認定こども園白ゆり
（１）目

的 幼保連携型認定こども園として、義務教育及びその後の教育の
基礎を培う満 3 歳以上の子供に対する教育・保育と保育を必要
とする子供に対する保育を一体的に行い、子供の健やかな成長
が図れるよう環境と心身の発達を助長すると共に保護者に対す
る子育ての支援を行う。

（２）目

標 人間的成長発達を目指す生涯教育としての教育・保育を展開し
地域の乳幼児の福祉増進のため、積極的に関与する。

白ゆりの保育
にこにこ白ゆり
明るく素直な子ども

やりぬく白ゆり

みんなの白ゆり

強くたくましい子ども

友だちと仲良く遊び 思いやりのある子ども

和太鼓

なわとび・鉄棒・プール

平太鼓、宮太鼓、締太鼓、桶胴太鼓など

・発達段階に即した系統的なカリキュラムの実施

を園児全員が担当し、心を一つにした演

・二重とび、逆上がり→全園児ができるように

技をする。

・温水プールによる指導（０～５歳）

保護者ニーズに応える保育
・休日保育・延長保育・一時保育・病児保
育（自主事業）・学童保育・子育て支援セン
ター事業・岡山白ゆり発達支援ｾﾝﾀｰ連携

地域・自然と一体となった保育
・高齢者交流（老人ホーム慰問等）・地域イベント
参加・自然観察・草木染め・お泊り保育・お月見・
のとろ原キャンプ・雪遊び（蒜山等）

・外部講師(英語・歌唱・体操・造形・珠
算・音体・硬筆等）

事業者・認定こども園白ゆり概要
名称
所在地
連絡先
開園
経営主体
代表者名
園医

認定こども園白ゆり
〒701-1202 岡山市北区辛川市場 321-1
TEL.086-284-4272 FAX.086-284-4273
メールアドレス info@shirayurikai.com
昭和 48 年 12 月 1 日
社会福祉法人白ゆり会
理事長 長尾 博子
園長 石原 仁美
〇内科：浦上ファミリークリニック 医師 川島邦裕
〇内科：鳥越医院
医師 鳥越昇一郎
〇歯科：熊代歯科
医師 熊代進
〇薬剤師：熊代順子
1

利用定員 （2 ・ 3 号認定 1 号認定）
クラス
１号認定
２号認定
３号認定

１歳未満

10 人

１歳以上

3 歳児

4 歳児
15 人
120 人

5 歳児

50 人

施設・設備の概要
敷地
建物
施設の内容
施設の種類

3116.49 ㎡
鉄骨コンクリート造 2 階建て
支援ｾﾝﾀｰ室・西館・新館
保育室・遊戯室、乳児室、調乳室、ほふく室、調理室、乳
幼児用トイレ 8 箇所、屋外遊技場 2070 ㎡
冷暖房、屋内プール（2 階）
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利用の開始と利用の終了について
＜２・３号認定こども＞
○利用の開始について
当園を利用するためには、居住する市町村に保育必要事由に該当する認定を
受け、岡山市の利用調整を経て施設利用決定を受ける必要があります。また、
当園の利用申し込みをされる場合には、事前の施設見学・運営方針や保育内容
等を十分にご承知ください。
○利用の終了について
当園の利用は、以下の理由により終了します。
①
②
③

園児が小学校に入学するとき。
保護者の方の保育必要事由が無くなったとき。
保護者の方から退園の届出があったとき。
（退園届は、退園希望月の前月 20 日までに提出してください。）
④ その他、当園の利用継続に当たり重大な支障や利用継続困難な理由がある
とき。
※ご不明な点がございましたら、市町村の窓口にお尋ねください。

