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施設概要 
ムースナーサリーは市川市の小規模保育所（認可）です。 

当園の保育スタッフや、市外在住の子どものお預かりも可能で、女性を中心に保護者の 

多様な働き方を応援しています。保育を受ける子ども、働く保護者のサポートを通して、 

地域全体への貢献をめざします。 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

知・徳・体を総合的に養う保育を目指し、 

子どもの主体性・社会性・個性を尊び、 

保育者はアクティブラーニングにおける案内役を担う。 

また、外国人やバイリンガルのスタッフによる 

国際感覚のある日常を提供する。 

保育方針 

保育理念 

★ソウゾウ力を養う 

 ≪想像力≫ 

  保育者やお友達とのコミュニケーションを通して、 

社会性や道徳性といった相手を思いやる心の基礎を作る。 

 ≪創造力≫ 

  毎日様々な体験を通して豊かな人間性を養い、好奇心をもって 

自発的に考えて行動する力を育む。 

 

★基本的生活習慣を身に付ける 

★外国人講師と日常を過ごし、多様性への理解を得る 
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★ムースナーサリー概要 

 

定員 15 名（0 歳児 3 名・1 歳児 6 名・2 歳児 6 名） 

 

対象児 生後２ヶ月～2 歳児（3 歳になった年度の 3 月まで）のお子様 

 

対象資格 市役所から支給認定証の発行が受けられる方 

 

■職員体制 

職種 職員数 

施設長 １ 

保育士 ４ 

栄養士 １ 

保育補助 １ 

事務員 １ 

合計 ８ 

 

 

 

※職員の人数は変動する場合があります 

 

 

★保育園のしくみ 

 

(１)保育料 

月の保育料は住民税額を基に決定されます。当月の保育料は次月２５日までに、請求書に

記載された所定の銀行口座へ振り込みをお願い致します（振込手数料はご負担願います）。

手数料を当園が負担する口座振替も行っておりますので、希望される場合は申込書をご提

出ください。開園時間内の延長保育料はいただきません。 

※ 閉園後のお迎えは、500 円 / 30 分の費用が発生いたします。 

施設名 ムースナーサリー 

所在地 〒272-0033 

市川市市川 3-27-16-102 

TEL 047-319-8201 

FAX 047-723-5964 

Mail info@mnur.jp 

開設年月日 2022 年 4 月 1 日 

事業者 シャムーズ株式会社 

保育所使用面積 129.38 ㎡ 
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(２)開園時間 

 平日 土曜 

開所時間 7:30 – 19:30 7:30 – 19:00 

標準 7:30 – 18:30 7:30 – 18:30 

短時間 9:00 – 17:00 9:00 – 17:00 

※ 延長保育料は閉園後より¥500 / 30 分が発生します 

 

・お迎え者、お迎え時間は毎日連絡帳アプリからお知らせください。 

・欠席または遅刻する場合は朝 9:00 までに理由とともに連絡帳にてご連絡ください。 

（例：発熱・私用・通院等）  

・登降園の時間が通常と異なる場合、連絡帳にてご連絡ください。 

・活動の関係上、９時半までの登園をお願い致します。 

 

 

（３）休園日 

日曜日・年末年始・国民の祝祭日 

 

 

（４） 退園について 

退園の場合、退園予定日より 1 ヶ月以上の猶予をもって、書面等で退園意思をお申し付け

下さい。退園月は 1 ヶ月分の費用が発生します。 

退園から１週間後にアプリアカウントを凍結致します。 

 

 

（５）緊急時の連絡 

・緊急時（急な病気やけが等）は、児童票にご記入いただいた緊急連絡先に、上から順に

ご連絡をさせていただきます。 

・勤務先を連絡先として記入いただいている場合に、保育園からの呼び出しでお名前等に

配慮が必要とされる方はお申し出ください。 
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（６）園からのお願い 

・朝食をしっかり食べて登園しましょう。園で持ち込み朝食の介助は行っておりません。 

 また、飲食しながらの登園もご遠慮ください。 

・紛失や誤飲事故を防ぐため、ご家庭から玩具の持ち込みはご遠慮ください。 

・定期的に手・足の爪のお手入れを行なってください。園で爪切り対応はしておりません。 

・保育園に駐車場や停留所のご用意がないため、車での送迎はできるだけご遠慮ください。 

・自転車は園の敷地内に停車いただけますが、行動を塞がないようご配慮ください。 

・ベビーカーを園に置かれる場合、破損やパーツの紛失など責任を負いかねます。 

・送迎時には、玄関にて『入退室のチェック』をしてください。 

・登園、降園時間やお迎えする方の変更はご一報ください。 

・登園時の検温で 37.5℃以上の場合、お子様をお預かりする事ができません。登園前に 

検温していただき、熱が高いようでしたら無理な登園はせず、ご家庭で療養ください。 

・保育中に体温が 37.5℃以上に上がった場合、園からご連絡をさせていただきますので、 

お早めのお迎え対応をお願い致します。 

 

