
つぼみ保育園 

入園のしおり 
 

 

 



はじめに 

入園おめでとうございます。皆さんのお子さんは、つぼみ保育園の一員になります。初めて

の人や場所に入り、最初のうちは戸惑ったり、緊張したりします。また、生活のリズムも今までと

は違って疲れることもあると思います。ですから、しばらくの間は保育園から帰ると、甘えたり、

抱っこをせがんだりするでしょう。そんな時には、どうか子どもの思いを受け入れてあげてくださ

い。家庭で気持ちが満たされると、新しい環境にも早く慣れますし、つぼみ保育園を大好きに

なってもくれるでしょう。 

職員も子ども一人ひとりを見つめ、それぞれの成長や発達を大切にし、子ども達が安心して

保育園生活を送れるように努力します。 

利用上の注意 

◆早寝･早起きを習慣づけましょう。 

(朝は７時には起き、夜は９時には寝たいですね。) 

◆登園時間は９時３０分までです。 

遅刻や欠席の場合は、それまでにご連絡ください。 

◆降園時間を厳守しましょう。入園の時に決めた時間が降園時間となります。迎え

の時間が遅れるときには、なるべく早く連絡をください。特にめばえ(延長保育)

を利用する方は、午後７時３０分に間に合うようにお願いいたします。 

 延長保育利用の正式な決定は、慣らし保育終了後になります。在籍人数によって

は利用できない場合もありますので、別の手立てもお考えいただきたいと思いま

す。 

◆子どもの送迎は、保護者または保護者が責任を持てる方に限ります。保護者以外

の方になる場合には、必ず保育園に連絡をください。また、中学生未満のお迎え

は、お子さんをお渡しできません。 

◆車で送迎をするときには、必ずコインパーキングを利用してください。近所から

苦情が入りますので、同乗者がいても路上駐車はおやめください。 

◆自転車での送迎時には、ヘルメットを着用し、チャイルドシートに座らせましょ

う。雨の日に傘を差しての片手運転は大変危険ですのでやめましょう。 

◆平日や土曜日などで、保護者の方どちらかの仕事がお休みの場合は、保育園をお

休みし子どもと一緒に過ごす時間を作ってあげてください。 

◆保育園にはおもちゃ、お菓子、ジュースなどを持ってこないでください。 

◆掲示物や配布物には目を通してください。 

◆住所、電話番号、勤務先などに変更があった場合は、速やかに申し出てください。 

 変更書類があります。 

◆休日は保育園に入れません。園庭でも遊べません。 

◆無断でのビデオ･写真撮影はお控えください。 

◆保育園のことで質問などがある場合は、お近くの職員までお気軽にどうぞ。 



つぼみ保育園の目標 

集団保育を通して、やさしい心と丈夫な体、個性ある人格を培う 

のびのびと いきいきと 
 

 

 

組別の目標 

組名 目標と、具体的な手立て 

ひよこ組(０歳児) 

『感覚機能を刺激し、生活全体のバランスを高め、情緒の安定を図

る。』 

①しっかりと抱っこし、心地良いあやし言葉をかけ、安心感の中で

喃語を多く出させて、言葉の基礎をつくる。 

②無理なく離乳食が食べられるようにする。 

③体の発達を助ける働きかけをし、歩行への意欲を育てる。 

ひばり組(１歳児) 

『情緒の安定を図り、社会的行動の始まりを大切に見守る。』 

 ①歩行を完成させる働きかけをする。 

 ②遊びを通じて、身体的成長と生活習慣への興味や関心を育てる。 

 ③保育士との関係を育て、言葉のやりとりを楽しめるようにする。 

かなりや組(２歳児) 

『生活の範囲を広げ、自我の芽生えを育てる。』 

 ①見たり触れたりすることによって、色々なものに興味を持たせ

る。 

 ②自分の気持ちを言葉で表せるように促す。 

 ③集団性を日常の保育園生活の中から養う。 

すずめ組(３歳児) 

『生活体験を豊かにし、社会性を育てる。』 

 ①子ども同士の関わり合い方を深め、言語活動を活発にさせる。 

 ②より上手に体をコントロールできるように運動機能を発達させ

る。 

 ③食事･着替え･排泄などを自分の力でできるように手助けする。 

つばめ組(４歳児) 