＜１号認定こども＞
○選考について
１号認定子どもとは、満 3 歳以上で両親の就労の有無に関係なく入園できます。
利用定員を超える入園申込みがあった場合は、以下の方法により園長が選考を
行い、入園を決定します。
①認定こども園白ゆりの教育・保育を理解している。
②兄弟姉妹が在園している。
③同法人施設（第二白ゆり保育園・岡山白ゆり発達支援ｾﾝﾀｰ・白ゆり小規模
保育園・認定こども園白ゆりの丘・ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教室白ゆり・キッズガーデン白
ゆり）に在園している。
④その他、先着順・抽選・面接等により選考する。
○利用終了について
退園したい場合、2 号認定に変更したい場合は園長に申しでてください。
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保育時間・登降園について
◎開所時間は７時００分～１９時００分です。
＜各認定区分の教育・保育時間と延長（預かり）保育時間＞

認定
１号認定
(満３歳以上)
２.３号認定

教育・保育時間
９：００～１５：００
７：００～１８：００

延長（預かり）保育時間
７：００～９：００
１５：００～１９：００
１８：００～１９：００

保育標準時間

２.３号認定
保育短時間

９：００～１７：００

７：００～９：００
１７：００～１９：００

＜登降園について留意していただくこと＞
登園時間
登園は保護者同伴で９時００分までにお願いします。
１号認定・保育短時間の方は９時００分以降の登園です。
欠席・遅刻
欠席の連絡は必ずしてください。
登園が遅れる場合も連絡をお願いします。
お迎えが遅れ 原則として各区分の保育・教育時間内のお迎えをお願いします
る場合
が、お迎えが遅れる場合は連絡をお願いします。
連絡がなく、時間を超過した場合は自動的に延長（預かり）保
育になりますのでご了承ください。
※＜各認定区分の教育・保育時間、延長（預かり）保育時間＞
を参照
毎朝の検温
登園時に検温を必ずお願いします。
体調の確認
登園前にご家庭で「機嫌はどうか」
「発熱はないか」
「食欲の有
無」「排便の状態」などいつもと様子が違うか確認してくださ
い。
※看護師にご相談くだい。
感染症になっ 麻疹（はしか）・水痘（水ぼうそう）・流行性耳下腺炎（おたふ
た場合
くかぜ）・インフルエンザ等学校保健法で指定の感染症にかか
った場合は、登園停止期間を経過してから、医師に治癒証明証
を記入してもらい登園してください。
※治癒証明証は当園にあります。
発熱のある場 熱が３７．５℃以上ある場合、は登園を控えてください。
合
※看護師にご相談ください。
薬について
原則、薬は当園の職員が園児に薬を内服させたり、塗り薬を塗
布することはできません。
保護者の方が、飲ませに来ていただくか、病児保育での利用で
は薬の内服・塗布は可能です。
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提供する保育と料金について
◎保育について
○延長（預かり）保育…＜各認定区分の教育・保育時間と延長（預かり）保育＞
を参照

・１時間 350 円
※土曜日・休日の延長保育は実施していません。
※保育料と一緒に口座引き落としになります。
※申し込み書が必要になります。
○休日保育…休日仕事があり家庭での保育ができない場合保育します。
休日保育のご利用については完全予約制です。
前月の 23 日までに予約を入れてください。
代休を未記入の方は、受付けはできません。
※ 原則、保育士 2 人で保育します。定員（10 名）に達しますとお断りす
る場合があります。

1 月１・２・３日は休園です。
＜持ち物＞ 簡易給食・おやつが出ます。お弁当はいりませんが、水筒は
持って来てください。
＜費 用＞ 当園園児で、代休をとる場合は無料です。
※その週に代休をとっていただきまが、どうしてもとれない場合は、有料
となります。
※当日に利用を取り消す場合は、キャンセル料として 1,000 円いただきま
す。
＜一時料、休日＞
《料金表》
3 歳未満児
3 歳以上児
当園園児
4,000 円
2,000 円
他園園児
5,000 円
5,000 円

