
令和3年度 入 園 の し お り



保 育 理 念

生き抜く力 一人一人を温かく受け止め、個性を認める保育を大切にし

自ら考えて行動できる「生き抜く力」を培います

子どもらしい子どもに

育てたい。

あいさつやしつけはしっかりと

でも子どもの目はきらきらして

いる。そんな子どもらしい子ど

もを目指します。

子どもはとてもまっすぐで

素直な感性のまま生きています。

このまっすぐな感性をそのまま

健やかにまっすぐ伸ばしていけ

るよう活動を行います。

心も体も
健康で
丈夫な
子ども

明るく
素直に

感謝と反省
ができる
子ども

創造力
豊かな
子ども

保育の目標

1. 子どもの様々な欲求を満たし、人に対する愛情や信頼感を育て、生命の保持

情緒の安定を図ります

2. 園生活を通じて、基本的な生活習慣や態度を養います

3. 様々な体験を通し、自然や社会についての興味や関心を通じて、自主性や

豊かな感性、道徳性を培います

４．言葉への興味関心を育て、豊かな気持ち、豊かな言葉を育て、思考の基礎を

培います

5. 健康な心と体をつくるために、食や園外保育を通して、命の大切さ、感謝の

気持ちを学びます

0～2歳は、その後の人生において

生涯渡って続く影響を与えるとても

重要な時期です。

愛情をたっぷり注ぎ、毎日の給食、

元気に遊べる環境を整え、豊かな

心、丈夫な身体を育みます。
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保育の特色

すべての子どもたちは「自ら育つ力」を持っています。私たちはその育ちを

よりよい方向にそっと手助けする役割です。

より豊かに、大人になって生きる力を大きく育てたい。

その想いからアピカルではほとんどの園でサントレ教育を取り入れています。

サントレ教育 （言葉の教育）

サントレ教育は漢字を使用した教材です。

文字の学習ではなく豊かな内面を養育することを目的としています。

まず、クラシック音楽を聴きながら心静かに瞑想します。

この時間は保育士の声かけや触れ合いを通した愛着形成の大切な時間です。

その他、俳句や童謡、昔話などさまざまな“言葉”を目で読み、声に出し、

耳で聞きながら、豊かな感性や表現力などをすこやかに育んでいきます。

楽しく遊び感覚で、心や知性を磨くユニークなプログラムを取り入れ、

子どもたちの将来につながる基礎力をしっかりと養っていきます。

乳幼児期に「自分は愛されている、守られている」

という自信が定着すると、生涯にわたって

「人を信じる心」を持つことができます。
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リトミック
リトミックとは、リズムを使って、音楽を体で体験し想像力や表現力を養い、心と
体の調和を作り出す総合教育です。
みんな同じように振りつける音楽教育とは違い、リズムを聞いて、自分が感じたよ
うに自由に表現します。
このリズム運動を通して、集中力、想像力、反応力や表現力、
さらに、心のイメージを体で表現することにより、心身の調和を作り出します。

あーす保育園では、日常保育の中で、保育士
によるリトミックを多く取り入れています。

食育（クッキング）
あーす保育園では食育に力を入れています。国
産の食材にこだわり安心・安全な給食を提供す
ると共に、その一環として2歳児クラスでは月
に1度、クッキングを実施しています。
火を使わない簡単な野菜の皮むきや食材混ぜな
どに挑戦します。

クッキングや栄養士・調理師との交流を通じて、
子ども達の食への関心を育てたいと考えています。
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英語であそぼう

あーす保育園では月２回、英語講師に来てい
ただき、「英語で遊ぼう」を実施しています。

これからの日本もグローバル化が進み、英語を話すこと
が当たり前の時代がやってきます。歌やゲームなど遊び
を通して、英語を聞く・見る・話すなど、幼児期から英
語に親しむ環境は大切になってきています。



