
Carenほいくえん
しんぐうきた

入園のしおり



年間スケジュール

入園式

歓迎遠足

毎月のお誕生日会

運動会
園開放日

七夕
プール開き

夏祭り
収穫祭

敬老の日のおもてなし
ハロウイン
アイススケート 消防署見学

七五三
祭り新宮

クリスマス発表会 書き初め
鏡開き
七草がゆ

節分 ひな祭り
お別れ会
卒園式



一日のスケジュール
園オープン

登園完了

朝の会9:50 

7:30 

11:00 給食

12:00

14:50

朝のおやつ9:30 

お昼寝

お着替え
15:00 おやつ
16:00 帰りの会

18:00 園クローズ
19:00 延長の場合

お迎えの時間

・おさんぽ
・公園
・せいさく
・etc.

9:15 

０～２歳児

園オープン

登園完了

朝の会9:50 

7:30 

11:30 給食

12:00

15:00

排泄・準備活動9:30 

お着替え
15:15 おやつ
16:00 帰りの会

18:00 園クローズ
19:00 延長の場合

お迎えの時間

・おさんぽ
・公園
・せいさく
・etc.

9:15 

３～５歳児

はみがき
13:00 お昼寝（必要に応じて）



食 計 画育
APR MAY JUN

JUL AUG SEP

OCT NOV DEC

JAN FEB MAR

４月 ５月 ６月

７月 ８月 ９月

１０月 １１月 １２月

１月 ２月 ３月

野菜を食べれるようになろう ピザパンを作ろう うどんを作ろう

トウモロコシの皮むきに挑戦しよう カレー作り デコレーションクッキーを作ろう

新米でおにぎりを作う スイートポテトを作ろう

餃子を作ろう お別れバイキング

自分たちでドレッシングを
作り好きな味のドレッシン
グをかけ、苦手なものを克
服しよう

自分たちで具材やソースを
塗り、作ることの楽しさを
知ってもらう

うどんの生地を触り、こね
る感触を楽しもう

旬であるトウモロコシの栄
養を知り、実際に皮をむい
て茹でて食べてみる。

地元でとれたジャガイモを
使ってカレーを作ろう

クッキーを好きな形に飾ろう

炊き立ての新米の味を知る 地元のサツマイモを使って
スイートポテトを作ろう

感染症予防のためお休み

感染症予防のためお休み 上手に包めるかな？ 色々な種類のご飯を提供し
ビュッフェ形式にして年長
さんとの楽しい食事をします



毎日のお約束
体操服でのご登園をお願いします

9:15 分までに登園をお願いします

朝食はお家で済ませて登園をお願いします

0,1,2 歳児の保護者の方は、朝の登園児にオムツや着替え

などの補充をお願いします

園では基本はだしで過ごします。靴下は靴に入れて

入室をお願いします

降園時は、受付近くに連絡事項をボードに張り出していますので

必ずチェックをお願いします



持ちものについて

持ち物にはすべて名前の記入をお願いします。

体操服でのご登園をお願いします
体操服にはお名前のゼッケン（右胸）、クラスカラーを園からお渡ししますので（腕）につけてください
体操服購入申し込みはこのしおりに添付していますのでコピーして使ってください
0歳児さんに関しては、体操服は歩けるようになったらご購入お願いします。

０歳～２歳児
ハンドタオル1枚 お昼寝バスタオル1枚 お着替え
肌着・パンツ（必要であれば）上着・ズボン・靴下など、各2枚程度
給食用エプロン（防水タイプ）

園指定の帽子（月曜日に持ってきて週末に持って帰ります）
連絡帳（毎日チェックをお願いします） 靴（外遊びに適したもので）

おしりふき1個

おむつ（記名して）10枚ストックをお願いします。

☆おむつがない場合は園のものを利用します。1枚50円（後日徴収します）
☆すべてに記名をお願いします。

３歳～５歳児

お手拭きタオル1枚（ループ付） お着替え
歯ブラシ、うがい用コップ（紐付き袋に入れてください）
園指定の帽子（月曜日に持ってきて週末に持って帰ります）

スタイ（必要に応じて）

水筒 おはし
通園バッグ

防水のバッグ等（エプロンや使用した手拭きタオルを入れて持ち帰ります）
水筒



慣らし保育について

お子様がスムーズに保育生活に移行できるように

３日間　９：００～１１：００（給食なし）
３日間　９：００～１２：００（給食あり）
３日間　９：００～１５：００（お昼寝後まで）
３日間　９：００～１６：００（おやつ後まで）
２日間　９：００～１７：００（夕方まで）

０歳～１歳児（２週間程度）

２日間　９：００～１１：００（給食なし）
２日間　９：００～１２：００（給食あり）
２日間　９：００～１５：００（お昼寝後まで）
２日間　９：００～１６：００（おやつ後まで）
２日間　９：００～１７：００（夕方まで）