○学童保育…中山中学校区の小学校 6 年生までを対象に、放課後の学童保育を
します。詳細は、園の方におたずね下さい。
○一時保育…家族の急病、介護、来客、保護者の短期労働、冠婚葬祭、出産、
リフレッシュなど、一時的に保育が必要な方を対象に行っていま
す。お近くでお困りの方がおられましたらお知らせください。
＜料 金＞…一 日 4,000 円 (8:30～17:30)
半 日 2,000 円 (8:30～13:00) or (13:00～17:30)
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○ 子育て支援センター事業について（詳しくはセンターだよりをご覧ください。）
・子育てサロン（センター保育、絵本の読み聞かせ 他）
・園庭開放
・地域交流イベント ・出張保育
・育児講座
・育児相談
・就学相談
○ 病児保育…自主事業で行っています。医師の診察を受け、病児保育で保育
を受けてよい回復期にある病児をお預かりします。
詳しい内容などは、お問い合わせください。
○ 土曜日保育…両親とも勤務があるなど、家庭保育ができない園児のみ保育
します。1 号認定の方はお休みです。

◎当園と保護者の連絡について
○月末に翌月の「家庭連絡」を配布します。行事・連絡事項などをお知ら
せしますのでご確認ください。
○クラスだよりは、5 月・ 7 月・ 9 月・ 11 月・ 1 月・ 3 月に配布します。
※掲示版・かばんの中をご確認ください。

◎保護者会について
『保護者会』は保護者の方と委託契約をし園が保護者会費を 4 月に年会費

として 6,000 円を徴収します。
保護者会については、年に 4 回（5 ・ 7 ・ 9 ・ 3 月）に役員会があります。
当園からは、園の運営方針、子供たちの様子、行事などお知らせします。保
護者の方からのご意見を頂いたり、意見を交換する場としています。

◎健康診断について
（１）内科検診・歯科検診
年 2 回園医が内科検診をします。
年 1 回園歯科医が歯科検診をします。
結果につきましては、児童票に記載します。
（２）身長・体重測定
毎月１回身体測定をします。結果は、児童票・連絡帳に記載します。
（３）尿検査の提出があります。
（４）園薬剤師が、環境衛生・医薬品管理についての指導。
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◎利用料・雑費について
銀行引き落としをする料金
毎月 25 日に口座引き落としになります。
・利用料（保育料）・・・岡山市利用者負担額表参照
・給食費・・ 5,000 円 おやつ費・・ 2,000 円（1 号認定の方のみ）
・スポーツ振興センター加入・・・ 200 円
・延長保育料金
・お米代（ゆり、ばら組 500 円 きく組 380 円）
・行事費（遠足等）
・布団リース代・クリーニング代・・・ 500 円／月

園で集金する料金
・保育用品・・・・現金引換え
・硬筆料・・・・・ 1,000 円／1 ヵ月
・ゆり組は 4 月、ばら組は 5 月から始めます。
・写真代はその都度集金

※口座引き落としの手続きについて
保護者の方が持たれている中国銀行の口座から引き落としができるように
手続きをお願いします。中国銀行の口座がない場合は、口座をつくっていただ
くようお願いいたします。
入園時に「貯金口座振替依頼書」に記入提出をお願いします。

※利用料（保育料）等の滞納について
３ヶ月以上の利用料（保育料）の滞納がある場合は、退園してもらう場合が
あります。又、当法人の顧問弁護士の森脇法律事務所より連絡がある場合があ
ります。
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給食について
児童の年齢により下記のとおり食事を提供しています。
当 園 の 給 食 乳幼児の心身の健全な発達を助け、季節の食材や行事食を取り
の方針
入れるなど食文化へのふれあいを通し、食への理解を深めるこ
とを念頭に置き自園調理の食事を提供する。
昼食・おやつ ・献立表・給食たより・・毎月月末に翌月に保護者に配布
ア レ ル ギ ー ・ｱﾚﾙｷﾞｰが疑われる場合、医療機関での検査結果・「アレルギ
等への対応 ー児童調査票」を当園に提出してください。
個別にご相談の上、検査結果・調査票に基づき除去可能なもの
は、除去食・代替食で対応いたします。
・複数の除去対象がある場合は、お弁当を持参してもらう場合
があります。
衛生管理等 ・特定給食施設事業開始届を岡山市保健所へ提出済みです。
・調理員及び乳児保育担当職員は、毎月検便を行っています。

