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保

育

理

保 育 時 間

念

夢をもち、夢を叶える、生きる力を伸ばす
保

育

目

通常保育
月～日

未来を担う人間として、
１. 元気で明るく、生きる力をもつ子ども
２. 生命への慈しみをもつ思いやりのある子ども

保

育

方

針

・安 心して働くため、子どもたちの安全を第一に、
子どもたちのもつ、生命力を大事に育む。
・豊かな愛情をもって子どもたちに接し、生命に慈
しみの心が持てるよう、一人一人のこころを大事
に受けとめる保育を提供する。
・子どもたちのもつ感性を大事に、一人一人が未来
を担う方々として、一個人として尊重し、その考

7：30 ～ 20：30

7：00 ～ 7：30

利用料諸経費

保育延長料 30分

500円

デイリープログラム
時間

保育料のお支払いにつきまして
引落し開始までに手続きが2ヶ月かかりますので、そ
れまでは保育園へ直接お支払い下さい。
退園時のお願い
他の園への転園や、保育園での保育が必要なくなった
場合には１ヶ月前にはご連絡をお願い致します。
退園日に合わせ、園で使用していた私物等ご用意し、
退園日にお渡し致します。

基本活動
開園

7：30

保
 育料は毎月21日に指定口座からの引落しとなります。

えや行動を大切に、多様性のある保育を行う。
・様々な機会を設けて、子どもたちの好奇心を育て

，20:30 ～ 21:00

その他休園日
※台風時は公共交通機関が運休になった場合、警報が発令されて解除されていない場合、
又は被害若しくはその恐れがある場合は、臨時休園になります。
その際はコドモンアプリや電話等でご確認をお願いします。
警報の解除が昼12時を過ぎる場合は、その日は終日臨時休園と致します。
また、警報の発令、交通機関の運休等があった際には、12時までに解除があった場合でも、
給食の対応ができかねることもございますので、ご了承下さい。

標

３. 好奇心をもち、自発的に考える子ども

延長保育

自由あそび

9：30

朝の会、おやつ

10：00

設定保育
手洗い・食事

11：00

沐浴・着替え

12：00

午睡

14：50

起床

15：00

おやつ

16：00

自由遊び随時降園

られるような環境やカリキュラムを準備し、子ど

主な行事

もたちとともに、関わるスタッフや保護者の方々

・お誕生日会・・・お友達のお誕生日をみんなで楽しく祝います

も成長できる機会と環境を整備する。

・避難訓練・・・防火管理者を定め、行動計画通り実施します
・身体測定・・・お子様の成長を楽しみに
・遠足・・・敷物、おしぼり、お弁当、水筒を持ってピクニックを楽しみます。
月

行

事

10 月

ハロウィン仮装写真

4月

進級、入園式

11 月

保育参観日

5月

こいのぼり掲揚・母の日

12 月

クリスマス会・内科検診（2 回目）

6月

内科検診（１回目）
、歯科検診、父の日

1月

ムーチー作り

7月

七夕

2月

豆まき・お別れ遠足

8月

水遊び（プール）
夏まつり

3月

ひな祭り・お別れ会

9月

敬老の日

予定行事
年間行事以外でも、地域や学校、スクール等と連携を取り、様々な演奏会や見学、体験など子供たちの心の豊かさや
好奇心を養う行事を、2歳児を中心に積極的に行っていきます。
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持ち物について

病欠・発熱・ケガ・事故

☆全クラス共通の持ち物

・原則として、38度以上の発熱時や、お子様の体調が悪い時には連絡を致しますので、お迎えをお願い致します。

・お昼寝用シーツ、タオルケット

・朝、ご家庭で検温して頂き、平熱＋1度以上ある場合はお休みさせて下さい。

毎週お持ち帰り頂きますので、おうちで洗濯や天日干しをお願い致します。
※敷布団は園にて用意致します。

・37.5～38度からは体調不良児室にての保育となり、38度の時点でお子様の様子を連絡し、その後の対応を
相談致します。

・歯ブラシとコップ
（2歳）

・乳幼児は特に症状が変化しやすいので、保護者は何時でも所在を明らかにしておいて下さい。住所、勤務先、

・哺乳瓶
（０歳児）
園で保管いたします。お子様が使い慣れているものを持たせてください。

連絡先に変更があった時は直ちにお知らせ下さい。
・病気やご家庭の都合で休まれる時はご連絡下さい。
・感染病の時は、完治するまで休園させて下さい。

各クラスの毎日の持ち物

（法定伝染病は、医師からの登園可能の意見書等が必要です。
）

〈0歳児〉

・保育時間中のケガ・事故に関しては、園で傷害・賠償保険に加入しておりますので、そちらで対応させて頂

・持ち物用バッグ・ビニール1枚・お着替え4組・紙おむつ8～10枚程度
清拭用タオル４枚
（ﾌｪｲｽﾀｵﾙ・ﾊﾝﾄﾞﾀｵﾙ

きます。通院の場合も園の方で病院に治療のため送り迎えします。

各２枚）

〈1歳児〉
・リュックサック・ビニール袋・お着替え2～3組（ロンパース以外でお願いします）
・紙おむつ６枚程度・水筒・清拭用タオル４枚（ﾌｪｲｽﾀｵﾙ・ﾊﾝﾄﾞﾀｵﾙ

