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保 育 理 念

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。

その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. 自然や社会の中で、自ら考え、行動し、生きる力や自主性を培います。

2． 集団生活を通して社会性を学び、挨拶などの基本的生活習慣を身につけ、人に

対する思いやりと信頼感を育てます。

3． 健康な心と体をつくるために、食育や園外保育を通して食への感謝の気持ち、

命の大切さを学びます。

4. 様々な体験を通し、豊かな感性、自然や社会についての興味や関心を育て、

それらに対する豊かな心情や思考の基礎を養います。

0～2歳の経験は、その後の人生にお

いて生涯に渡って影響を与え続ける

とても重要な時期です。

愛情をたっぷり注ぎ、毎日の給食を

吟味し、元気に遊べる環境を整えて、

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。私たちの役割は、

その育ちをよりよい方向にそっと手助けすることです。

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

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

士から個々への声かけや、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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・お花見(散歩)

年間行事

あーす保育園の一日

・こどもの日
・母の日

・歯科、内科健診
・歯の衛生週間
〇保育参加

・七夕
・水遊び
プール遊び

・水遊び
プール遊び

・引き取り訓練
・敬老の日
〇運動会

・お弁当会
・ハロウィン

・勤労感謝の日
・秋祭り
・歯科、内科健診

○印は保護者参加行事です。

・お正月あそび
・初詣

・節分会
・お別れ遠足

・ひなまつり会
○卒園式

〇おたのしみ会

順
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登
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朝
の
お
や
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主
活
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朝
の
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昼
寝
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り
の
会

サ
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レ
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後
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15：00
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次
降
園

自
由
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16：00

閉

園

19：15
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18：15

延
長
保
育

＊食育（クッキング）、お誕生日会は、定期的に行います。



☆対象年齢/０歳児(生後57日)～2歳児クラス

☆開園時間/7：15～19：15

（保育標準時間）

7：15～18：15 延長保育/18：15～19：15

（保育短時間）

9：15～17：15 延長保育/ 7：15～ 9：15

17：15～19：15

☆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
が必要です。

☆延長保育時間

保育標準時間/18：15～ 19：15

保育短時間/     7：15～ 9：15

17：15～19：15

☆延長保育料

月極 月額保育料の一割程度

一時 500円/1時間（標準時間）

100円/1時間（短時間）

⚫延長保育時間内におやつを提供します。

料金は保育料に含まれています。

⚫変更の際は園までお知らせください。

⚫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

延長保育を実施します。

保育料は、保護者の区民税所得割額を基に中野区により決定されます。

（納入方法）

原則として口座振込です。

※振り込み手数料は保護者様負担となります。

（諸経費）

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

連絡帳バインダー 紛失・破損時 1000円 紛失・破損で2つ目を必要とする場合のみ

帽子 全園児 1000円 希望者のみ

ＩＣカード 全園児 300円 紛失・破損した場合

※保育料の内訳は当月保育料・前月延長保育料・当月実費料です。

※上記のほか、園外保育（遠足）費用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（封筒の中に入れて）お知らせいたします。封筒は園まで返却をお願い致します。
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【書類】

⚫入園申込書

⚫重要事項説明書

⚫あーす保育園利用契約書

⚫保育園利用予定表(月ごと)

⚫児童票、健康記録票、年齢別経過記録票

⚫お子様について（生活記録など）

⚫食事チェック表

⚫入園時健診診断書

⚫個人情報取扱承諾書

⚫保険証、乳児医療証のコピー

⚫母子手帳のコピー（お名前、出生記録、最終健診）

⚫園児引取り登録カード・園児引取り記録

⚫日本スポーツ振興センター災害共済給付制度

加入同意書

用意するもの

保育園に置いておくもの

●０歳児は敷布団１枚(１歳からは園のコットを使用)

●タオルケットまたはバスタオル(午睡用)を２枚(内１

枚は四隅に平ゴム付き)