栄養給与目標（給食・おやつでとりたい栄養量の目安）

3 歳未
満児
3 歳以
上児

エネルギー

蛋白質

ｋｃaｌ

ｇ

463

20

脂質
ｇ
15

574

24

18

カルシウム
ｍｇ

鉄分 ビタミン

B１

B2

C

ｍｇ

ｍｇ

ｍｇ

㎎

Ａyｇ

225

2.3

200

0.25 0.28 18

270

2.5

225

0.31 0.34 18

○さくら・もも・うめ組は完全給食です。『ゆり・ばら・きく』組は副食給食です。

お昼寝について
○ さくら・もも・うめ組は、お昼寝をします。
○ きく・ばら組は休息をします。
○ ゆり組はお昼寝をしません。
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認定こども園白ゆり給食年間計画
年間目標
・バランスの取れた献立の実施をする。
・食事マナー（箸、スプーンの持ち方など）を向上させる。
・新しい食材と出会い、好き嫌い無く、なんでも食べられるようにする。
・食材を大きめに切る。よく噛める食材を出すことで、噛む力を向上させる。
月

目標

指導上の留意点

関連行事

季節の食材/メニュー

4

こども園の給食に慣れる

子どもの好きな献立を出来るだけ取り

入園式

さわら、たけのこ、

春野菜の煮物、新

入れ、早く集団生活に慣れるようにす

よもぎ、いちご、

じゃがのそぼろ

る。

さやえんどう、新

煮、たけのこご

食事の基本的習慣や態度を身につける。 端午の節句

玉ねぎ、春キャベ

飯、山菜おこわ、

ツ、グリーンアス

いちごジュース

5

正しい食生活を身につける

パラ、新じゃが

6

よく噛んで食べる

カルシウムをふくんだ献立にし、よく噛

虫歯予防デー

んで食べるように工夫する。
7

8

夏野菜を味わう

何でも食べて体力をつける

季節の食材を多く取り入れる。

夏バテを防ぐために、食欲が落ちない工

七夕、夏祭り

お盆

トマト、きゅうり、ピ

手作りふりかけ、桃

ーマン、さくらんぼ、

ジュース、とうもろ

桃、枝豆、スイカ、メ

こしご飯、オクラ納

ロン、とうもろこし、

豆、ゴーヤチャンプ

オクラ、なす、かぼち

ルー、豚肉となすの

ゃ

炒め物、かぼちゃコ
ロッケ

夫をする。
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夏バテ回復と健康づくりを

夏バテ回復に、栄養バランスを考える。 十五夜

さば、マスカッ

さんまの蒲焼、

ト、なし、さん

やきいも、スイ

ま、くり、さつ

ートポテト、豚

まいも、さとい

汁、ピーナッツ

も、白菜、みか

バター、さつま

ん、きのこ類、

芋ご飯、柿なま

鮭、大根、柿、

す、手作りクリ

ごぼう、れんこ

スマスケーキ、

寒さに負けないようにしっかり食べて、 ク リ ス マ ス お

ん、かぶ、ほう

すいとん、七草

丈夫な体作りと風邪予防をする。

楽しみ会

れん草、ぶり、

粥、ぜんざい、

餅つき

はっさく、いよ

呉汁、菜の花和

体を温める献立。冬野菜を多用する。

七草、鏡開き

かん、菜の花

え

心がける
10

11

秋の味覚を味わう

感謝の気持ちで食事をする

旬の食べ物から秋を見つける。

食べることの大切さを知り、進んで食べ

運動会

収穫祭

る。
12

1

偏食のない食事をする

風邪予防と寒さに負けない
食事を考える

2

郷土料理に親しむ

節分にちなみ豆料理の工夫をする。

節分

3

環境を整えて食事を楽しむ

自分から意欲的に食べることを楽しめ

ひな祭り

る環境づくりに配慮する。
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緊急時の対応
◎子どもがけがをした時の対応
●軽症・・・・看護師・保育士が処置をして保護者の方に降園時にお伝え
します。
●病院搬送が必要と思われる場合
