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1．入園後のお願い 

＜登園について＞ 
●朝ごはんを必ず食べて、元気にそして余裕をもって登園しましょう。 
●毎朝検温をしてお子様の体調を把握してください。 
●朝は保育者に引き渡すまで、お迎えは保育者から引き取られてから保護者が責任をも

ってお子さんをみてくださるようお願いします。引渡前後のケガや道路への飛び出しの

危険があります。 
●前日から当日朝にかけてのお子様の健康状態は、どんな些細なことでもお知らせくだ

さい。 
●登園時のお荷物は各自のロッカーに片付け、衣類の確認をお願いします。 
●病気や怪我の後に登園されるときは、医師に保育園に通っていることを話し、登園し

てもよいか確認してください。 
●当日欠席は、朝９時までにご連絡ください。 
 
＜送迎について＞  

昨今、保育園や幼稚園をターゲットにした犯罪が報道されています。保育中、私ども

もこどもたちの安全を第一に考えて行動しております。つきましては、保護者の皆さま

にはお子様の送り迎えの際に以下4 点についてご協力をお願いいたします。 

 

1）入園してすぐの時期、保護者の方やお迎えの方の顔や名前を、職員がまだ覚えてお

りません。また、新しく当園で働き始めた職員も、入職してすぐは皆さまの顔や名前を

覚えておりません。そのため、園内で「どちらさまですか」とお名前をお尋ねすること

があります。どうぞご理解のうえ、「〇〇（お子様の姓名）の母／父／祖母／祖父の△△

です」とおっしゃってください。 

2）事前にお伝えいただいていない方へのお子様の引き渡しは原則できません。お迎え

のご家族に変更があった場合は、必ず園に事前にお伝えください。 

3）外のインターフォンでは、必ずお顔を見せていただき、「〇〇（お子様の姓名）の母

／父／祖母／祖父の△△です」とおっしゃってくださいますようにお願いいたします。

送り迎えが他の保護者と重なった場合、次の方も必ず顔をお見せください。 

4）保護者を装って園内に入る不審者を防ぐため、保護者の方が中から鍵を開け、外に

いる方を園内に入れることはなさらないでください。 

 

※ＩＣカード(セコムカード)について※ 

当園では、安全面への配慮と防犯の為、玄関扉がオートロックになっております。保

護者の皆さまには、個々にお配りしますＩＣカードでロックを解除していただき、園内

に入っていただくことになります。以下の手順に添って使用してください。 
〈ＩＣカードの発行について〉 
『誓約書』に日付（入園日）・保護者名・園児名を記入し、押印の上、初登園日にご提

出いただき、ＩＣカードと引き換えさせていただきます。 
〈ＩＣカードの使用方法〉 

登降園時、玄関扉横の機械（カードリーダー）にカードをかざしてください。電気錠
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が開きます。 
※ＩＣカードを忘れてしまった場合は、インターホンを鳴らして入室してください。 
※紛失し場合は、不正使用防止のため、すぐに園にご報告ください 
＜その他、送迎についてのご留意事項＞ 

●自転車でお越しの場合は、園の駐輪場をご利用ください。（駐輪場はスペースの関係

上、送迎時の一時駐輪のみとさせていただきます。） 

●日々の送迎は保護者の責任において行ってください。 
●中学生未満の兄姉だけによる送迎はご遠慮ください。 
●送迎は、できるだけ徒歩もしくは自転車でお願いします。 
●ベビーカー置き場はございませんのでご了承ください。 
●保護者以外の方が送迎される場合は、事前に保護者からの直接連絡が必要です。また、

代理で送迎される方には身分証明の提示をお願いする旨をあらかじめお伝えください。 
●お迎え時間の変更や、予定外の延長保育をご希望の場合は必ずご連絡ください。 
●お迎えが遅くなる場合も、必ず開園時間内に来ていただきますようお願いいたします。 
 ※園を出る時間が閉園時間を超えないようにご注意ください 

