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ナーサリールームのしおり 

教育及び保育・基本方針 

1． 教育・保育目標 

≪一人一人の園児を大切に≫ 〜人間尊重の精神〜 

    生活の基本を身につけ自ら進んで出来る子 

① 意欲のある子（工夫して根気強く最後までやりぬく子） 

② 思いやりのある子（挨拶ができ、落ち着いて話のできる子） 

③ 元気な子（身体も心も健康で、よく遊び活動できる子） 

 

2． 教育・保育の方針 

以上の目標により、子どもの計り知れない可能性を信じて、一人一人を

大切にする教育・保育を行います。 

ナーサリールームの教育・保育は“身体的発達に関する視点” “社会的発

達に関する視点” “精神的発達に関する視点”と大きく 3 つの視点に分か

れています。 

◎「健やかに伸び伸びと育つ」 

    健康な心と身体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力の基礎を

培います。 
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  ◎「身近な人と気持ちが通じ合う」 

    受容的・応答的な関わりの中で、何かを伝えようとする意欲や身近な大

人との信頼関係を育て、人と関わる力の基礎を培います。 

 

  ◎「身近な物と関わり、感性が育つ」 

    身近な環境に興味や好奇心をもって関わり、感じたことや考えたことを

表現する力の基礎を培います。 

 

     ナーサリールーム期は、人としての基盤となるものが芽生え、それを

どの様に培うかが、その後の人間形成に大きく関わってきます。 

     心の安定が確保されてこそ、他のものへの興味や好奇心が芽生え、学

びへ向かう力となります。 

    『生きる力』を育む大きな基盤となるこの時期を大切に、丁寧に保育す

る事で、学びに向かう力・人間性（非認知能力）の獲得につながります。 
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3． 職務・クラス分担 

園   ⻑         進士 清彦 

副 園 ⻑         小野 由美 

主  任（り す）     鹿倉 宏江 

ひよこ組（0 歳児）    ☆井上 佳子    

              鈴木 啓子 

り す組（1 歳児）    ☆鈴木 雅美   齋藤 葉月 

              渡邊 香奈 

ぱんだ組（2 歳児）    ☆⻄村 由紀子  大城 美穂 

              佐藤 陽子 

学童クラブ（フリー）    荻原 実奈 

子育て支援センター    ☆松山 裕子 

 かるがも         岩瀬 明美 

給   食        ☆間宮 美穂   ⻑⾕川 瑞妃 

              猪俣 友里 

事 務 主 任       芦川 晴美 
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4． 教育・保育時間 

  ◎開所時間 

   月曜⽇〜⾦曜⽇      午前 7：00〜午後 19：00 

   土曜⽇          午前 7：00〜午後 18：00 頃（延⻑保育なし）

◎短時間保育        午前 8：00〜午後 16：00 

  ◎延⻑保育 

   標準保育の場合      午後 18：00〜19：00（利用料 300 円） 

   短時間保育の場合     午前 7：00〜8：00 （利用料 100 円） 

                午後 16：00〜18：00（利用料 200 円） 

                午後 18：00〜19：00（利用料 300 円） 

 ◎土曜保育 

   申込みは前月２０⽇締切りの“土曜保育利用申込み”により受け付けます。 

   締め切りを過ぎた場合は、お弁当持参となります。 

   0 歳児及び入所後 1 ヶ月は原則としてお受けしていません。 

   りす・ぱんだ組は登園時より“あそび着”を着用してください。 

   完全給食となります。 

 ◎休 園 ⽇ 

   ⽇曜⽇・祝⽇・年末・年始 
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5． お便り 

  ◎毎月お便りを発行致します。行事予定・お知らせ・お願い等が書いてあり 

   ますので、必ず目を通し、わかりやすい所に貼ってください。   

  ◎必要に応じて“お知らせ”や“クラス便り”を持ち帰りますので、通園かばん 

   の中を毎⽇確認してください。 

 