保護者に連絡がとれない場合には、園児の安全を最優先させ、当園がし
かるべき処置をとります。
事故発生
看護師に報告・処置
園長に報告
・救急車が必要とされる場合は連絡・搬送
・保護者に連絡
こども園から病院に搬送し受診
（看護師・保育士）

保護者に結果を報告

●通院が必要な場合
こども園でのけがで、医療機関への通院が必要となった場合は、園か
ら看護師か保育士が付き添い受診することは可能です。

賠償責任保険の加入
◎スポーツ振興センター（健康会）
入園と同時に、スポーツ振興センター（健康会）に入っていただきます。
こども園でけがをした場合、診療報酬の請求点数が５００点以上になれば、スポーツ
振興会（健康会）から、金額が負担されます。また、岡山市の「乳幼児医療助成制
度」で、就学前まで医療の自己負担が無料になっています。

◎損害保険ジャパン日本興亜

保育園総合保険
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非常災害時の対策
防火管理者
避難訓練
防災設備
防犯設備
避難場所

その他

各階ごとに配置
火災・地震・洪水・竜巻を想定した避難・消火訓練を月１回
実施します。
自動火災探知機・煙感知器・誘導灯・緊急地震速報配信サー
ビス
非常通報装置・防犯カメラ
火災：当園園庭
地震：当園新館
洪水：当園２・３階
竜巻：当園１階
ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置

虐待防止のための措置
当園は、園児に対して、暴力・わいせつ・育児放棄その他心身に有害な影響
を与える行為をしないほか、園児の人権擁護・虐待防止のため職員に対する研
修を行っています。また、児童虐待を受けたと思われる園児を発見した場合は、
速やかに関係機関に通告し、連携・協力して適切に対処します。
◎岡山市こども総合相談所（児童相談所）
岡山市北区鹿田町１丁目１番１号（岡山市保健福祉会館５階）
℡086-803-2525
◎岡山市北区北福祉事務所
岡山市北区谷万成２－６－３３
℡086-251-6530
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ご相談・ご意見・ご要望・苦情について
（１） 当園の意見・要望等対応窓口について
◎意見・要望等受付担当者 （主幹保育教諭：板野 志保）
（主幹看護師：小野田 典子）
◎意見・要望等解決責任者 （園長：石原 仁美）
◎第三者委員

（伊庭 絋一）℡086-284-1526

◎第三者委員

（熊代 健治）℡086-284-5222

※第三者委員は必要に応じて話し合いに立会います。
※相談解決の結果（改善事項）は口頭もしくは文章で責任者よりご報告申し上げます。
※面接・電話・文章等の方法により、相談・ご意見・ご要望・苦情等を受け付けます。
また、ご意見箱を設置しています。

（２） 当園以外の相談・苦情窓口について
◎岡山市岡山っ子育成局幼保運営課 指導係
岡山市北区大供１丁目１番１号

℡086-803-1227

◎岡山県運営適正化委員会（社会福祉法人岡山県社会福祉協議会）
岡山市北区南方２丁目１３番１号
（岡山県総合福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ＮＰＯ会館「ときめきプラザ」３階
℡086-226-9400
◎森脇法律事務所
岡山市北区冨田町１丁目２番３号
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℡086-226-1215

ご意見や苦情について
Q：裸・裸足保育で、紫外線が心配です。
（戸外では服や帽子をかぶらせてほしい）
A：本園では、園児の発達と成長を願い、開園２６年間裸足・裸保育の実践を続けて
います。熱中症等を含めて、皮膚科・園医・大学の先生にご相談し、十分な配慮
を心がけています。また、戸外遊びについては、７～９月の暑い日は、室内の遊
び中心としたものにしています。