 

(８)長期欠席等について 

やむを得ず長期欠席を希望される方は、必ず事前に保育園に相談してください。 

長期欠席期間は 2 ヶ月までとなります。 

 

 

★年間行事予定 

4 月 イースター 10 月 ハロウィン / 次年度入園説明会 

5 月 保護者会 11 月 サンクスギビング 

6 月 内科検診 / 歯科検診 12 月 クリスマス 

7 月 縁日 1 月 内科検診 / 歯科検診 

8 月 お水遊び 2 月 節分 

9 月 引き渡し訓練 / 遠足 3 月 卒園式 

※行事予定は変更になる場合がございます。 
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★一日の流れ 

乳児は一人ひとり生活のリズムが違います。 

それぞれの発達に合わせて、園生活が送れるように配慮します。 

＊予定は前後する場合がございます。 

＊トイレトレーニングは個々に応じて無理のないように進めていきます。 

 

  

 14:00 順次起床・検温・オムツ交換 順次起床・検温・オムツ交換 

 15:00 スナックタイム・ミルク スナックタイム 

 15:30 主活動② 

あそび・英語の触れ合い等 

主活動② 

英語・季節の製作等  16:00 

 16:30 グッバイサークル 

 17:00 順次降園・短時間お迎え 

 17:30 合同保育 

 18:00 補食※市販のお菓子 

 18:30 標準時間お迎え 

 19:30 最終降園 

 7:30 
順次登園 

健康観察・検温・合同保育 

 9:30 睡眠・オムツ交換・水分補給 片付け 

 9:40 
モーニングサークル 

※参加できるお子様のみ 

モーニングサークル 

トイレ・オムツ交換・水分補給 

 10:00 主活動①（あそび・外気浴） 主活動①（散歩・あそび等） 

 11:00 離乳食・ミルク ランチタイム 

 11:30 オムツ交換 トイレ・オムツ交換 

 12:00 

~ 
ナップタイム(午睡) 

0 歳児 １・２歳児  

できるだけお子様が活動へ 

スムーズに参加できるよう、 

“９時半まで”の登園を 

お願いしています 
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連絡帳について 
 

 

入園決定後、当園指定アプリにアカウントを発行し、お知らせ致します。 

所定のアプリをダウンロードし、お使いください。 

 

必要事項をご記入の上、登園前にアプリにてお知らせください。 

以下の①、②の項目は毎朝必ず、③は必要に応じてご記入ください。 

 

①検温  

体調の変化にいち早く気づくことが出来るように、登園前に検温をお願い致します。 

また、検温結果をアプリの体温の欄に記載してください。 

 

②お迎えの人と時間 

 

 

④メッセージ欄の活用の仕方 

 

お子様の様子で気になることや、ご要望がございましたら、記載してください。 

例） 

・まだ本調子ではないため、散歩には連れて行かず室内で過ごして欲しい 

・便秘気味であるため、できるだけ水分を取らせて欲しい 

・咳込んでしまい、昨夜はよく眠れなかった 

・腹痛があるようだが、熱も無く朝食も通常通り食べている 

・週末の間に発熱したが、現在は丸１日以上平熱で過ごしている     etc 

 

 

〇欠席連絡等、保育・子どもに関することは連絡帳にてご連絡ください。 

〇毎月、園だよりを発行・当園指定アプリの『お知らせ』にて配信します。 

〇その他、当園指定アプリの『お知らせ』にて個別での連絡や、全体のお知らせやお願

いを発信いたしますので、通知があった場合はご確認をお願い致します。 

 

 ※ 日に数度ご連絡をする可能性もありますので、未読が無いようご注意ください



7 

 

保健衛生 
健康に園生活を過ごすために、配慮した保育を行います。 

 

 

★お薬の取り扱いについて 

当園は看護師が在籍していないため、原則として投薬など医療行為は行ないません。お薬

はできる限り朝晩など、ご家庭で服用できる処方にしていただけるよう、医師にご相談下

さい。 

 