6． 登 降 園 

  ◎朝は午前 9：00 までに登園し、登降園カードの打刻をしてください。 

  ◎ナーサリールームでは送り迎えはしません。お迎えの方は必ず決めて、 

   稼働調査票に記入してください。お迎えの方やお迎えの時間が変更する場

合は、必ず電話連絡をしてください。 

  ◎原則的に、小学生の送迎はできません。 

  ◎送迎の際は、必ず駐車場に停めてください。 

   道路に駐車されると、ご近所に迷惑となります。また、子ども達も大変   

危険ですので、ご協力よろしくお願い致します。 

  ◎登降園門扉には安全確保の為センサーが付いています。 

   午前 9：00〜午後 16：00 までは、閉まっていますのでチャイムを押して

ください。門扉は必ず締めてください。 
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7． 給  食 

  ◎ナーサリールームは完全給食です。 

  ◎ぱんだ組は“お箸セットとコップ”を持たせてください。 

  ◎メニューは沼津市の献立に基づいて作成されています。 

   献立表は毎月 1 回月末に、次月のものを発行します。 

  ◎毎月 1 回園外保育の⽇があります。お家の方の愛情のこもった“お楽しみ   

弁当“と水筒・シートを持たせてください。 

 

８． 服  装 

  ◎毎朝“あそび着”を着用して来てください。 

  ◎シューズは子どもの足にあったもので、自分で簡単に履けるものが良いで

す。かかとに踏み癖のあるものや、ひもで縛るものはご遠慮ください。 

  ◎ハンカチとティッシュに記名しあそび着のポケットに入れてください。 

  ◎ぱんだ組は、防災上上履きを使用します。記名し、履きやすいように踵   

にひもでループをつけてください。 
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園で使用する物には全て名前を書いて下さい。 

園生活を楽しく送るために下記のものをご用意下さい。 
 
【引き出し】 
 ○着替え…肌着・上着・ズボン（男女共）⇒３セット以上 
 ○おむつ…５枚以上（おしり側のテープの下あたりに名前を書いて下さい） 
 ○自分専用のぬいぐるみ…お⺟様の⼿作りでお願いします。 
 
【午 睡】 
 ○布団セット…敷き布団（敷き布団カバーをする）・掛け布団（季節にあった物） 
        枕は不要。 
       ＊週の初めに布団袋に入れ持ってきて下さい。週末に持ち帰るので、 
        家庭で布団を干し、カバーは清潔にお洗濯をお願いします。 
 ○パジャマ袋…パジャマ上下（着脱しやすい物） 
       ＊袋の表面に大きく名前を書いて下さい。袋は巾着タイプで大きめの物が良

いです。（子どもが出し入れしやすいように） 
【通 園】 
 ○通園バック…お⺟様の⼿作りでお願いします。 

毎⽇登園時に持ってきて下さい。汚れ物・おむつを入れて持ち帰ったり、
借りた絵本を持ち帰ったりします。 
連絡ファイルを入れますのでファイルの入る大きさで用意して下さい。 

       ＊毎⽇入れる物…レジ袋３枚（洗い物・汚れたおむつ・使用済みエプロン）
連絡ファイル・あそび着 

【その他】 
 ○食事用タオルエプロン…毎⽇使用し持ち帰りますので、洗濯をして翌⽇持たせてく 
             ださい。 
  ＊タオルエプロンの作り方 
       ①フェイスタオルを半分に折る → ②輪の下を縫いゴムを通す 
       ③お子様に合わせゴムの⻑さを調節し結んで出来上がり 
 
 
        
 

９．ひよこ・りす・ぱんだ組の園生活に必要なもの
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○あそび着について 
     ＊洗い替えがあると便利です。 
      お子様が自分の物だと分かるようにお子様の好きなマークをポケット等に縫い

付けて下さい。裏に付いている名札タグにはペンで名前を書いて下さい。 
 ○受託表 
     ＊毎⽇のお子様の様子を園と家庭で知らせあう為のファイルです。 
      毎⽇記入して下さい。 
     ＊園から配布する⼿紙やクラスだよりはおたよりケースに入れ、受託表にはさん

でありますので、ケースを毎⽇チェックして下さい。 
     ＊裏表紙には、毎月測定する身⻑・体重の値を記入します。 
      成⻑が楽しみですね。 
 
【ぱんだ組の準備】 
 
 ○ぱんだ組では、給食で使うコップ・スプーン・フォークは個人で用意します。 
  全てに名前を書いて持たせて下さい。 
  セットの物はケースにも記名し、テープで保護して下さい。 
  使用後はカバンに入れ持ち帰りますので、翌⽇綺麗に洗って持たせて下さい。 
 ○コップ・スプーン・フォークを入れる巾着袋を作って下さい。 
  字の読めないお子様が自分の物と分かるように、又、出し入れを自分でするため