Q：行事の時、小学生は来てはいけないのはなぜですか？

A：

運動会、夏祭りは小学生の観覧や参加は大丈夫です。
入園式、生活発表会は屋内での行事です。観覧の場所に限りがありますので、こ
ども園の保護者の方が観覧の場所が確保しやすいようにご協力をお願いします。

Q：個人情報については、どうしていますか？
A：園児の個人に関する情報につきましては、他人にはお答えする事はありません。
また、保護者間でも情報管理につきましては、お気をつけください。

Q :送迎時の駐車場の事故・トラブルはどう対処していますか？
A :子供さんの送迎時の事故・トラブル等は、こども園の敷地であっても保護者の方
の責任になります。事故・トラブルの防止のためにも、こども園指定以外の駐車、
保護者同士の長話しはご遠慮ください。

Q :ツバメが園に巣を作っているので対処をしてほしい。
A :ツバメが巣を作る時期は、ご迷惑をかけ申し分けございません。朝の検診場所等
の清掃や巣を作らせないような対処をしています。保護者の方で気になることが
ありましたらお伝えください。

Q :担任に縄跳びをがんばらないから名札を取られた。
A :この件につきましては、保護者の方にはご心配をかけました。
職員会議等での話し合いや日々の保育の見直しをしました。今後はこのようなこ
とがないよう職員の教育をしていきたいと考えています。

Q :水いぼをとらないとプールに入れないのはどうしてですか？医師によって
はとらなくてもプールに入れる。と言われます。
A :水いぼはウイルス感染で、肌が触れることによって感染の恐れがあります こど
も園では、0 歳児～5 歳児まで 200 名以上の園児がプール遊びをします。
「とびひ」
「頭しらみ」と同様、様々なリスクがあるのでご遠慮いただければと思います。
皮膚科を受診し水いぼをとっていただき、とったところに防水パッチもしくは、
カットバンを貼っていただければプールに入れます。
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頭じらみについて
頭じらみの駆除にご協力いただきましてありがとうございます。
当園だけでは、なかなか駆除できません。ご家庭でのご理解・ご協力をお願いします。

＜頭じらみ＞
・プールや接触でうつりやすく、集団の中では大発生する心配があります。
●調べ方
○髪の多い後頭部や耳の後の髪をわけて、ていねいに調べます。
○かゆいなどの訴えがなくても、発生していることがありますので、必ず目で確かめてくだ
さい。
・成虫は、1.0～2.7 ㎜位の体長があり、色は灰白色または人毛髪色に近くが緑か黒ずん
でいます。
・卵は、0.5 ㎜×0.3 ㎜くらいで、もりあがった流線形をしています。
・成虫は見つけにくいですが、卵はすぐ見つかります。
頭じらみの卵

まちがえやすいヘアキャスト
卵は、フケのように見えます。
フケは、手ではらえば落ちます
が卵
の場合は落ちません。

＜園での対応＞
○ 保健所に届出をします。
○ 保護者の方に連絡後、駆除のためお迎えをお願いします。
○ 布団は持って帰って洗濯をしてもらいます。
○ お昼寝に関しましては、シラミがいるお子さんと、いないお子さんと分けてお昼寝を
します。
○ 大流行の場合は、給食も分けて食べます。
○ タオル・帽子・寝具等は共用しない。
○ 保護者の方に、呼びかけやシラミの有無を日々見ていきます。
＜日常生活の注意＞
○ 髪は、短くするか長いお友達は束ねましょう。
○ 手洗いをしっかりし、爪を短く切りましょう。
○ よく髪をあらい、いつも清潔を保ちましょう。
○ まくらカバー、シーツ、タオル、下着などいつも清潔にしましょう。
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服装・頭髪・毎日の持ち物について
服
装

