
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 鶴西会 つるた保育園 
栃木県宇都宮市鶴田町３３６１番地２２ 

つるた保育園って 

どんなところ？ 

－ Q&A でお答えします － 

平成２３年４月版 
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□Q 保育園には意見を言いづらいな？ 

保育園はお父さん、お母さん、家庭のパートナーです。一緒に子どもの事を、子育ての事を

考える仲間としての対等な関係です。「こんなこと聞いたら変かな？」などと思わず、どんな

ささいなことでも気軽に話して下さい。 

 

□Q 仲間，パートナーの関係って？ 

園や家庭での子どもの姿をたくさん出し合いながら、園と家庭で子どもの姿を共有していけ

るような関係をつくりたいと思います。 

 

□Q 保育園と家庭の役割は？ 

子育ての主体はなんといってもお父さんやお母さんです。でも働きながら子育てするのって

大変だし、昔みたいにとなり近所が支えてくれるという関係が弱くなった分、家庭の負担が  

大きくなっています。そこで、保育園が少しでも支える力になれたらと思います。子どもを

真ん中にして、家庭での子どもの姿、保育園での子どもの姿を情報交換しないと、お互いが

ちぐはぐな子育てをしてしまう事になります。コミュニケーションを密にしていく事がお互

いの役割です。 

 

□Q つるたの保育の考え方，内容は？ 

つるたの保育の考え方・保育の内容について知って頂くために、このガイドブックを用意し

ました。ガイドブックの内容は、毎日・毎年の保育の中で保育者自身が子ども達との生活の

中や、保護者の皆さんと共に子育てしてきた事を積み上げたものです。 

つるた保育園のこれから刻んでいく歴史の中で、新しい発見や学び、時代の中で残しておか

なければならない内容、創り出していかなければならない内容も出てくると思います。これ

まで積み上げてきた保育を土台にして進化していく保育の考え方、内容でありたいと思いま

す。 

□Q つるたの保育のクラス分けはどうなっているの？ 

乳児（３歳未満児） 

 

幼児（３歳以上児） 

 

0～1歳児 つくし組 ３歳児 もも組 

2歳児 すみれ組 ４歳児 うめ組 

  ５歳児 さくら組 
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□Q 保育料はいくら？どのように納めるの？ 

保育園の保育料は、前年度納めた所得税の額によって決定され、宇都宮市内どこの保育園へ

行っても同じになる様、統一されています。 

毎月の保育料は指定した金融機関の口座から引き落としとなります。引き落としは毎月  

末日です。残高を確認され、引き落としが不可能にならないようお願いいたします。 

□Q 集金の時は？ 

集金は間違いを避けるため、必ず保護者が職員に手渡して下さい。 

    お子さんのカバン等に入れておくことのないように気をつけて下さい。 

□Q 保育時間は何時から何時まで？ 

開園日の基本保育の時間は次の通りです。 

 平   日  午前７時００分～午後６時００分 

 土 曜 日  午前７時００分～午後６時００分 

□Q 保育時間以外にも保育はしてもらえるの？ 

勤務時間や家庭の都合で、時間外の保育について希望する方は、下記の時間で延長保育を実

施しています。ご相談下さい。この廷長保育につきましては、保育料とは別に料金をいただ

きます。延長保育とは午後６時から午後７時までの保育です。更に午後７時から      

午後７時３０分までの保育を希望する場合には別料金となります。更に、平成 23 年度より 

早出延長保育（午前 6時 30分から午前 7時）も希望される方には別料金をいただいて受け付

けております。希望する時には申請書が必要となりますのでお申し出下さい｡尚、延長保育の

必要が無くなった時には解除願いを提出していただきますので申し出て下さい。 

□Q 入園当初の保育時間は？ 

入園当初から長時間保育になりますと、お子さんにとって大きな負担となりますので、集団

生活に慣れるまで、徐々に時間を廷長する「慣らし保育」にご協力をいただくことがありま

す。入園を待たなくても、親子でいつでも遊びに来て下さい。 

□Q 保育園の休園日はいつ？ 

・日曜日   ・国民の祝日に関する法律に規定する休日  

・年末年始（12月 29日～1月 3日） ・その他、保育園が必要と認めた日 

 