お子様が使いやすいように作って下さい。 
  ４月１⽇からカバンに入れて持ってきて下さい。 
  ＊キルティングのような厚い布地は不向きです。 
 ○新学期は子ども達も新しい環境で生活するため、落とし物も増えます。 

又、自分で着替える練習をしていきますので、床に洋服を置き着替えたり、たたんだ
りします。そのため取り違えることもあるので、服の裏のサイズタグ等を利用し名前
を書いて下さい。うすくなった物も書き直し、お下がりの服も必ず名前を書き直して
下さい。 

 ○通園カバンには底面にひらがなで名前を書き、正面にはお子様がわかる目印を１つ 
  だけつけて下さい。こわれにくく危険のないものでお願いします。 
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１０． その他 

  ◎汚れ物の洗濯について 

  ＊汚れ物は「仮洗い」をして、通園バックに入れ持ち帰りますので、家庭で

洗濯をして持ってきてください。 

  ＊個人の引き出しは毎朝確認し、各家庭で適宜補充してください。 

  ＊色帽子は、刺繍等で自分の帽子が分かるようにしてください。 

  ＊パジャマは上着・ズボン共記名し、⼿作りのパジャマ袋（大きめの巾着型

が使いやすいです）に入れ、月曜⽇に持たせてください。 

  ＊すべての持ち物に記名してください。名前は、刺繍や油性マーカーで消え

ないようにしてください。 

  ＊通園かばんにキーホルダー（目印）をつける場合は、１つにしてください。 

  ＊フード付きの上着は、危険防止のため禁止とさせて頂きます。 

  ＊朝食は必ず食べ、排泄は朝済ませてから登園する習慣をつけましょう。 

  ＊毎晩入浴し、身体や髪はいつも清潔にしましょう。 

  ＊女児の⻑い髪は、活動しやすいようにゴムでまとめてください。 

  ＊爪は週１回必ず切ってください。 

  ＊午後１７：００以降は、園庭での遊具使用は禁止とさせて頂きます。 
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１１．病気等 

  ◎朝から熱があり、具合の悪いお子様はお預かりできません。 

  ◎保育中に３８度以上の熱が出たり、具合の悪くなった場合は、電話連絡を

させて頂きますので、お迎えをお願い致します。 

  ◎伝染性の病気（健康⼿帳に記載）は医師の許可が出るまで登園は出来ませ

ん。医師の登園許可証明を（ナーサリールームでは『健康⼿帳』に）得て

からの登園となります。 

  ◎原則として投薬はしません。保護者の方が直接ナーサリールームに来て与

えて頂くこととなりますが、ご要望によりナーサリールームにて与える場

合は、必ず投薬依頼書に記入して、１回分のみお持ちください。投薬依頼

書がない場合や、市販の薬の投薬は出来ません。 

  ◎予防注射をした当⽇は、体調の変化が認められる場合もあるため、園はお

休みし家庭での保育をお願いします。 

 

１２．基本的な生活習慣について 

  ◎子どもは自分自身で発達する力を持っています。 

   無限の力を秘めた素晴らしい力です。 

   子ども達が情緒の安定した生活を送るためには、基本的な生活のリズムを
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確立することが大切です。 

（ナーサリールームでの生活は８時間以内が適当です。） 

   ご家庭において、テレビ・ビデオ・ゲームの時間を減らし、 絵本を一緒

に読んだり、スキンシップをより多くとることをおすすめします 

   朝は６：００〜７：００頃までには起床し、夜は２０：００〜２１：００

頃には就寝出来るように、早寝早起きの習慣をつけましょう。エネルギー

を補給し体内時計のリズムを整える為にも朝食は必ずとりましょう。 

 

１３．各クラスの月刊誌のお知らせ 

  ◎ひよこ組  こどものとも０．１．２ 

    ＊０歳〜１歳までに豊富な『心の体験』をすることで、将来の心の大きさ・強さを
つくります。小さな子ども達の心の体験となる初めの絵本です。 

     成⻑と好奇心に応え、色や形・動物や乗り物・優しい物語など、身を乗り出して
くるような絵本です。 

 