4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月 1月 2月 3月

○入園・進級式

年間行事

あーす保育園の一日

・端午の節句
○個人面談

・歯科健診
・内科健診

○夏まつり プールあそび ○運動会

○保育参観
・内科健診

・勤労感謝の日
・遠足

○印は保護者参加行事です。

・お正月 ・節分 ・ひなまつり
○お別れ会

○クリスマス
発表会
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☆対象年齢/3ヶ月～2歳児

☆開園時間/7：00～19：00

（保育標準時間）

7：00～18：00 延長保育/18：00～19：00

（保育短時間）

8：30～16：30 延長保育/7：00～8：30

16：30～19：00

☆休園日/日曜日・国民の祝日・休日

年末年始（12/29～1/3）

対象児・保育時間 特別保育について

（延長保育）

延長保育をご利用の際は、園に延長保育利用申込
書の提出が必要となります。

☆延長保育時間☆

保育標準時間/18：00～19：00

保育短時間/ 7：00～8：30

16：30～19：00

☆延長保育料☆

月額4000円 250円/30分

⚫18：00になったらおやつを提供します。料金は
保育料に含まれています。

⚫変更・辞退の際は園までお知らせください。書
類をお渡し致します。

⚫料金は保育料と合わせて徴収いたします。

保育料について

ご利用について

延長保育・障がい児保育を実施します。

保育料は、保護者の所得（市町村民税）によって福岡市が決定します。

（納入方法について）

基本的には口座振替になります。振り込みをご希望の方は園までお知らせください。

その際、振り込み手数料はお客様負担となります。

（諸経費について）

下記の表の通りです。保育料と合わせて徴収いたします。

費 目 対 象 費 用 備 考

教材・行事費 全園児 毎月 500円 製作に使用する画用紙・アルバム代等

サントレ絵本代 2歳児のみ 毎月 660円 サントレをする時に使用します

帽子 全園児 950円 最初の保育料で請求します

お便りポーチ 全園児 270円 最初の保育料で請求します

汚れ物入れ用ビニール袋 全園児 110円 最初の保育料で請求します

連絡帳バインダー 紛失・破損時 650円 紛失・破損で2つ目を必要とする場合のみ

保険代 希望者のみ 年間 210円 日本スポーツ振興センター 災害給付

ICカード 紛失・破損時 300円 紛失・破損で2つ目を必要とする場合のみ

※保育料の内訳は当月保育料・当月実費料・前月延長保育料となります。

※上記のほか、園外保育（遠足）のバス代など必要な実費については、随時お知らせします。

※毎月の保育料は月初にお手紙にて（袋の中に入れて）お知らせいたします。

袋は園まで返却をお願い致します。

※振替先が変更になった場合は園までお知らせください。
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用意するもの

置いておくもの

⚫ タオルケット（お昼寝で使用します） 1枚
※バスタオル可

⚫ お昼寝用ベットシーツ（1・2歳児のみ） 1枚

(説明書がありますので、作成をお願いします）

⚫ 着替え（上下、肌着） 2組

⚫ 帽子

⚫ フェイスタオル 33×73 程度のもの（着替えが必要な
状態や濡れた時に体を拭くために使用します）

⚫ 歯ブラシ 1つ （0歳児はいりません）

◆ 紙オムツ 0歳児1パック（1・2歳児は毎日登園時に5枚

持って来て下さい）

◆ おしりふき 1パック

◆ ビニール袋1パックサイズ：35×25 程度のもの

各自の使用でなく、全体で使用します。（汚れもの入れ）

◆ ぞうきん 2枚

◆ 箱ティッシュ 2箱

※◆は不足した際、お知らせしますので持参をお願いします。

毎日持ってくるもの

⚫ 0歳→ガーゼ3枚

食事用エプロン3枚（離乳食児のみ）

⚫ 1・2歳→ハンドタオル 25×25 程度の大きさ 3枚
（食事用・おやつ用） ガーゼ不可

※電解水での消毒を行っておりますので、多少の
色落ちの可能性がございます。ご了承ください。

⚫ 手拭きタオル（ひも付き）30×30  程度の大きさ

⚫ 食事用エプロン（1・2歳） 1枚

⚫ 汚れ物入れ用ビニール袋（個人持ち）

⚫ お便り帳

⚫ お便りポーチ

⚫ 1・2歳児は毎日登園時に紙オムツを5枚持って来て

下さい。

⚫ 布おむつは、設備上対応していません。

☆全てのものに必ず大きく記名をお願いいたします。

☆タオルケット・帽子は休日前に持ち帰り洗濯して

ください。週明けに忘れずにお持ち下さい。

☆ビニール袋・ぞうきん・箱ティッシュは全体で使用

させて頂きますので、記名は不要です。

☆毎日必要なものは、洗って持って来てください。

☆汚れ物入れ用のビニール袋（個人持ち）は

内側を洗う、または消毒をして持って来て下さい。

☆持ち物は定期的に新しいものに変えてください。

☆お便りポーチ（270円）

汚れ物入れ用ビニール袋（110円）が

紛失・破損した場合は。保育園で購入が可能

です。

入園時に必要な書類・購入品

（書類）

⚫個人票

⚫個人調査票

⚫入園時健診診断書（3ヶ月内母子手帳でも可）

⚫母子手帳（写し）※出生証明書の部分

⚫個人情報取扱承諾書

⚫延長保育利用申込書（希望者のみ）

⚫緊急連絡先

（園から渡すもの）

⚫ 連絡帳

※紛失・破損等で2つ目を必要とする場合は

自己負担となります（650円）

（購入品）

●お便りポーチ

⚫ 帽子

⚫汚れ物入れ用ビニール袋

⚫ サントレ教材（2歳児のみ）
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記名についてのお願い

園では持ち物の記名をする場所を指定させて頂きます。フルネームを漢字で大きく記名してください。
記入の方法は油性ペンやスタンプ、縫い付けるタイプの物など特に指定はありませんが、定期的にチェックし、