２歳～３歳児（１週間半程度）

４歳～（１週間半程度）



与薬についての注意事項 

 

与薬は、本来医師の指示を得た保護者様がお子様に与薬していただくのですが、やむを得

ない理由で保護者様が予約できず、保育時間中の服用が必要な場合にのみ予約を承ります。 

 ただし、その際には必ず予約依頼書に必要事項を記入していただき、薬と共に職員へ直接

手渡ししていただきますようお願いいたします。予約依頼書がない場合、もしくは記入漏れ

があった場合は、与薬できませんのでご注意ください。以下、注意事項をご熟読の上、ご理

解いただきますようお願いいたします。 

 

 

１．与薬依頼書の記入はかならず依頼者（保護者）がおこなってください。 

２．与薬できるお薬は、お子様を診察された医師が処方し調剤したもの、もしくはその医師

の処方によって薬局で調剤したものに限ります。お薬を受けとった際に添付される「薬

剤情報提供書」などお薬についての説明が書かれた書類がある場合には必要があれば添

付してください（コピー可） 

３．市販のお薬、保護者様の判断で持参したお薬は対応いたしません。 

４．与薬するお薬は、必ず１回分づつに分け、お子様のお名前を記入してください。 

５．与薬依頼書とお薬は、必ず保護者によって受け入れ職員に直接手渡ししてください。 

６．「熱がでたら服用させる」「咳が出たら・・・」「発作が出たら・・・」というように症

状を判断して投与しなければならない薬、座薬、および解熱剤、市販の薬、吸入薬等は

原則としてお預かりできません。 

７．慢性の病気（アトピー性皮膚炎などのように経過が長引くような病気）の日常における

与薬や処置については、保育所保育指針によってお子様の主治医の指示に従うと共に、

相互の連携が必要になります。（長期間の投薬につきましては、保育士までお申し出く

ださい） 

 

 

※上記要件に一つでも不備があった場合（書類などの未記入・ご記入を含む）は、お薬をお

預かりすることができません。お薬をおあざ受かりした後において不備等が発見した場合で

も同様に与薬を実施できません。事故防止・健康管理に関する重要事項ですので、ご了承い

ただけますようよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 



与薬依頼書 

 

 医師により下記の通り指示・処方を受けましたので、与薬について下記の通り連絡します。 

 

保護者氏名                 印 

 

園児氏名  生年月日 平成   年   月   日 

依頼日 平成   年   月   日 登園直前の体温 
℃ 

チェック 

病名・症状  

病院名 
TEL                       

処方医療 

機関名 
 処方日 平成   年   月   日 

薬の用途 別途 お薬の説明書を提出してください 

薬の種類 
粉薬（   ）種類・水薬（   ）種類 

錠剤（   ）種類・その他（       ） 

保管方法 常温   冷蔵庫   その他（          ） 

服用時間 食前  食後  食間  時間指定（   ：   ） 

薬の飲ませ方 

例）そのまま飲ませる。水に溶いてスプーンで飲ませる。等 

保育室記入欄 

受付日 ／ ／ ／ ／ ／ 

受領サイン      

与薬時間 ： ： ： ： ： 

与薬者サイン      

確認者サイン      



 

〈登園届（保護者記入）〉 

 

Caren 保育園新宮北 園長殿 

 

入所児童名            

 

年    月    日 生 

 

    （病名） 該当疾患に!をお願いします 

 溶連菌感染症 

 マイコプラズマ肺炎 

 手足口病 

 伝染性紅斑（りんご病） 

 ウイルス性胃腸炎 

（ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等） 

 ヘルパンギーナ 

 !" ウイルス感染症 
 帯状疱疹 

 突発性発疹 

 

 

（医療機関名）              （   年  月  日受診）において病状

が回復し、集団生活に支障がない状態と判断されましたので、  年  月  日より登園

いたします。 

 

 

年  月  日 

 

保護者名               

 

  ※保護者の皆様へ 

    保育所は、乳幼児が集団で長時間生活を共にするばです。感染症の集団での

発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人一人の子供が一日快適に生活でき

るよう、上記の感染症については、登園の目安を参考に、かかりつけ医の診

断に従い、登園届の記入および提出をお願いいたします。 



主治医様 

 

ご多忙中恐れ入りますが、下記証明書は園児が登園可能になりましたら、ご記入の上

で保護者にお渡しください。 

 

 

 

施設長 宛 

 

登園許可書 

（医師記入用） 

 

園児氏名                 （平成   年   月   日生） 

 