４月》たいこどん ５月》かめかめたいそう ６月》くだものみぃつけた 
              

７月》こんにちはこんにちは 
８月》あっちから 
     こっちから ９月》くるりん ぱくっ 

１０月》きのこのこ １１月》さんかく ならんで 
１２月》おんぶにだっこに 
    かたぐるま 

 １月》めだまやき  ２月》おきて おきて 
 ３月》ちょうちょう 
      ちょうちょう 
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 ◎り す組  えほんのいりぐち 

   ＊絵本に興味を持ち始め、幅広く絵本の世界に触れる入り口にいる子ども達に最適 
    の絵本です。沢山の言葉を覚えていくこの時期は、耳から正確で美しい言葉を聞く 
    事が、語感を鍛え、言葉を習得するきっかけになります。 
 
   

 ４月》きんぎょがにげた  ５月》ころころころ ６月》どうぶつのおかあさん 

７月》どうすればいいのかな  ８月》はっぱのおうち  ９月》くるまにのって 

１０月》おにぎり １１月》にゃんにゃん １２月》コンニチハエホン 

 １月》ぼくのおじいちゃんの
かお 

 ２月》めのまどあけろ  ３月》たまごのあかちゃん 

 
 
 ◎ぱんだ組  こどものとも 年少版 
  ＊選び抜かれた言葉と質の高い絵は、子どもの心をより広い世界へ導きます。 
   子どもの成⻑と興味に沿って、優しいお話・乗り物・身近な物・言葉を楽しむ様々な 
   内容の絵本です。 
 

４月》へっちゃらプーちゃん  ５月》いちわのからす  ６月》おらんちゃん 

７月》とうちゃんの 
ちゃんぽんめん  ８月》もりでとびっこ 

 ９月》おとうさんが 
ねるときは 

１０月》あきをみつけたよ 
１１月》ひとりぼっちの 

けいとだま   
１２月》でんしゃすきなの 

どーれ 
 １月》まあちゃんの 

みかんのき 
 ２月》うるさいぞ…  ３月》くつぬげた 
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１４．登園停止のおおよその目安 

分 類 病   名 出席停止期間の基準 
第１種 １１種類 完全に治癒するまで 
第２種 ・インフルエンザ 発病した後５⽇を経過し、かつ、解熱し 

た後の２⽇（幼児にあっては３⽇）を 
経過するまで 

・百⽇咳 特有の咳が消失するまで、又は５⽇間の 
適正な抗菌性物質製剤による治療が終了 
するまで 

・麻疹（はしか） 解熱した後３⽇を経過するまで 

・流行性耳下腺炎 
 （おたふくかぜ） 
 

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の膨張が発現 
した後５⽇を経過し、かつ、全身状態が 
良好になるまで 

・風疹 発疹が消失するまで 
・水痘（みずぼうそう） すべての発疹が痂皮化するまで 
・咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状が消退した後、２⽇を経過する 

まで 
・結核 病状により学校医その他の医師において 

伝染のおそれがないと認めるまで 
・髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医その他の医師において 

伝染のおそれがないと認めるまで 
・新型コロナウィルス感染症 病状により学校医その他の医師において 

伝染のおそれがないと認めるまで 
＊ただし、症状により学校医その他の医師において、その伝染病の 
 予防上支障がないと認めたときは、この限りではない。 

第３種 腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎 
急性出血性結膜炎  その他の伝染病 治癒するまで 

＊ただし、学校医その他の医師において適当と認める予防措置をした 
とき、または病状により伝染のおそれがないと認めたときは、この 
限りではない。 

               学校保健法施行規制第１９号  平成２４年一部改正 
★感染症についての注意 
●上記のような疑いのある病気は必ず受診し快復後の登園は医師の指示に従いましょう。 
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 １５．登園許可証明（健康⼿帳より） 

  （下記の感染症にかかった時は医師の許可を得てから登園して下さい。） 

病  名 初診⽇・登園可 医師名 
流行性耳下腺炎・インフルエンザ 
風疹・麻疹・百⽇咳・咽頭結膜炎 
流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎 
水痘・新型コロナウイルス感染症・他 

初診⽇ 
    年   月   ⽇ 
登園可 
    年   月   ⽇ 

 

流行性耳下腺炎・インフルエンザ 
風疹・麻疹・百⽇咳・咽頭結膜炎 
流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎 
水痘・新型コロナウイルス感染症・他 

初診⽇ 
    年   月   ⽇ 
登園可 
    年   月   ⽇ 

 