ゆり・ばら・きく組
・ポロシャツ
・紺半ズボン
・トレーナー

さくら・もも組
・ポロシャツ
・紺半ズボン
・トレーナー

＊ランニング、長袖ポロシャツ

＊ランニング、長袖ポロシャツ

は園指定のものなら可

持
ち
物

うめ組
・ポロシャツ
・紺半ズボン
＊トレーナーはご家庭であ
るもので結構です。

は園指定のものなら可

・着替え（上着・下着等） ・着替え（上着・下着等） ・着替え（上着・下着等）
＊ 通園かばんに入れてくださ ＊ さくら組は通園かばんにい ・パンツ（10～20 枚程度）
い。
れてください。
・布おしめ（20 枚程度）
＊もも組は、ご家庭でかばんを ・布おしめカバー
・ハンカチ
準備してください。

＊ランニングは夏頃に販売いたします。

園指定の制服で登園をお願いいたします。
頭髪について
・髪の毛が長い場合、きれいに束ねてください。ゴムは黒や紺など地味な色のも
のにしてください。
・ヘアカラーは、お子さんの頭皮にはよくないのでヘアカラーはやめてください。
・髪型についてはモヒカン、ライン等は禁止になっています。保護者の良識の範
囲内でお願いします。

園に常備しておくもの
※持ち物すべてに名前をフルネームで書いてください。

●●●●●

○歯ブラシ（ゆり・ばら・きく・さくら）
・園で消毒保管します。使用具合によりお返ししますので交換をお願いします。
○衣類一式
・整理箱に着替えを入れておきます。通園かばん・かばんに入れておいてくだ
さい。
○布団用シーツ（敷布団・掛布団用）（うめ・もも・さくら）
1/2
・布団本体は園で用意します。また、衛生管理も園で
いたします。
１／３ ゴムを縫い付ける（うら）
・バスタオル２枚ご用意下さい。（大判サイズ）
そのうち１枚は右図のようにゴムをかけてきて下さい。
月に一度、シーツを持って帰ります。
・持ち帰り用の袋を用意してください。（紙袋以外）

園に持ってきてもらうもの

名前を大きく記入 （おもて）

・ティッシュ×1 箱 ・ビニール袋×1 束 ・雑巾×1 枚 ・タオル×1 枚
※ティッシュペーパー・ビニール袋は入園時と不足した時に家庭連絡でお知ら
せし、集めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
※持ってきていただけない方につきましては、雑費で集金させていただきます。
16

こども園の一日の流れ

7時～9時

13時～15時

お昼寝をします。
・9時までに登園して下さい。
・1号認定・保育短時間の方
は9時からの登園です。
・健康チェックします。
（視診・検温）

・年長児は室内の遊び
・Etc

9時～12時

15時～

・遊んだり自然とふれあいます。
・おやつを食べます。（３歳未満）
・お天気調べ
・なわとび
・てつぼう
・Ｅｔｃ

・おやつを食べます。
・健康チェックをします。
（視・検温）
・お天気調べをします。
・１号認定の方は降園

12時～

16時～18時

・手作りの給食をみんな
でいただきます。
・歯磨き ・うがい
・排泄
・手洗い

・午後４時ごろから帰りの
準備をします。
・保育短時間の方は17時
までに降園
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園

歌

（一）
仲良しなかまは

作 詞

長尾

竹与

作 曲

松本

隆

ランランラン

緑と光に

ほっぺがもえる

てつぼうなわとび

クルリンコ

おそらでことりも

わをかいて

ニコニコ白ゆり

夢ひらく

きょうもいきいき

輝いて

（二）
仲良しなかまは

ランランラン

よく見て聞いて

考えあって

おとぎの世界

つくるんだ

薄着裸足で

がんばって

やりぬく白ゆり

たくましい

明るく素直に

のびていく

（三）
仲良しなかまは

ランランラン

喜び悲しみ

みんなで分ける

こころにふくらむ

思いやり

先生と一緒に

咲かせよう

みんなの白ゆり

揺れる庭

やさしく

美しく

強く
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