病名（該当する感染症に○を記入、該当しない場合はその他のカッコ内に病名を記入） 

 ・インフルエンザ  ・百日咳  ・麻疹  ・流行性耳下線炎 

 ・風疹  ・水痘  ・咽頭結膜炎（プール熱） 

 ・腸管出血性大腸菌感染症  ・結核  ・流行性角結膜炎 

 ・急性出血性結膜炎  ・細菌性赤痢 

 ・その他（                     ） 

 

 上記の園児は、  月  日より登園停止となっていましたが、他への感染の恐れ 
がなくなりましたので、  月  日から登園可能であると考えられます。 

  備考： 

 

平成   年   月   日 

 

医療機関名および医師名                印 



医師が記入書を記入することが考えられる感染症 

 

感染症名 感染しやすい期(※) 登園のめやす 

麻しん（はしか） 発症１日前から発しん出現後の４

日後まで 

解熱後３日を経過していること 

インフルエンザ 症状がある期間（発症前 24 時間

から発症後３日程度までがもっと

も感染力が強い） 

発症した後５日経過し、かつ解熱

した後２日経過していること（乳

幼児に会っては、３日経過してい

ること） 

風しん 発しん出現の７日前から７日後く

らい 

発しんが消失していること 

水痘（水ぼうそう） 発しん出現１～２日前から痂皮

（かさぶた）形成まで 

全ての発しんが痂皮（かさぶた）

化していること 

流行性耳下腺炎 

（おたふく風邪） 

発症３日前から耳下腺腫脹後４日 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 

咽頭結膜熱（プール熱） 発熱、充血等の症状が出現した数

日間 

発熱、充血等の主な症状が消失し

た後２日経過していること 

流行性角結膜炎 充血、目やに等の症状が出現した

数日間 

結膜炎の症状が消失していること 

百日咳 抗菌薬を服用しない場合、咳出現

後３週間を経過するまで 

特有の咳が消失していること又は

適正な抗菌性物質製剤による５日

間の治療が終了していること 

腸管出血性大腸菌感染症（O157、

O26、O111 等） 

― 医師により感染の恐れがないと認

めれられていること。（無症状病原

体保有者の場合、トイレでの排泄

習慣が確立している５歳以上の小

児については出席停止の必要はな

く、又５歳未満の子供については、

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） 

急性出血性結膜炎 ― 医師により感染の恐れがないと認

められていること 

侵襲性髄膜炎菌感染症（髄膜菌性

髄膜炎） 

― 医師により感染の恐れがないと認

められていること 

※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については（―）としている。 



医師の診断を受け、保護者が登園届を記入することが考えられる感染症 

 

感染症名 感染しやすい期間 登園のめやす 

溶連菌感染症 適切な抗菌薬治療を開始す

る前と開始後１日間 

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 適切な抗菌薬治療を開始す

る前と開始後数日間 

発熱や激しい咳が治まって

いること 

手足口病 手足や口腔内に水泡・潰瘍

が発症した数日間 

発熱や口腔内の水泡・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） 発しん出現前の１週間 全身状態が良いこと 

ウイルス性胃腸炎（ノロウ

イルス、ロタウイルス、アデ

ノウイルス等） 

症状のある間と、症状消失

後１週間（量は減少してい

くが数週間ウイルスを排出

しているので注意が必要） 

嘔吐、下痢等の症状が治ま

り、普段の食事がとれるこ

と 

ヘルパンギーナ 急性期の数日間（便の中に

１ヶ月程度ウイルスを排出

しているので注意が必要） 

発熱や口腔内の水泡・潰瘍

の影響がなく、普段の食事

が取れること 

RSウイルス感染症 呼吸器症状のある間 呼吸器症状が消失し、全身

状態が良いこと 

帯状疱疹 水泡を形成している間 全ての発しんが痂皮（かさ

ぶた）化していること 

突発性発疹 ― 解熱し機嫌が良く全身状態

が良いこと 

※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については（―）としている。 

 





 

　 

保護者の皆様へ 

　当園では、スマホアプリのLINEを利用して、お休みの連絡等を受け付けてお

ります。 

　また、園長や保育士が子供達の生活や安全を見守っている中で、撮影可能な

時にしか撮れませんが、園での生活の写真を送信しています。 

　お知らせ等の配信にも便利ですので、ぜひご活用ください。 

登録の仕方 

　まずはCaren保育園新宮北のLINEページを友達登録お願いいたします。 

　「@caren.shingu」で検索して、お子様のお名前を送信してください。 

　登録方法がわからない方は園にお聞きください。 

よろしくお願いいたします 

LINE連絡について

! 092!943!5510     " caren.najima@chouchouinc.com　# 新宮町上府北2-15-30 1F

caren!shingu



Carenほいくえん
しんぐうきた

〒811-0123 糟屋郡新宮町上府北 2-15-30 1F
TEL/FAX 092-943-5510( 仮 )

caren.singu@chouchouuinc.com