『心身を大いに使った活動を充実させ、体力と主体性を育てる。』 

 ①集団遊びを豊かにし、遊びの楽しさを味わうようにする。 

 ②意見や気持ちを伝え、自分で考えた行動ができるようにする。 

 ③保育園生活を通して、知的好奇心を高めていく。 

はと組(5 歳児) 

『集団の中で意欲的に活動し、自立と調和の心を育てる』 

 ①自己主張と感情表現が豊かになるようにする。 

 ②お互いに違いを認め合い、相手の気持ちを察するようにする。 

 ③社会性を高め、学童期への心身の成長を促す。 

入園までに準備する物 



 

対象クラス 持ち物 備考 

ひよこ組 

ひばり組 

かなりや組 

連絡帳 つぼみ保育園専用の物があります。 

ひよこ以外の全クラ

ス 
名札 

つぼみ保育園専用の物があります。 

毎日つけてください。 

かなりや組 

～  
はと組 

コップ 

（割れないもの） 

      

コップは毎日洗ってください。 

 

すずめ組 

つばめ組 

はと組 

カバン 
子どもの体に合った物。 

指定の物はありません。 

すずめ組 

つばめ組 

はと組 

上履き 
サンダルは不可。 

名前を大きくかきましょう。 

すずめ組以上 体操服 
 

遠足や運動会で着用します。 

ひよこ組～はと組 

お昼寝用 

バスタオル 

シーツ 

バスタオル・シーツをご用意ください。 

※布団・毛布は保育園で用意します。 

※シーツサイズ 横 70㎝・縦 120㎝ 

  四隅にゴムの付いたもの 

全クラス 衣服 

汚れてもよくて、着脱の簡単な物。 

薄着を心掛けましょう。 

制服はありません。 

全クラス くつ 

着脱の簡単な物。 

サンダルなどは危険なので登園する際

は、はいてこないで下さい。 

長靴等靴のサイズは足に合ったものを

用意して下さい。 

全クラス 
コート 

ジャンパー 

フックにかけられるよう、襟もとにルー

プを付けてください。 



全クラス 
ビニール袋 

エコバックなど 

汚れ物を入れます。 

名前を大きく書いてください。 

必要な子どもだけ おねしょマット 必要なお子さんだけ持ってきてくださ

い。 

必要な子どもだけ オムツ 必要なお子さんだけ持ってきてくださ

い。クラス担任からお知らせします。 

必要な子どもだけ エプロン クラス担任からお知らせします。 

 

 

※週末には、シーツ・毛布等持ち帰り洗濯をして下さい。 

※個人の持ち物全部に、大きくはっきりと名前を書いてください。薄くなっ

てきたら書き直してください。 

※行事などで使う持ち物は、その都度クラス別にお知らせします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



服装 
◎保育園生活で子ども達は元気いっぱい遊びます。動きやすくて、汚れても洗濯

しやすい物を用意してください。 

◎フードのついた服は、遊びの中で、子どものクビを絞めてしまう恐れがありま

す。保育園には着させてこないでください。 

◎履き物は、かかとのある走りやすいものにしてください。 

◎着替え用の衣類は、必要量（クラスごと）をお伝えしますので持って来てくだ

さい。 

◎身に付けている物には、名前を書きましょう。 

 

給食 
 ◎フードサンプル(今日の給食)と、献立表を家庭の献立の参考にしてください。 

 ◎保育園の給食は、一日に必要な栄養摂取量の５０％を目標に作られています。 

◎食物アレルギーなどがある場合には、必ず面接時にお伝えください。栄養士や看 

護士との打ち合わせの上、個別のメニューを用意します。 

 ◎ミルクは明治から出ている『ほほえみ』を、フォローアップミルクは同じく明

治の『ステップ』を提供します。アレルギー等がある場合はご相談下さい。哺

乳瓶・乳首はそれぞれのメーカーに合わせます。母乳も預かれます。 

 
 