●着替え（上下、肌着）記名付きビニール袋に入って

いる……２組

●帽子（散歩用）

●おしりふき １パック

（使い切りましたら職員がお伝えしますので、持参
をお願いします）

●紙オムツ10枚（記名したもの）

●避難時用の靴を保育園で保管しますので、一足園へ

お持ちください。

毎日持ってくるもの

●口拭き用タオル１枚 （食事用・おやつ用）

＊０歳のみミルク飲み用ガーゼも持参ください。

●うがい用コップ:ひも付きの袋入り（２歳児のみ）

●着替え（上下、肌着）記名付きビニール袋に入って

いる……１組 ※脱いだものが２組返されたら、翌

日着替えを２組ご持参ください。

●紙オムツ（記名したもの５枚）

●連絡帳

＊食事用エプロンは園でご用意します。

*哺乳瓶、ストローマグ、お茶用のコップは、園のも

のを使います(ミルク、お茶等は園でご用意します）。

☆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。

☆毎日必要なものは、洗ってお持ちくだ

さい。

☆降園の際は、お荷物のご確認をお願い

いたします。

入園時に必要な書類・購入品

【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（980円）

⚫ 登園届、登園許可証明書についての書類

【購入品】

⚫帽子（希望者のみ）
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登降園について

⚫朝、ご自宅で検温してから9：00までに登

園してください。

⚫登園、降園時はICカードでタッチをお願い

します。カードは園保管ですので、持ち帰り

の無いようお願いします。

⚫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(37.5℃以上の熱が出た場合

はお休みになります)。

⚫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、誤嚥の可能性があるのでご遠慮くださ

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。

⚫遅刻・欠席をされる場合は、給食・活動等

の準備確認が有りますので、8：30までに

ご連絡ください。

服装について

⚫1,2歳児は着脱の自立のため、脱ぎ着しやすい
上下に分かれた服装(肌着も含)でお願いいたし
ます(０歳児は歩けるまでロンパース可)。

※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。

⚫ 登園は基本的に靴でお願いします。夏、冬
にサンダルやブーツ、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。

⚫髪の長いお子様で髪を結ばれる場合は、誤飲
の原因となりますので、飾りが何もついてい
ない物でお願いいたします。

体調不良について

⚫ 保育中、発熱（37.5℃以上）・嘔吐・下痢等
お子様の具合が悪くなった場合は、保護者様
にご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、所定の用紙「意見書(医師記入)」
の提出が必要となります

投薬について

⚫ 投薬は、安全のため原則保育園では行いません。
医師に１日朝晩２回で処方してもらってくださ
い。

・昼に投薬しなければならない状況で、医師の指示
書が出ている場合は、ご相談ください。投薬依頼
書をお渡しします。

・保育園に連絡なく持参されたお薬は、投薬するこ
とができませんのでご了承ください。
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健康診断

（定期健診）
⚫年に2回、内科医による健康診断を行います。
⚫年に2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。



送迎について

お子様の送迎の際にベビーカーを保育園敷地内
に置いていくことができます。

＊自転車は駐輪することができませんので、お
近くの駐輪場をご利用ください。
又、ベビーカーの盗難・破損についての責任は
負えません。

保険について

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。

1.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

〈希望者のみ〉

2.保険の種類：「災害給付」
独立行政法人日本スポーツ振興センター

負担金 （保育園） 140円/年間
（保護者） 210円/年間

※詳しくは別紙にて

冷暖房について

冷暖房は気温、湿度を考慮し適切な温度設定に
て使用します。

安全・避難場所

⚫防犯上、施錠しています。インターホンをご
利用ください。

⚫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。

⚫施設内には消火用設備、110番非常通報装置を
設けております。

＜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地域避難場所・・第八中学（鷺ノ宮4-7-3）
②広域避難場所・・公社鷺ノ宮西住宅一帯

（鷺ノ宮体育館、鷺ノ宮運動公園）
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給食・おやつについて

⚫給食と午後のおやつは、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）

※延長保育の場合は、上記とは別に18：30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。
原則として代替食は提供しません。

※アレルギーの方は医師の診断書が必要となりま
す。



お問い合わせ

※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、お電話
意見箱でも構いません。

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。また、区にも
お知らせ下さい。

ＭＥＭＯ

連携施設
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決まり次第、ご報告いたします。
あーす保育園 鷺ノ宮

〒165-0032
東京都中野区鷺宮4-34-9
ライフコート鷺宮１F
TEL:０３－５３５６－７３４１
FAX:０３－５３５６－７３４２