□Q 持ち物は？  

すべての持ち物には、必ず名前を記入して下さい。さらに縫いとり、リボン等、子どもにわか

る目印をつける事も良い事です。 
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0歳児 

おむつ 10組以上 

おむつカバー 3枚以上 

パンツ 3枚以上 

シャツ 3枚以上 

戸外遊び用靴 1足 

顔拭き用タオル 3枚 

ｶﾞｰｾﾞのﾊﾝｶﾁ 5枚以上 

よだれかけ 5枚 

敷布団、掛布団 各 1枚 

毛布(ｶﾊﾞｰ付) 1枚 

 

おむつのとれている 2歳児未満 2歳児 幼児組（3～5歳児） 

パンツ 5枚 下着（上・下） 3組 下着（上・下） 3組 

シャツ 3枚 取替え用衣類 3組 取替え用衣類 3組 

取替え用衣類 3組 敷布団、掛布団 各 1枚 敷布団、掛布団 各 1枚 

戸外遊び用靴 1足 毛布（カバー付き 1枚 毛布（カバー付き 1枚 

顔拭き用タオル 3枚 又は襟元にタオル)  又は襟元にﾀｵﾙ）  

まえかけ 3枚 パジャマ 1組 パジャマ 1組 

敷布団、掛布団 各 1枚 (ﾊﾟｼﾞｬﾏ入れに入れる)  (ﾊﾟｼﾞｬﾏ入れに入れる)  

毛布(ｶﾊﾞｰ付) 1枚 手拭き用タオル 1枚 手拭き用タオル 2枚 

※上記の数はご用意いただきたい 1日分の最低の数で、季節やお子さんにより多少違います。 

◆ コップとコップ袋（2歳児以上） 
コップは小さめの物でプラスチック製の物をご用意下さい。また、コップを入れる袋は  

入れ口が広いきんちゃく袋をご用意ください。また、昼食やおやつ時にハンカチを使用し

ますのでコップと一緒にハンカチ１枚も毎日必ずご用意下さい。 

コップは毎日持ち帰ります。きれいに洗って、次の日にまた持たせて下さい。 

◆ お弁当箱（3歳児以上） 
    毎日洗う物なので、名前が消えないようにして下さい。 

※名前の消えない方法 

油性マジック・ネームテープをはる・きりのような物で彫る 

箸、スプーン、箸箱にも名前を忘れずに書いて下さい。 

 

◎ 哺乳びんは、園で用意致します。 

 （2本分の哺乳びん代と、2個の乳首代を徴収させ 

て頂きます） 

◎ 毎日汚れ物入れとして、レジ袋を 2枚に名前を書

いてご用意下さい。 

◎ おむつは布おむつを使用しています。 

貸しおむつ（有料）を利用することもできます。 

◎ 毎日の荷物の持ち帰りに大きな手さげ袋をご用

意下さい。 
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◆ お弁当袋 （3歳児以上） 
ゆったりとした大きめな物 清潔で扱いやすい物 

※３歳児は特に、出し入れのしやすい形の物 

 

