

保育・教育時間 保育短時間

8 時～16 時

保育標準時間

7 時～18 時

教育標準時間

9 時～15 時（朝は 8 時 30 分から登園可能）

※9 時までに登園ください。遅刻・休みの場合は 9 時までにご連絡ください。

延長保育

保育短時間

16 時 31 分～18 時 00 分まで 50 円

保育標準時間

18 時 01 分～19 時 00 分まで 200 円（上限 2000 円）

教育標準時間

7 時 00 分～8 時 20 分まで、
15 時 31 分～17 時 00 分まで、
17 時 01 分～19 時 00 分まで
各 1 回 200 円（上限なし）

給

食

給食は園で調理したものを提供します。
献立は月毎に配布します。

体調管理

毎朝家庭で検温し登園ください。登園後 37.5℃以上ある場合はお迎え
を要請します。詳細は重要事項説明書を確認ください。
平日は送迎を裏門より行います。安全に注意してください。
土曜日（雨天を除く）のみ、表門より送迎をお願いします。

登降園の注意

事前に登録してある IC カードを専用の機械にかざし、登園時間・降園
時間を打刻してください（手入力も可）
。毎日必ずお願いします。
7 時 30 分～8 時 30 分までは東駅バイパス側へ通行できません。
ご注意ください。
※全時間バイパス側からひがし子ども園側へ通行可
先ず基本的な生活習慣を正しく身につけられるよう保育を行います。
何事にも個人の意思を尊重して、達成の喜びを大切にしていきます。

保育の基本方針

成長する上でとても大事な、他者との触れ合いを大切にし、異年齢児に
も自然に関わっていけるような心が育つよう保育を行います。
保育にリトミックや季節の歌など音楽を取り入れ、子どもたちの感性
が豊かになるよう保育を行います。
園便りやお知らせは紙面で都度配布します。緊急時や〆切があるもの
は、オフィシャル LINE でお知らせすることがあります。

お知らせ、配布物

連絡帳に園から個別にお知らせする場合、確認印をお願いします。
現金での料金の支払いがある場合は、所定の封筒に入れ、登園時に職員
に手渡しでお支払いください。
また、封筒は領収書の代わりになります。
紛失、破損等あった場合は早めにお知らせください。

【ひよこ組（0 歳）
・うさぎ組（1 歳）・こあら組（2 歳）
】
0 歳～2 歳までは発達の上で様々な大きな変化が生まれる時期です。発達は
保育方針

個人差があり、子ども園では一人ひとりの心身の成長を見守り保育を行って
いきます。子どもたちが無理なく生活できるように、園と保護者の方が情報
共有しながら保育を進めていきます。

体調面

登園時に、その日の食事･排泄･健康状態等をお聞きしますので、毎朝口頭で
知らせて下さい。
（特に体調の悪い時は家庭での様子を必ず知らせて下さい。
）
一人で食べ、飲めるように指導します。お箸の指導は 2 歳ごろから始めます。

食事面

毎日持ってくるもの：下記の物を給食袋に入れて持参ください。
スプーン・フォーク（ケースに入れて持参下さい）
・コップ･エプロン･ナフキ
ン（ハンカチ大）※乳児で哺乳瓶がある方は、個別にお知らせします。
紙パンツ等は発達やお子様の状況を見て、徐々に取れるようにします。０才
児以外は紙パンツを取れるよう発達に応じ指導をして行きます。排泄面は、

排泄面

家庭での協力も必要となります。様子の紙を通して園での様子をご確認くだ
さい。
紙パンツを使っている方は、毎日５～６枚と汚れ物入れ用のビニール袋。
布パンツに移行している方は、汚れ物を入れるビニール袋を 2 枚程度。使用
済の紙パンツは毎日返却しますので、ご家庭で処理してください。
午睡時の事故が起きないように、常に複数人で睡眠中の見守りを行います。
呼吸チェックや、うつ伏せ防止などの対策をしています。午睡は昼食後、順

睡眠
（午睡）

次行います。
（月齢や食事の時間に応じて 12 時 30 分頃から）
春季・冬季は午睡用にベビー毛布のみ持参して下さい。基本的に園で管理し
ますが、長期休み前にお返しています。
夏期はバスタオルを持参ください。毎週末に返却します。敷布団は園で用意
しております。
・連絡帳・出席ノート・様子の紙・お便りばさみ（書類配布後）

その他

→満 2 歳までは、園でのお子様の様子を記載した「様子の紙」を毎日記載し、

必要な物

降園時にお渡しします。様子の紙の綴りは毎日確認しご持参ください。
・口拭き用タオル、お手拭き用タオル
＜衣服について＞
衣服の着脱は一人で出来るよう目指します。また、シャツはボタンの無い着
やすい物、ズボンは自分で脱ぎ履きし易い物をご持参ください。
肌着･パンツ･上着（T シャツなど）
・ズボン ※各２組
靴（一人で履きやすいもの）

※その他時期ごとにお知らせする場合は、園便りやクラス担当からそれぞれご連絡いたし
ます。不明点があれば、気軽にご質問ください。

【ぱんだ組（3 歳）
】
1 学期（4 月～7 月）、2 学期（8 月～12 月）、3 学期（1 月～3 月）の
3 期に分けて保育・教育を実施します。衣服（制服や着替え）の着脱や、
排泄、食事など生活習慣の定着を目指し保育を行います。保育教諭や友
保育方針