各２枚）

食事について
・完全給食を実施しています。給食はバランス良く自園調理しています。
・献立は月初めにお知らせ致します。

〈2歳児〉
・リュックサック・ビニール袋1枚・お着替え2～3組

・おやつは基本手作りのものを提供しています。

・水筒
（紐付きの、お子様が自分で開けて飲めるタイプのものをお願いします）

・好き嫌いをせず嫌なものでも一口から食べられるように調理を工夫しています。

・清拭用タオル４枚
（ﾌｪｲｽﾀｵﾙ・ﾊﾝﾄﾞﾀｵﾙ

各２枚）
・紙おむつ、布パンツ2～3枚

・パンツトレーニング中はズボンを多めに持たせて下さい。

離乳食について
・初期食、中期食、後期食、移行食に分けて個々の発達状況に合わせて進めていきます。
・園で初めて口にする食材がないよう、家庭と連携し進めていきます。

登園・降園について

アレルギーについて
・当園では、基本的に対応しておりません。

・登園は9：30までにお願いします。遅刻や欠席の場合は、9時までにご連絡下さい。
（プラザハウスは10時に店舗オープンの為、9：30までにご連絡下さい。）
・私用で12時以降になる場合は、家庭でお食事を済ませてから登園をお願い致します。
・園児票にて送迎者のとして届出されている方以外のお迎えは事前にご連絡下さい。連絡のない場合はお迎え
できない場合もあります。
・流行性の病気、および熱（38度以上）がある場合は休ませて下さい。流行性の病気後の登園は専門医の診断

慣らし保育について
・慣らし保育は2週間程度を目安に、お子様の様子に合わせて行います。
・最初のうちはご飯も水分も摂らないお子さんもいらっしゃいますので、そ
の際は早めのお迎えをお願いする場合があります。

を受け、登園許可証明書や登園届け等に記入してもらってからお願い致します。

服装について
・自分で着脱しやすいもの、汚れても構わないもの、動きやすいものを着てきて下さい。
・全てのものに記名して下さい。
一度書いても消えてしまう場合がありますので、都度ご確認下さい。

その他のお願い
・子ども達はお外で遊んだり、ご飯も自分で食べたりするため、お洋服が汚れたり、破けてしまったりするこ
とがありますので、汚れてもいいお洋服を持たせるようお願い致します。
・持ち物全てには必ずお名前の記入をお願い致します。
・名前のないものがありましたら、園で書かせて頂きますので、予めご了承下さい。

連絡先について
・お迎えの時間に間に合わない場合は、できるだけ早く電話連絡をお願い致します。
・勤務先、勤務時間、住所、氏名等に変更があった場合は速やかにお知らせ下さい。
・緊急時にすぐ連絡が取れるよう、連絡先をはっきりさせておいて下さい。
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各種感染症における出席停止期間
登園に医師の意見書が必要な法定感染症
麻しん（はしか）

解熱後３日を経過していること

風しん

発しんが消失していること

水痘（水ぼうそう）

すべての発しんが痂皮（かさぶた）化していること

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）

耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから５日経過し、かつ全身状態
が良好になっていること

結核

医師により感染の恐れがないと認められていること

咽頭結膜炎（プール熱）

発熱、充血などの主な症状が消失していること

流行性角結膜炎

結膜炎の症状が消失していること

百日咳

特有の咳が消失している又は適正な抗生物質製剤による５日間の治療が終
了していること

腸管出血大腸菌感染症
（O157、O26、O111 等）

医師により感染の恐れがないと認められていること（無症状病原体保有者
の場合、２回以上連続で便から菌が検出されなければ登園可能である。
）

急性出血結膜炎

医師により感染の恐れがないと認められていること

浸襲性髄膜炎菌感染症

医師により感染の恐れがないと認められていること

保育施設
プラザハウス園
沖縄市久保田 3-11-1

プラザハウスショッピングセンター内
にある、綺麗でお洒落な保育園です !

おおひら園

浦添市屋富祖 1-2-2
定員 12 名と小規模ですが、とても明
るく元気な園です♪

登園に専用の様式の提出が必要な感染症
インフルエンザ

解熱後 3 日を経過するまで

その他、登園にご家庭からの登園届が必要な感染症
溶連菌感染症

抗菌薬内服後 24 ～ 48 時間が経過していること

マイコプラズマ肺炎

発熱や激しい咳が治まっていること

手足口病

発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること

伝染性紅斑（りんご病）

全身状態が良いこと

ウィルス性胃腸炎
（ノロウィルス、ロタウィルス、 嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること
アデノウィルス等）
ヘルパンギーナ

発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること

RS ウィルス感染症

呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと

帯状疱しん

すべての発しんが痂皮（かさぶた）化していること

突発性発しん

解熱し機嫌がよく全身状態が良いこと

※これら以外の病気でも、伝染病の病気にかかった場合は登園を控えて下さい。

その他のお知らせ
・入園のしおりに書いてあることを変更する場合がありますので、その都度お便りでお知らせ致します。
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じっちゃく園

浦添市勢理客 2-10-3
住宅地にあって優しいスタッフが特徴
の、和やかな園です !

つかざん園

南風原町津嘉山 1215-2
広くてのびのびと明るい、出来たばか
りの楽しい園です♪
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