□Q 通園かばんはどうするの？  

通園カバンは、肩から掛けるもので、なるべく大きい物にして下さい。 

※カバンの中には、お弁当、おはし箱、箸、スプーン 

（いつも清潔にして、毎日ご持参下さい。） 

□Q 通園は？ 

登園時間は午前９時までにお願いします。 

登園時間が遅くなると、園生活のリズムに乗り遅れる場合があります。 

原則として送り迎えは、保護者とします。（誘拐や交通事故防止のため） 

※保護者以外の方が送り迎えをされるときは、前もって園へ連絡して下さい｡ 

連絡以外の方が来られても、お子様はお渡しいたしません｡ 

必ずお家の人が責任を持って下さい｡お願いいたします。 

毎日の通園路は、同じ順路に決めておいて下さい。 

送り迎えの時には、必ず職員に声をかけて下さい。    

□Q 服装は？ 

服装は清潔な物にして、できるだけ薄着をさせ活動しやすいようにして下さい。 

 1～３歳児のシャツ類はかぶり物をご用意下さい。自分で出来る喜びを学びさせます。            

ズボンは用便のしやすい、ひとりで脱ぎ着の出来るものにして下さい。 

デニム等では無く柔らかい素材のものが活動しやすくてよいと思いますズボンのウエスト部

分はゴムのものが適しています。 

(園の生活は長ズボンか半ズボン、キュロットで過ごします) 

通園には足にあったもので活動しやすい靴をはかせて下さい。 

衣類や持ち物には、名前
．．

をはっきりと書いて下さい。 

油性マジックを用意しておき、衣服購入時や洗濯をたたむ時にしっかりと記名して下さい。                                                                     

□Q 保育園との連絡は？  

毎月月初めに「園だより」「保健だより」「クラスだより」「献立表」その他、園からの連絡を

いたしますので、必ず読んで協力願います。 

また、各クラスのホワイトボードもご覧下さい。一日の子どもの様子や連絡事項等をお知ら
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せいたします。 

両親の勤務先、又は連絡先は、はっきりと知らせておいて下さい。また、転居、勤務先の変

更の場合もただちにお知らせ下さい。 

尚、長期間外出する時は行き先の電話番号もお知らせ下さい｡ 

 （病気、その他急用のとき、特に必要です）   

休む場合は、その理由を午前９時までに必ず連絡して下さい。また、送り迎えの時間が早ま

ったり遅れる場合も連絡して下さい｡ 

長期に休む場合は、中間でも連絡をして下さい。無届で長期間休むと保育の必要がないとみ

られ措置解除になる場合があります。 

転居、その他で保育園をやめるときは、その月の２０日ごろまでにお知らせ下さい。また、

退園届けも必ず出して下さい。 

□Q 園と家庭の連絡は？ 

０歳児は「子育てノート」を使って園と家庭との日々の連絡を密にしていきたいと思います。

他にも必要に応じてお手紙や連絡ボード、掲示板などもフル活用しますので、ご利用下さい。 

□Q 登降園時の送り迎えは？ 

保護者が送り迎えをすることを原則にしています。それは園と家庭のコミュニケーションを

密にしたいからです。都合で他の人に依頼する場合は、（誘拐などの）事故防止の為にも園に

必ず連格して下さい。 

□Q 登降園時の駐車場は？  

   栃木街道沿い県立宇都宮高等学校前のつるた保育園専用駐車場をご利用下さい。           

□Q 給食は？  

幼児（3歳以上）は、お昼に副食（主食持参）と 3時におやつがでます。 

乳児（3歳未満）には、完全給食のほか 10時と 3時におやつが出ますから、お弁当はいりま

せん。尚、水曜日は完全給食になりますので全園児お弁当はいりません。 

水曜日はｶﾚｰﾗｲｽです。月一回の水曜日はお誕生会になりますので、お赤飯をいただきます。 

※はし、スプーン、コップを持たせて下さい。 

すみれ組（2歳児）は毎日コップを持たせて下さい。 

※離乳食の場合、先生と連絡を密にして失敗しないように進めましょう。 

※食事のマナーも、ご家庭で忘れずに教えて下さい。 

※手ふきタオルは 1 日 2 枚使用します。（テラス手洗いに 1 枚、トイレ手洗いに 1 枚）毎日  

持ち帰りますので、翌日 2枚持たせて下さい｡ 

 すみれ組（2歳児）は手ふきタオルは 1日 1枚ご用意下さい。 
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※手ふき用タオルとして、タオルを図のようにご用意下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