達と遊ぶ中で自分のしたいこと、言いたいことを言葉や行動で表現で
きるようになることを目標にします。また、ひがし子ども園では歌うこ
とや、楽器に触れる機会を徐々に増やし、豊かな感性を育めること目指
します。日々の子どもたちの成長の変化がとても楽しみな時期です。ご
家庭と情報共有しながら保育を行いますので、よろしくお願いいたし
ます。
ぱんだ組は、登園後、朝の準備を行います。朝 9 時から体操し、その後

登園について

活動が始まります。子どもの生活リズムを作るためにも 9 時前の登園
のご協力をお願いします。
給食袋の中に下記の物を入れて持参ください。

毎日の持ち物
（鞄に入れて持
参ください）

スプーン、フォーク・お箸（ケースに入れて持参下さい）
・コップ･ナフ
キン（ハンカチ大）
・手拭きタオル・スタイ（エプロン）
ハンカチ 2 枚（衛生面を考慮し、給食後ハンカチを交換しています。
）

連絡帳、出席ノート、お便りばさみ（配布後）
制服（春季、秋季、冬季）※左記の時期は着用して登園ください。
衣類

体操服（夏季）

（衣替えのお知

【夏季】体操袋の中に下記を入れて持参ください。

らせは園便り等

着替え一式（肌着、半袖上着、パンツ、半ズボン）

で行います。
）

ビニール袋 2 枚程度（汚れた衣類を入れるため）
【春季、秋季、冬季】体操袋の中に下記を入れて持参ください。
着替え一式（肌着、長袖上着、パンツ、長ズボン）

【夏季】水遊びをする場合は都度持参するものをお知らせします。
その他持ち物

歯ブラシ・うがい用コップは 5 月頃の園医歯科検診後持参（お知らせ
します。
）※歯ブラシは新品と交換するため学期末に返却します。

※その他時期ごとにお知らせする場合は、園便りやクラス担当からそれぞれご連絡いたし
ます。
◆体操服袋（参考例）
（縦 30ｃｍ以上 横 40ｃｍ以上）

◆給食袋（参考例）
（縦 23ｃｍ 横 20ｃｍ程度）

【きりん組（4 歳）
、ぞう組（5 歳）
】
1 学期（4 月～7 月）
、2 学期（8 月～12 月）、3 学期（1 月～3 月）の 3
期に分けて保育・教育を実施します。ひがし子ども園では、きりん組か
保育方針

ら 2 階での生活が始まるため、1 学期は生活習慣の向上に努めます。基

（きりん組）

本的な生活習慣を身につけることで、自分で考えながら行動すること
ができるよう指導していきます。また、保育教諭や友達とのかかわりを
深め、友達の気持ちに気付いたり、集団で行動する楽しさを感じること
ができるようになることが目標です。春からは秋の運動会に向けて本
格的なフラッグの練習を体験し、発表会や音楽活動を通し自信をもっ
て進級できるよう活動していきます。
1 学期（4 月～7 月）
、2 学期（8 月～12 月）、3 学期（1 月～3 月）の 3

保育方針

期に分けて保育・教育を実施します。就学前となることから、文字の読

（ぞう組）

み書きの指導、英会話教室への参加が始まります。行事では和太鼓演奏
や、鼓隊、合奏などを通して、友達と協力する楽しさを体験し、自己肯
定感を高め、様々な事に挑戦し自信を獲得していくことを目標にしま
す。就学前の大切な一年となります。小学校への環境に無理なく入れる
ように、保護者の方との意見交換を大切にしていきます。
登園後 8 時 30 分頃から二階に移動し、朝の準備を行います。朝 9 時か

登園について

ら体操し、その後活動が始まります。子どもの生活リズムを作るために
も 9 時前の登園のご協力をお願いします。
給食袋の中に下記の物を入れて持参ください。

毎日の持ち物
（鞄に入れて持
参ください）

お箸（ケースに入れて持参下さい）
・コップ･ナフキン（ハンカチ大）・
手拭きタオル
ハンカチ 2 枚（衛生面を考慮し、給食後ハンカチを交換しています。
）

連絡帳、出席ノート、お便りばさみ（配布後）
制服（春季、秋季、冬季）※左記の時期は着用して登園ください。
衣類

体操服（夏季）

（衣替えのお知

【夏季】体操袋の中に下記を入れて持参ください。

らせは園便り等

着替え一式（肌着、半袖上着、パンツ、半ズボン）

で行います。
）

ビニール袋 1 枚程度（汚れた衣類を入れるため）
【春季、秋季、冬季】体操袋の中に下記を入れて持参ください。
着替え一式（肌着、長袖上着、パンツ、長ズボン）

【夏季】水遊びをする場合は都度持参のものをお知らせします。
その他持ち物

歯ブラシ、うがい用コップ

※歯ブラシは新品と交換するため学期末

に返却します。
※その他時期ごとにお知らせする場合は、園便りやクラス担当からそれぞれご連絡いたします。