 

やむを得ず保育園での服用が必要な場合は、連絡帳と口頭でご一報を入れていただき、下記を

職員に手渡しでご提出をお願いいたします。 

 

①  投薬同意書  

（当園 HP より DL または職員にお申しつけ下さい） 

②  薬剤情報提供書、またはお薬手帳のコピーなど、服用情報がわかるもの 

③ １回分の薬 

 

※塗り薬も同様に投薬同意書が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

①お子様の名前 

②日付 

③お薬の名前 

※以上３点、お薬に必ずご記入をお願い致します。 

① 

② 

③ 
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★健康管理 

 

年間を通して以下のような健康管理を行っています。 

ご家庭での健康管理にお役立ていただければと思います。それぞれの結果については、異

常があった場合はお知らせします。記録は園に保管してありますので、詳細を確認したい

場合はお申し出ください。 

 

 

園の嘱託医による健康診断を行います。 

 

内科検診：年２回 

歯科検診：年２回 

身体測定（身長・体重）：毎月 

 

 

 

 

 

★病気について 

児童は自ら体調不良を訴える事が難しいため、普段と様子が違う点がありましたら、

保育園と情報共有をお願い致します。また一般的な風邪症状でも無理な登園が悪化に

つながる場合もございますので、お子様に負担がかからないよう、ご配慮をお願い致

します。 

また、37.5℃以上の体温が計測された場合、園内における感染症拡大のリスクがある

ため、保育を実施することができません。登園の受け入れができなかったり、早期の

お迎えを依頼することがございますので、ご理解の程お願い致します。 

集団生活において感染症が流行してしまう場合がございます。登園をお控えいただく

感染症については、次ページをご参照ください。
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感染症と登園の目安 

① 医師が記入した「登園許可証」が必要な感染症 

病名 おもな症状 潜伏期間 出席停止期間 

インフルエンザ 
突然の高熱関節痛、筋肉痛 

鼻みず、咳、のどの痛み 
1～3 日 

発症した後 5 日を経過しかつ解熱後 3 日を経過するまで。 

（発症した日、解熱した日の翌日を 1 日目とする） 

百日咳 
コンコンという短く 

激しい咳が続く 
1～2 週間 

特有の咳がなくなるまで。または５日間の適正な抗菌性物質製剤による治療

を終了するまで。 

麻疹 

（はしか） 

発熱、鼻汁 

目やに、発疹、くしゃみ 
9～12 日 解熱後 3 日を経過し、体力が回復するまで。 

結核 
発熱、咳、喀痰、喀血 

疲労、体重減   等 
  医師が感染の恐れがないと認めるまで。 

流行性耳下腺炎 

（おたふくかぜ） 

耳下腺の腫れと痛み 

発熱、頭痛、食欲不振 
2～3 週間 

耳下腺、顎下線などの腫れが出現した後 5 日を経過し、かつ全身が良好にな

るまで。 

風疹 

（三日はしか） 

発熱、発疹 

リンパ節の腫れ 
2～3 週間 発疹が消えるまで。 

水痘 

（みずぼうそう） 

発疹、水ほう、かさぶた 

かゆみがある 
2～3 週間 すべての発疹がかさぶたになるまで。 

流行性角結膜炎 

（はやり目） 
目の異物感、充血、目やに 4～10 日 

伝染の恐れがなくなるまで。 

結膜炎の症状が消失してから。 

腸管出血性大腸菌感染症 

（O-157 等) 