□Q 食物アレルギーへの対応は？ 

最近食物アレルギーを持っている子が目立って増えてきています。アレルギー反応の出方は

子どもによって様々ですが、卵がいけない、牛乳がいけないほどの除去食も、家庭と相談し

ながら対応しています。除去食には保護者個人の判断では無く、医師の診断書が必要となり

ます。何か食べ物を食べてお子さんの様子でおかしいと思うことはかかりつけの医師にご相

談下さい。 

 

□Q 母乳で育てているんですけど？ 

母乳で育てたい場合は母乳パック（冷凍母乳）を使うことが出来ます。 

 

□Q 食材にはこだわっているの？ 

食事は生きていく基本です。食べることに意欲や好奇心を持った「くいしんぼう」が沢山育

って欲しいと思います。エネルギーや栄養をとるばかりではなく、おいしく楽しく食べるこ

とで生活を豊かにするものです。長い時間を保育園で過ごす子どもたちには、みんなと一緒

に「楽しいな、おいしいな」という気持ちを一杯味わって欲しいと思っています。 

※できるだけ安全な、良い材料を選んでいます 

・野菜、果物は、無農薬・低農薬のものを使い、食品添加物を使ったものは避けています。 

・おやつは出来る限り手作りにしています。 

※自然の風土に根ざした食生活を目指しています 

・旬のものを使って季節にあった献立を組んでいます。 

・魚、豆、芋、海草などを使った和風献立を出来るだけ取り入れています。 

・素材の持つおいしさを生かすため、薄味に心がけています。 

※陶器の食器を使い、個別の配慮をしながら盛りつけています。 

 

掛けられるようにひもを付けて下さい。 
ループ付きのお手ふきタオルとして市販されてい

るものを利用していただいても結構です。 ハンド 

タオル 



 - 8 - 

※毎日の食事を、お母さん方に知っていただくために、献立表などを通してお知らせしてい

ます。 

  ※行事食等を通して「特別な日に特別なご飯」というように、食べる楽しみを味わえるよう

にしています。 

 

□Q 主食も出るお昼の日があるのですか？ 

毎週水曜日はカレーライス、毎月一度お誕生会の日は、保育園で主食も用意します。 

もも、うめ、さくら組の子どもはおはしセットを持たせて下さい。 

 

□Q お昼寝はするの？ 

土にまみれ、汗にまみれて活動する午前中に対して、昼食後の休息は子ども達にとって必要

な生活のリズム。つくし、すみれ、もも、うめ組は年間を通して、さくら組は 4 月～運動会

の頃（その子の様子で延長も考えます）までお昼寝を行ないます。 

 

□Q お昼寝に必要なものは？  

敷布団         子ども用お昼寝布団 

    （カバーは布団全体を包むもの。シーツは使用しません） 

掛布団        子ども用お昼寝布団 

 （カバーをかけて下さい。カバーは全体を包むもの） 

パジャマ入れ    

 

 

 

□Q お昼寝の布団は？ 

布団をご用意下さい。全園児の布団の管理については、天気の良い日を 

利用して園で日干ししています。年間通し各家庭に布団を持ち帰る日は、

夏と年度末（３月）となります。 

※頭になる方へ布を縫いつけ、そこに名前を書いて下さい。 

 （カバーと布団両方にお願いします） 

 

名前 

35ｃｍ位 

25ｃｍ位 

11ｃｍ位 
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□Q 布団カバーの洗濯はどうするの？ 

つくし組は毎週、１布団カバーを持ち帰りますので洗濯をお願いいたします。 

月曜日登園の時に保護者の方が布団にカバーをかけて下さい。 

すみれ、もも、うめ、さくら組は、隔週、布団カバーを持ち帰りますので洗濯をお願いいた

します。そして、月曜日には、お子さんの布団にカバーをかけ、押し入れに収納するまで   

保護者の方にやっていただきますので、時間に余裕を持って登園して下さいますようお願い

いたします｡ 

 