保健 
 ◎入園前の健康診断は 3 月 1 日～3 月 31 日の間に必ず園医の恵仁堂医院で受けて

下さい。健康診断を受けないと入園できません。 

◎登園前に以下の症状が見られたときは、必ず職員に伝えてください。 

【37.5 度前後の発熱、下痢、便秘、食欲不振、軽い怪我、など】 

 ◎病気や、保育園で遊べない程の怪我があるお子さんは、治るまで登園できませ

ん。 

 ◎伝染病のお子さんは治るまで登園できません。治って登園する際には、保育園

専用の治癒証明書を提出してください。 

 ◎保育園では基本的に薬はお預かりしていません。どうしても必要な場合はご相

談下さい。 

 ◎つぼみ保育園では以下の健康診断を行っています。 

    全園児健康診断･･･春と秋の年２回。（恵仁堂医院長） 

    全園児歯科検診･･･年１回。（小野寺歯科医院長） 

    乳児健康診断 ･･･毎月１回。（恵仁堂医院長） 

    身体測定   ･･･毎月１回。（保育園職員） 

    視力検査   ･･･4・5 歳児クラス対象（保育園看護師） 

 



災害など 
 ◎登降園時や保育園内で起こった災害等の子どもの不慮の事故のために、保育園   

で経費を負担して日本スポーツ振興センターの保険に加入しています。 

 ◎大規模災害などが発生したときには、まずご家族の身の安全をはかって下さい。 

その後、落ち着きましたら速やかにお迎えに来て下さい。また災害の影響によっ

ては、当日以外にも保育園を休園せざるを得ない場合や、家庭保育などのその他

のご協力をお願いする事もあります。 

お知らせの方法としては、一斉送信のメールとホームページになります。 

入園後メールの登録をお願いしますので、お知らせが届きましたら速やかに登録

をしてください。 

 ◎つぼみ保育園は、小岩警察の巡回場所に指定されています。 

 ◎不審者などが発見された場合には、小岩警察への自動通報装置が作動します。 

 ◎火災などは発生したときには、消防署へ自動通報されます。 

 ◎災害時優先電話番号 ０３－３６５７－２６８０ となってい

ます。  登録をお願いします。 

 
 

実費徴収 
 ◎保育料とは別にかかる費用は以下の通りになります。 

 

 対象年齢 金額 

バッチ 1 歳児～5 歳児 150 円 

体操服 3 歳児以上 上着      2,310 円 

ズボン     1,650 円 

延長スポット利用 園児一人 1 回 500 円 

18:30/19:30 お迎え超過 園児一人 1 回 500 円 

保護者会費 園児一人につき 1 ヶ月 250 円 

延長保育料  園児一人につき 1 か月 3,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 



その他 
 ◎退園の予定がある方は、できるだけ早くお知らせください。 

◎つぼみ保育園は以下の公的活動の指定事業所になっています。 

   ★中学生職場体験 《チャレンジザドリーム》 

   ★下小岩小学校の校外授業 

   ★区内公立高校のボランティア活動 

   ★一般者のボランティア受け入れ事業所 

◎ご家庭での悩みや、困ったことがあればお気軽にご相談ください。 

◎つぼみ保育園の外部組織で保護者会があります。 

   入園と同時に会員となりますので、任意ではありません。 

   ご協力をお願いいたします。 

 ◎苦情申し出窓口の設置について 

    ｢社会福祉法｣第 82 条の規定により、つぼみ保育園では利用者様からの苦情

等について、適切な対応によりその解決にあたります。 

    つぼみ保育園における苦情受付担当者・苦情解決責任者及び第三者委員を 

    下記のとおり設置し、苦情及びその解決については、個人情報に関するも

のや申込者が拒否した場合を除きつぼみ保育園ホームページに公表し、苦

情などの解決に努めます。 

        

        1．苦情受付担当者  つぼみ保育園主任保育士 牧 真弓 

        2．苦情解決責任者  つぼみ保育園園長    大藤正美 

        3．第三者委員    児童民生委員 関谷美奈子 

                    090-7170-3765 

                   児童民生委員 松井朋子 

                    080-5675-6520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都認可児童福祉施設 
 

社会福祉法人つぼみ会 

つぼみ保育園 

 
〒133-0056 

東京都 江戸川区 南小岩 7－4－9 

(JR 小岩駅 南口からアーケード街を徒歩 10 分) 

 
TEL  03－3657－2680 ・ 03－5694－5524 

 FAX 03－3657－2579 

ホームページ http://tsubomihoikuen.com 