激しい腹痛、嘔吐、発熱 

水様性の下痢、血便 
4～8 日 

伝染の恐れがなくなるまで。 

結膜炎の症状が消失してから。 

咽頭結膜熱 急に高熱を発症し、発熱 5～7 日 主な症状がなくなるまで。 

髄膜炎菌性髄膜炎 
頭痛、発熱と 

首を動かしにくくなる硬直 
3～4 日 医師が感染の恐れがないと認めるまで。 

②医師判断で登園許可、できるだけご家庭で様子をみていただきたい感染症 

病名 おもな症状 潜伏期間 観察期間 

ヘルパンギーナ 
高熱、食欲不振 

喉の奥に水ぶくれ 
2～7 日 解熱し、食事も十分出来て、体力が回復するまで。（解熱後 1 日以上） 

溶連菌感染症 
高熱、発疹 

咽頭痛、いちご舌 
2～4 日 

抗菌薬を飲み始めて 24～48 時間経過し、 

体力が回復するまで。 

マイコプラズマ肺炎 激しい咳、咽頭炎、発熱 2～5 日 
発熱や、激しい咳が治まるまで。 

体力が回復するまで。 

伝染性紅斑 

（りんご病） 

両ほほの赤み、発熱 

じんましんのような発疹 
1～2 週間 医師の判断による。 

手足口病 
軽い発熱 

小さな水疱が口の中や手足に出来る 
3～5 日 

発熱や、口腔内の水疱、潰瘍の影響がなく、普段の食事が取れるようになる

まで。 

ＲＳウィルス 発熱、鼻みず、咳 2～5 日 呼吸器症状が消失し、全身状態が良くなるまで。 

突発性発疹 発熱、発疹 1～2 週間 
解熱し機嫌が良く、体力が回復するまで。感染のおそれがないと診断される

まで。 

帯状疱疹 小水疱が片側にできる 不定 すべての発疹がかさぶたになるまで。 

ウィルス性胃腸炎 

（ノロ、ロタ、アデノウイル

ス等） 

おう吐、下痢 

発熱、腹痛 
1～3 日 嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれるようになるまで。 

伝染性膿痴疹 

（とびひ） 
からだに水泡ができ、破れて膿が出る 2～5 日 皮疹が乾燥しているか、湿潤部位が、被覆出来る程度のものになるまで。 

ウィルス性肝炎 

（Ａ型、Ｂ型） 

急激な発熱、食欲不振 

悪心、嘔吐。 
14～180 日 

肝機能が正常になるまで。 

全身状態が良くなるまで。 

流行性嘔吐下痢症 

（感染性胃腸炎） 

突発の嘔吐・下痢 

軽度の発熱 
1～3 日 

24 時間以内に 2 回以上の嘔吐・下痢がない。食事、水分を摂取でき、元気に

なるまで。 

③登園停止ではありませんが、医師の処置を受けた上で適切な対応を相談する感染症 

病名 

しらみ 水いぼ 

ぎょうちゅう ヘルペス性菌肉口内炎 
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★保育園での病気とケガ 

 

●緊急時に連絡がとれない場合、救急対応など、現場判断で対応を取らせていただきます。 

●ケガのないよう十分配慮しておりますが、ケガの状況により受診が必要と判断した場合は、

保護者から同意を得て近隣医療機関への受診を調整させていただきます。 

●保育中、子ども同士で発生した些細なケンカやケガ等に関しては集団生活での出来事とし

て、保護者への状況説明を行います。 

●保育園で受診する場合に備え、『健康保険証・受給券』などのコピーを１部提出していただき

ます。有効期限が切れや、内容に変更がある場合は再提出をお願い致します。 

 

★予防接種について 

 

●予防接種後は副作用が出る可能性がありますので、夕方やお休みの日に接種することを

お勧めします。 

●午前に予防接種を受ける場合、医師の判断と下記を登園可否の目安とします。 

 

 ①生ワクチン・・・・・ご家庭での療養をお願いします 

  代表例：ロタウイルス・BCG（結核）・MR（はしか、風疹）・水痘（水疱瘡）・ 

ムンプス（おたふくかぜ） 

 ②不活性ワクチン・・・様子を見てお預かり可 

  代表例：ヒブ・肺炎球菌・B 型肝炎・四種混合（ジフテリア、百日咳、ポリオ）・ 

      日本脳炎・インフルエンザ 

●予防接種を受けた場合は、連絡帳にてお知らせください。 

●予防接種後のお子様の健康状態に気付いた点がありましたら必ずお知らせください。 

 

★嘱託医院 

 

医院名 住所 電話番号 

熱田内科（内科・小児科） 東京都江戸川区 

北小岩３丁目２４−１３ 

℡：03-3659-5266 

岸歯科医院 千葉県市川市 

市川３丁目２７−２０ 

℡：047-322-1932 
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食事 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★献立・調理 

〇毎月、献立は当園指定アプリの『献立』の項目にアップします。 

 

★離乳食 

〇初めての食材は園で提供致しません。給食で食べる前に、必ず自宅で試してください。 

〇食材の試食が園で提供する前に済んでいない場合は、連絡帳及び口頭にてお知らせくだ

さい。 

 

★アレルギー 

○アレルギーをお持ちの方、もしくは途中で判明した場合は、医師の診断のもと、口頭 

及び連絡帳にてお知らせください。その後、対応を相談させていただきます。 

 