□Q 園での健康診断は？ 

園児の健康を考慮し、次の健康診断を行なっています。 

医師による健康診断（内科・歯科＝園負担）年２回 

尿検査・ぎょう虫検査（園負担）年２回 

入園時、０才児と１才児は健康診断書を提出して下さい。 

園で毎月、身体測定をしますからご協力下さい（身長、体重、胸囲） 

 

□Q 予防接種はどうするの？ 

予防接種は、保護者の責任のもと接種して下さい。 

 

□Q 具合の悪いときは？  

お子さんの健康状態に異常があった時は、朝のうちに口答、又は電話でお知らせ下さい。 

体調を崩して休んだ後の登園した日や、朝、具合の悪いお子さんの場合は、その日のお昼頃 

園に電話をいれて下さい。 

排便はできるだけ毎朝登園前、家で済ませるように習慣づけて下さい。 

保育中発熱などお子さんに異常が生じたときは、勤務先等に連絡して迎えにきていただくこ

とがあります。お子さんの様子（機嫌、食欲、熱等）を書き入れた健康表を各担任が説明し

お渡しいたしますので医師に見せて下さい｡ 

 

□Q 子どもが具合悪くなった時の園からの連絡は？ 

保育園でお子さんが具合悪くなった場合には次のように連絡いたします。 

■園長が連絡します 

  園長が留守の場合には、主任保育士か看護師が下記の順に連絡します。 



 - 10 - 

① まず始めに母親に連絡します。 

② 母親が留守の場合には、父親に連絡します。 

③ 母親、父親に連絡がとれない場合には、家庭連絡表に記されている方に連絡します。 

 

■連絡時には・・ 

「つるた保育園園長の徳原です」と名のります。必ず「つるた保育園の○○です」と名のり

ますので、名のらずに「お子さんが具合悪いので、すぐにお迎えに来て下さい」との連絡を

受けた場合には、必ず保育園の方に確認の電話をして下さい。 

 

 

□Q 伝染性疾患の場合はどうするの？ 

伝染性の病気の場合は集団の中では特に影響が大きいので、速やかに保育園に連絡し医師の

許可があるまで休ませて下さい。 

登園停止の基準 

疾患名 基 準 最低望まれる停止期間 

麻 疹 

（はしか） 

主要症状消退後 7 日を経過する 

まで 

発病後 8～9日 

発疹出現後 5日を経過するまで 

水 痘 

（水ぼうそう） 

総ての痂皮
か ひ

(かさぶた)が脱落する

まで（7～10日） 

総ての水ぼうそうが痂皮
か ひ

(かさぶ

た)になるまで 

流行性耳下腺炎

（おたふくかぜ） 
耳下腺のはれが消失するまで 耳下腺のはれが消失するまで 

百日咳 
特有のせきが消失するまで 

（最盛期を過ぎて 2～3週間） 
特有のせきが消失するまで 

流行性結膜炎 

（はやり目） 

主要症状消退後3日間を経過する 

まで 
結膜のはれが消失するまで 

インフルエンザ 

（流行性感冒） 

主要症状消退後3日間を経過する 

まで 

発熱などの主要症状が消失する

まで 

風 疹 

（三日ばしか） 

主要症状消退後5日間を経過する 

まで 
発疹が消えるまで 

伝染性膿痂疹 

（とびひ） 
医師の許可を得てから 医師の許可を得てから 
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集団生活をしている為，以上のような伝染性の病気がある場合は，登園を停止させて頂く

事になりますので，ご理解とご協力を下さい。 

病気が治って登園する時は、必ず医師の「治癒証明」を提出して下さい。 

尚、登園は治癒証明が出た翌日からになります。 

※ 病院の窓口に申し出て書いて頂いて下さい｡有料です。（500円位） 

 

□Q 薬の持参の場合は？ 

風邪等で薬持参の場合は、名前を書いた容器に一回分だけ薬を入れ、必要事項を記入した  

与薬連絡表と一緒に袋を入れて直接保育士に手渡しして下さい。 

※与薬連絡表は入園・進級時に配布しますので、各自コピーして使用して下さい。 

 