流行性耳下腺炎・インフルエンザ 
風疹・麻疹・百⽇咳・咽頭結膜炎 
流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎 
水痘・新型コロナウイルス感染症・他 

初診⽇ 
    年   月   ⽇ 
登園可 
    年   月   ⽇ 

 

流行性耳下腺炎・インフルエンザ 
風疹・麻疹・百⽇咳・咽頭結膜炎 
流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎 
水痘・新型コロナウイルス感染症・他 

初診⽇ 
    年   月   ⽇ 
登園可 
    年   月   ⽇ 

 

 
＊園児がよくかかる下記の感染症については、医師の診断に従い登園するよう 
 お願いします。 
 

溶連菌感染症・マイコプラズマ肺炎・⼿足口病・伝染性紅斑（リンゴ病） 
ウイルス性胃腸炎（ノロ・ロタ・アデノウィルス等）ヘルパンギーナ 
ＲＳウイルス感染症・帯状疱疹・突発性発しん・とびひ・水いぼ 等 

 

★薬についての注意 

●お子さんの薬は本来、保護者の方が与えていただくものです。 
 緊急止むを得ず保護者に代わり与える事もありますが、この場合は投薬連絡表等に 
 必要事項を記載していただく事になります。 
 こども園と十分に話し合い、相互の理解の下ですすめてください。 
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１６．ナーサリールームのデイリープログラム 
 
 ８：００ １０：００ １２：００ １３：００ １５：００ １７：００ 

 

月 

順次登園 
健康視診 
全体集会 

１人１人の生
活リズムに合
わせて過ごし
ます 
排泄指導 

うがい指導 
⼿洗い指導 
昼食の準備 

離乳食 
幼児食 

午 睡 
（睡眠をとり身
体を休めます） 
 

排泄指導 

⼿洗い指導 
おやつ 
排泄指導 
帰りの会 

降園準備 
 
保 育 室 で 保
護 者 の お 迎
え を 待 ち ま
す 

 

火     

順次登園 
健康視診 
 
各クラスにて
集会 

年 齢 に 合 わ
せ、運動教具
を使った遊び 

（園庭・保育室） 

    

 

水 

 わらべうた・
絵本等、保育
教諭との関わ
りを楽しむ 
排泄指導 

    

 
 

木 
 
 

 季節の制作 
ワーク等 
⼾外での運動
等 
排泄指導 

    

   
 

⾦ 

 
園外保育等 

排泄指導 
 
 

    

 
 

土 
 

順次登園 
健康視診 
年 齢 に 合 わ
せた遊び 
（ 土 曜 保 育
室にて） 
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◎当園（認定こども園片浜桜）では、休⽇保育は実施しません。 

 

（参考資料）Ｒ３休⽇保育実施予定表 

◎沼津市での実施園は⻘空保育園となります。 

      ℡：０５５−９２６−９２００   FAX:０５５−９２７−２６００ 
 

４月 ４・１１・１８・２５・２９ １０月 ３・１０・１７・２４・３１ 

５月 ２・３・４・５・９・１６ 
２３・３０ 

１１月 
３・７・１４・２１・２３ 
２８ 

６月 ６・１３・２０・２７ １２月 ５・１２・１９・２６ 

７月 
４・１１・１８・２２・２３ 
２５ 

１月 ９・１０・１６・２３・３０ 

８月 
１・８・９・１５・２２ 
２９ 

２月 
６・１１・１３・２０・２３ 
２７ 

９月 
５・１２・１９・２０・２３ 
２６ 

３月 ６・１３・２０・２１・２７ 

◎１月３⽇はお休みです。 
 
《利用について》 

１．沼津市内の保育園に通園している園児で、⽇曜⽇・祝⽇に保護者の方が 
働いている園児が対象です。 

２．保育希望は、前月２０⽇までに申請書を在籍保育園に提出して下さい。 
３．着替え・汚れた衣類を入れる袋を持参して下さい。 
４．保育時間     午前７：００〜午後１８：００ 
５．当⽇⽋席の場合は上記、⻘空保育園まで電話をして下さい。 
６．在籍園で使用している連絡ノートをお持ち下さい。当⽇の様子を記入します。 
７．ケガをした場合は損害保険にて治療費をお支払いします。 
８．アレルギーのある児童は検査表などの提出をお願い致します。 
９．午睡用にバスタオル等を持参して下さい。 

１０．当⽇の保育料はかかりません。 