※製造ラインを分けての調理は致しかねます。場合によっては代替え食をご用意していただき

ますので、ご承知おきください。

ミルクまたは母乳から離乳食へ移行していく時期。 

それぞれの成長に合わせた形態や味付けで、スムーズに移行できるよ

うに配慮していきます。 

 

食べる意欲がもてるよう、楽しく食事をし、自分で食べられるように、 

積極的に取り組みます。好き嫌いも出てくる時期。いろいろな食材を食べ、 

味覚の広がりをもつきっかけをつくります。 

 

 
落ち着いた雰囲気の中で、自分から積極的に食べられるよう配慮して

いきます。食生活に必要な基本的習慣やマナー（座って食べる、スプ

ーンやフォークで食べるなど）を身につけていきます。 

 

 

０歳児 

１歳児 

２歳児 
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安全管理 
虐待防止、事故対応など、各種自園のマニュアルに従い安全管理を実施します。 

 

★加入保険 

 

○保育中の事故に対応し乳幼児賠償責任保険・損害保険（無過失保険）に加入して 

います。 

 

賠償責任保険 

・１事故 .................................... 100,000,000 円 

・１名につき ................................. 5,000,000 円 

傷害保険（無過失保険） 

・死亡／後遺障害 ........................ 30,000,000 円 

 

 

★避難訓練 

 〇地震や火事など、災害を想定した避難訓練の実施（毎月） 

  

★災害時 

 

 

 

 

 

 

〇災害発生時もできる限り園内にとどまりますが、園内にとどまることが危険な場合は 

指定避難場所に避難します。 

○全ての保護者のお迎えがあるまでは、園内または避難場所で全園児を保護しています。

保護者以外の方に引き渡す際は、身分証のご提示、及び保護者代行である証明をいただ

きますので、ご承知おきください。 

 

※翌日以降においても園舎等の安全の確保ができない、公共交通機関園付近の道路を含めた生活環境につ 

いての確保ができないほどの場合は、臨時休園になる可能性もございます。 

 

災害時、避難命令が出された場合の避難場所    真間小学校 
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★関係各所連絡先 

 

 

 

★ご家庭との相互理解 

 

 

 

 

 

機関名 電話番号 

市川警察署 ℡：047-370-0110 

国府台交番 ℡：047-324-4717 

市川消防局 救急課 ℡：047-333-2111 

市川児童相談所 ℡：047-370-1077 

子ども家庭支援センター ℡：047-711-0679 

苦情等、ご意見対応窓口 

 

ご意見ご希望の受付担当者…………園長 佐藤貴子 

ご意見ご要望の受付解決責任者……代表 髙中優 

 

※その他当園にて解決できない問題に関しましては、市川市こども政策部こども施設運営

課までご連絡をお願いいたします。 
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持ち物 
 

★１・２歳児 

 

※その他、必要なものは園からアナウンスいたしますので、各自ご用意ください。 

 

 

 

 持 ち 物 詳 細 ✔ 

★ 登園バッグ 指定はありません(トートバッグやリュック等)  

★ 水筒 目安 300ｍｌ以上 

中身（水やお茶）を入れて持たせてください 

 

★ 靴（歩きやすく、 

運動しやすい靴） 

長靴で登園される場合は、靴も持たせてください 

（園置き用をご用意いただいても構いません） 

 

● ビニール袋 M サイズ以上 (汚れた衣類のお返しに使用します)  

● ストック衣類 肌着 3 枚程度  

●  洋服上（T シャツ等） 3 枚程度  

●  ズボン 3 枚程度  

●  靴下 1 足  

●  パンツ 3 枚程度（2 歳児）  

●  スタイ 3 枚程度（必要な子のみ）  

◆ 帽子 園からお渡しします  

◆ コットカバー 園からお渡しします  

◆ 掛用ブランケット 掛用ブランケット ※お子様の体より大きい物 

（夏：バスタオル 冬：厚手のタオル or 毛布） 

 

▲ 上着（フード無し） 季節により（春秋：薄手 冬：厚手）  

▲ フェイスタオル（夏） 夏場に使用  

★毎日持ってくる物 ●補充していただく物 ◆週末に持って帰ってもらう物 ▲季節により使用する物 
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★０歳児 

 

 