 

              例）  
 

 

 

□Q お父さんお母さんたちの会ってあるの？ 

園には親の仲間作りや学習の場として「おりづる会」があります。入園と同時に保護者は  

保護者会の会員となります。活動の内容や会費その他については、年度当初開催される総会

において決定されます。保護者会は仲間作りステーション。あなたの友達をぜひみつけてく

ださい。 

 

□Q 行事のお手伝いは？                        

年間を通し、日本文化の伝承や四季を感じ取れるさまざまな行事が計画されています。保護

者の方々のご協力とご参加をお願い致します。そして、その楽しさを共感していただきます。

年間を通して２～３回程度お手伝いいただいています。 

 

□Q その他に注意する事って？  

◆ 朝食は必ずとってきて下さい。空腹のまま登園しますと、お子さんは不機嫌（特に月齢 

の低いお子さん）になりますので。 

◆ 髪の毛は常に清潔に [前髪は短め（眉毛の上）に、長髪はきちんとｺﾞﾑで縛ること。 

毎週、月曜日が衛生検査日になっております。 

薬 袋 

○×子 
食 後 

○×子 
食 後 
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（つめ切り、洗髪、手ふきタオル、着替え用品の清潔） 

◆ 衣類（特に肌着）は良く洗濯し、常に清潔な物を着せて下さい。（木綿地が望ましい） 

カバンの中は毎日点検して下さい。（通園カバンも時々洗濯をして清潔に務めましょう） 

◆ 持ち物にはすべて油性のマジックで名前を書いて下さい。 

◆ 年齢の低いお子さんは” 自分でできる” ということが大きな喜びです。 

  身辺の整理、衣類の着脱がしやすい、着やすい、脱ぎやすい始末しやすいものをご用意 

下さい。（かぶりもの又はゴムズボン等） 

◆ 育児相談や心配ごと等お気軽におたずね下さい。当園では” 子育て相談室” の事業も  

行っております。              

◆ お金や玩具、その他危険なものは､子ども達の間で騒動を起こしますから持たせないよう

にして下さい。 

◆ 毎日の汚れ物入れとしてスーパーの袋を持たせて下さい。 

◆ 出席ノートは毎日持たせて下さい。月に１回担任がお子さんの様子を記入致しますので、

必ず目を通していただき、保護者の方もメッセージを一言ご記入下さい。 
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□Q 緊急時の連絡は？ 

連絡網をクラス毎に整備する他、メールによる一斉配信「かんたんメール」を整備していま

す。 

つるた保育園のホームページやツイッター等も利用して状況を保護者の方に提供していきま

す。保育園の電話は緊急時には優先して使える電話になっていますが、地震 火災、台風な

どの緊急時には、電話による連絡がとれない状況が考えられます。 

非常事態の発生が確認されたら、まず『お迎えを』と考えて下さい。 
  

つるた保育園   TEL 028(637
みな

)1152
いいこに 

 

         FAX 03(6368)5759 

ホームページ   http://tsuruta.hoikuen.to 

携帯電話用      http://tsuruta.hoikuen.to/i 

     http://twitter.com/tsurutahoikuen 

園長携帯電話    090(1451)9998 

いなかの家   0289(83)0488 
 

 

児童は、人として尊ばれる 

 児童は、社会の一員として重んぜられる 

 児童は、よい環境のなかで育てられる 
                （児童憲章より） 

 

 子どもは、小さいけれども一人の人間です。 

 子どもを、一人の独立した人格として認めるところから出発しましょう。 

 子ども時代、それは、大人になってから戻ろうとしても戻れないのです。   

子ども達が、この子ども時代を、充分に、たっぷりと生きていけるようにする事が、    

何よりも大事です。 

 大人たちの愛情と、おおぜいの友だちの中で、子どもたちは育っていきます。 
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