消えかかっている場合には再度記名してください。

ビニール袋・ぞうきん・箱ティッシュは保育園全体で使用させて頂きますので、記名は必要ありません。

● タオルケット・フェイスタオル

ハンドタオル

手拭きタオル

(手拭きタオルのみひも付き)

タグ部分または記名欄に記入

● 紙オムツ

1枚ずつ記入

● おしりふき

パッケージの表に記名。

●帽子

記名欄に記入。

●着替え(上下、肌着)

タグ部分に記名。

※紛失の原因になりま

すので、必ず記入して

下さい。

● 歯ブラシ

柄の部分に記入。

● 食事用エプロンの

前とタグ部分に記入

● お昼寝タオル（敷布団）

引っ掛けられるゴムをつけてく
ださい（隅に四カ所）

７



登降園について

⚫登園は８：５0までにしてください。

⚫朝、検温して登園してください。

⚫体調やその他気になることは、連絡帳に記入し
てください。

⚫登園の際、不要なものは持たせないでください。
（おもちゃ、お菓子等）

⚫パンやガム、ジュース等飲食しながらの登園は
ご遠慮ください。
⚫授乳の必要がある方は保育士にご相談ください。
⚫保護者以外の方のお迎えの際は、園に必ずご連
絡をお願いします。
※初回は必ず身分証の提示をお願いします。

⚫給食・活動等の準備確認が有りますので、遅
刻・欠席をされる場合は、9：00までにご連絡
ください。

⚫登降園の際にICカードを導入しております。時
刻及びお子様の健康状態を入力していただきま
す。ICカードは園の物になりますので、自宅に
持ち帰ることのないようにお願いします。万が
一、紛失した場合は300円負担していただきま
す。

服装について

⚫着脱の自立のため、脱ぎ着しやすい上下に分
かれた服装でお願いいたします。

※オーバーオール・フード付き衣服また、飾り
ボタンやひも付きのものはご遠慮ください。

※1.2歳児のお子様は下着もロンパースではなく
脱ぎ着しやすい上下に分かれたものでおねが
いいたします。

⚫ 登園は基本的に靴でお願いします。サンダ
ルやブーツは禁止です。雨の日の長靴を使用
される場合は外遊び用に靴を1足ご用意くださ
い。

体調不良について

⚫ 保育中、発熱（原則平熱より1℃以上高
い）・嘔吐・下痢等お子様の具合が悪くなっ
た場合は保護者に連絡しますのでお迎えをお
願いします。

※ またお子さまの顔色や様子が普段と違うと、
保育士が判断した場合でも、保護者の方の職
場に連絡を入れたり、お迎えをお願いするこ
ともありますのでご了承ください。

☆法定伝染病（学校伝染病）、流行性嘔吐下痢
症（ノロウィルス、ロタウィルス等）の場合
は、お預かりできません。

※嘔吐、下痢の症状がある場合、登園前に小児
科を受診し流行性嘔吐下痢症であるかを検査
後、必ず結果をご連絡ください。

※小児科によってはウィルス性胃腸炎、胃腸炎、
腸炎、嘔吐下痢症等の診断になる場合もござ
います。

※登園時は所定の登園許可書が必要となります

投薬について

⚫ お薬がある場合は、登園時に必ず保育士にご
連絡ください。
（投薬指示書及び投薬情報書をご提出くださ
い）

⚫ 連絡なく持参されたお薬は、原則投薬するこ
とができませんのでご了承ください。

⚫ お薬は原則として医師が処方したものに限り
お預かりをします。市販のものはお預かりで
きません。

⚫ お薬は一回分ずつ小分けにしてご持参くださ
い。
（投薬時間・記名を1包ずつお願いします）

⚫ 塗り薬は事前にご相談ください。

健康診断

（定期健診）
⚫年に2回、医師による健康診断を行います。
⚫年に1回、歯科医による歯科検診を行います。
⚫毎月、身体測定を行います。

※健診後、園より結果をお知らせいたします。
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保護者用駐車場

安全・避難場所

保険について

⚫火災、地震等を想定した災害防災訓練を、防
災計画に基づき毎月実施します。
⚫お子様が安全・安心に過ごせるように床は
クッションフロアを使用しています。
⚫防犯用具（さすまた）防災頭巾等を設置して
います。