※その他、必要なものは園からアナウンスいたしますので、各自ご用意ください。 

 持 ち 物 詳 細 ✔ 

★ 登園バッグ 指定はありません(トートバッグやリュック等)  

★ ミルク 

 

※園のミルクが合わない場合 

スティックタイプは 1 本ずつご記名ください 

粉タイプは毎日、１回分毎に分けて持たせてください 

 

★ 哺乳瓶 ２～３本程度（授乳回数分） 

本体・フタ・ちくびキャップそれぞれにご記名ください 

 殺菌はご家庭でお願いしております。哺乳瓶が足りなく

なった場合は、園で煮沸殺菌して対応致します。 

 

★ 水筒 中身（水やお茶）を入れて持たせてください  

★ 食事用エプロン ※園のエプロンが合わない場合  

★ スプーン ※園のスプーンが合わない場合  

★ 靴 つかまり立ちが始まった頃を目安にご用意ください  

● ビニール袋 M サイズ以上 (汚れた衣類等に使用)  

● ストック衣類 肌着 3 枚程度  

●  洋服上（T シャツ等） 3 枚程度  

●  ズボン 3 枚程度  

●  靴下 １足  

●  スタイ 3 枚程度  

◆ 帽子 園からお渡しします  

◆ コットカバー 園からお渡しします  

◆ 掛用ブランケット 掛用ブランケット ※お子様の体より大きい物 

（夏：バスタオル 冬：厚手のタオル or 毛布） 

 

▲ 上着（フード無し） 季節により（春秋：薄手 冬：厚手）  

▲ フェイスタオル（夏） 夏場に使用  

★毎日持ってくる物 ●補充していただく物 ◆週末に持って帰ってもらう物 ▲季節により使用する物 
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★衣類について 

 

 

〇保育園にお持ちになる全ての私物には必ず平仮名またはローマ字で名前を書いて下さい。 

〇靴下・下着の名前も忘れずにお願いします。お洗濯をしているうちに消えてしまいますので

定期的に確認して下さい。 

〇汚れた衣服は、ビニール袋に入れて持ち帰ります。翌日に補充をお願いいたします。

(例：T シャツ 1 枚持ち帰り→翌日１枚補充) 

〇枚数は目安です。お子さまに合わせて適宜ご用意下さい。 

〇園で下痢・嘔吐・血液がついた衣類等は洗わずに、ビニール袋に入れて持ち帰りますの

でご了承ください。 

〇衣類は活動しやすく着脱の容易なもの等のご配慮をお願いします。 

〇夏季でも蚊よけの為に長ズボンの着用をお勧めしています。 

〇フードやサスペンダー・紐のついたお洋服は危険を伴います。また、ボタンの多いもの・危

険と見なされる装飾品のあるもの、汚れる可能性がありますので必要以上に高価な服装も避

けて下さい。 

〇髪留めはゴム製のものをご使用下さい。金属製のピン等は大変危険ですので避けて下さい。 

 （TPU（ポリウレタン）製のシリコンゴムは不可） 

〇肌着は、１歳以上はセパレートタイプをお勧めしております。 

 （動きやすく、トイレや着替えの時に自分で行ないやすいため） 

 

 

 

 

 

●気温と服装の参考例 

１５～２０℃…着脱しやすい薄手の上着があると良い 

２０～２３℃…薄手の長そで or 七分袖・半そで服 

２３℃～………半そで服。長そでだと汗ばむ 
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ご入園が決まったら… 

★慣らし保育について 

・お子様が安心して生活を送り、食事や睡眠がとれるように、 

初めは短時間（2 時間程度）から、少しずつ保育時間を延ばしていきます。 

・慣らし保育のステップアップや期間は、年齢や性格によっても違ってまいります。 

・登園前にアプリから連絡帳を送ってください 

 （体温・お迎えの人・睡眠時間・朝ご飯、ミルクの時間・お子様の様子等） 

 

 

 

 

 

 

★慣らし保育初日に持ってきていただく物 

 

水分（水筒 / ストローマグ / 哺乳瓶）  

離乳食材チェックシート（乳児）  

受給券、保険証のコピー  

ビニール袋（M サイズ以上）  

ストック用衣類（洋服上下・肌着 各３セット程度）  

靴下＆靴＆上着（季節により） ※お散歩時使用  

 

※お昼寝時間など、慣らし保育までに園生活のリズムに合わせて生活していただくと、

園での生活リズムを掴みやすい傾向にあります。 

ランチ 11:15 頃、 午睡 12:00 頃等 