（避難場所）
災害の発生状況により、一時避難場所・広域避難
場所への避難を実施します。災害発生の連絡が入
りましたら、速やかにお迎えをお願いします。

①避難場所・・保育園前広場
②一時避難場所・・警固公民館
③広域避難場所・・舞鶴公園

※①→②→③の順序で避難を考えています
※避難場所を伝言ダイヤルに残します。確認後お
迎えをお願いします

お子様の送迎の際に駐車場の使用ができます。

（注意事項）
⚫長時間の駐車はご遠慮ください。
⚫指定された場所以外は駐車しないでください。
⚫短時間の送迎であっても必ず駐車場をご利用
ください。
⚫貴重品は車内に置いたままにならないように
してください。

※駐車場は別紙参照
事故の発生を事前に防ぐため、万全の注意を払
いますが、万一の場合に備えて保険に加入して
います。

保険の種類：保育サービス業総合補償制度
保険事故：対人2億円 対事故10億円

入院1500円/日 通院1000円/日

冷暖房について

乳幼児期は、夏の暑い時期に汗をいっぱいかい
て汗腺を発達させ、冬の時期に体の熱を作る能
力を高め、暑さ・寒さを肌で感じる体験をさせ
ることが重要です。

園内に冷暖房を設置していますので、必要に応
じて冷暖房を使用します。

給食について

⚫園内給食室で作ります。
⚫おやつ・・・午前、午後2回（月～土）
⚫給食・・・お昼1回（月～土）
※延長保育の場合上記とは別に18：00におやつ
を提供します。
※おやつ・給食費は保育料に含まれます。
※離乳食はご家庭と連絡をとりながら進めます。
※献立表は前月末に配布します。
※アレルギーのお子様には除去食を提供します。
※アレルギーの方は医師の診断書が必要となり
ます。
※嗜好・思想や宗教等による除去食・代替食に
対しては設備・人員等により対応していません。
※冷凍母乳は設備上対応していません。
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＜希望者のみ＞

独立行政法人 日本スポーツ振興センター
災害共済給付制度

負担金 （保育園） 140円/年間
（保護者） 210円/年間

保健・衛生について

⚫エヴァ水は塩素を使わない最先端特許製法の
次亜塩素酸です。
⚫原材料は水と食品添加物のみで構成。安全性
を兼ね備えた除菌消臭水です。
⚫アデノウイルスや手足口病やインフルエンザ
などの様々な病原菌を殺滅する効果があります。
⚫消臭効果もあります。
⚫特許取得商品・防衛相認定商品です。

保育室にエヴァ水噴霧器を設置しています。



お問い合わせ

⚫電話受け付け時間
月～金 7：00～18：00

〒810-0023
福岡市中央区警固1-6-56 ｻｳｽｶﾞｰﾃﾞﾝ2F

あーす保育園 警固 ☎092-406-9259

※お子様が楽しく生活できるように、ご家庭とのコミュニケーション
が大切です。

お気づきのことや、保育のことについてのお悩みやご意見・ご要望は
お気軽に保育士にお伝えください。連絡帳へのご記入や、意見箱・お
電話でも構いません。

登録情報変更について

住所・連絡先・勤務先等に変更がございました
ら必ず園までお知らせください。
※入所申し込み時と状況が変わった方は、市へ
の書類提出が必要です。出産予定の場合も該当
します。「福岡市保育施設等利用のご案内」を
よく読んで、ご確認下さい。

ＭＥＭＯ

連携施設

円龍幼稚園

住所：福岡市中央区平尾4-1-1
TEL：092-531-4643

（開園時間）

9：00～15：00 （月・火・木・金）
9：00～14：00 （水）
9：00～11：30 （第2・第5土曜日）※自由登園

（休園日）

日曜日・祝祭日（振替休日も含む）

年末年始（12月31日～1月3日）

※第1・第3・第4土曜日は休園

（預かり保育時間）

☆通常保育中（月～金）

降園後～17：30 一日利用/450円
降園後～19：00 一日利用/700円
朝8時から300円

☆夏・冬・春休み時

9：00～14：00 600円
9：00～17：30 800円
9：00～19：00 1000円
朝8時から400円

（費用について）

入園料 65000円

保育料 月額 0円

給食費均等割額 月額 3100円

行事費均等割額

年長 月額 2400円

年中 月額 2300円

年少 月額 2200円

合計

年長 月額 5500円

年中 月額 5400円

年少 月額 5300円

※その他諸費用あり/施設維持費・母の会費・記
念品代・バス代（希望者のみ）

10

嘱託医

あんどう小児科医院

住所：福岡市中央区梅光園2-10-20
TEL：092-734-1189