ご事情があるのは承知しておりますが、閉園時間を超えることが頻発した場合、厳重

注意をさせていただくことがあります。 
●大型台風等の接近により、開園することが危険だと判断した場合、保護者にお知らせ

の上、休園することがあります。 
 
＜服装について＞ 
●１歳児を過ぎるころからは着脱の自立へと向かう時期なので、上下別々のものをご用

意ください。下着もロンパースではなく、自分で脱げるものをお願いします。 
●衣服は、用便や着替えの際にお子様が自分で脱ぎ着出来るものにしてください。（ス

トレッチ素材などが好ましいです。） 
●丈が長く裾を引きずるようなズボン、袖が長すぎる上衣は避けるようにして下さい。 
●気温にあわせて調節しやすく、清潔なものを身に着けましょう。 
●運動靴は、お子様の足に合ったサイズで、歩きやすく自分ではけるものを選んでくだ

さい。長靴・サンダル等は登降園時のみにしてください。お散歩にいける靴のご用意

がない時は、場合により外出を控えさせていただきます。 
●フードの付いた洋服は登降園時のみにしてください。ひっかかってしまったり、お友

達に引っ張られてしまったりして危険です。 
●ヘアゴム、髪留めについては装飾のないシンプルなものをお選びください。けがやア

クシデントにつながる場合があります。 
●スカートや短パンなど、ひざが出てしまう服装は怪我が重症化しやすくなるため、下

にスパッツ等をはくなどご配慮をお願いします。 
●洋服に装飾が多いものはご遠慮ください。装飾が取れて、赤ちゃんが誤飲してしまう

可能性があります。また、フリルやチュニックなどひっかかりやすいものは怪我につ

ながりますのでご遠慮ください。 
●身に着けるもの、持ち物のすべてに名前をつけてください。 
●靴下は脱いで裸足保育になりますので、タイツは禁止とさせていただきます。 
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＜連絡帳について＞ 
●（１～２歳児）連絡帳は乳児の食事・睡眠などの1 日の生活を把握し、ご家庭との連

携を取るために大切です。ご家庭での様子や育児の相談など何なりとご記入ください。 
●（３～５歳児）お子様のご家庭での様子や子育て相談など何かありましたらメモで結

構ですのでご記入ください。ノートまたは、おたよりポスト(希望者のみ販売)をご利

用いただいてもよいです。園では毎日確認させていただきますが、園からは必要に応

じて記入しております。 
＜その他＞ 
●お子様の通園バックの中は、毎日点検してください。 
●食べ物や、おもちゃ・キーホルダー等の園内持込みはご遠慮ください。 
●保育室や玄関等に、園からのお知らせを掲示していきますので注意してご覧ください。 
●自宅の住所や電話番号、また保護者の方の職場等に変更があった場合は速やかに届出

をお願いいたします。 
※その他、必要に応じてお願いすることがあります。 

2．退園・卒園後の残置物の処遇について 

卒園ないし退園する際は、園にお荷物を残さないよう、全てお引き取り下さい。 

 卒園ないし退園後、当園にお荷物が残っており、当園がお引き取りの要請をしたにも

かかわらずお引き取りいただけない場合、卒園ないし退園後3 ヶ月経過をもって、所有

権を放棄したものと見做し、当園にて処分させていただきます。 

 

3．年間行事（例） ★は親子参加型の行事です。予定は変更の可能性もあります。 

4 月 

★ 入園式・進級式 

 

5 月 

● 定期健康診断 

★ 春の遠足 

★ 個人懇談 

6 月 

● 定期健康診断 

 

7 月 

● プール開き 

● 七夕 

★ 夏祭り 

8 月 

● プール納め 

● お泊り保育 

9 月 

● ふれあい会 

(敬老会) 

10 月 

★ 秋の遠足 

● ハロウィンパーティー 

11 月 

● 定期健康診断 

 

12 月 

★ クリスマス会 

★ 生活発表会 

 

1 月 

● 個人面談 

2 月 

● 節分 

3 月 

● ひなまつり 

★ 卒園式 

<行事について> 
子どもたちの成長は、内容豊かな日常生活があってこそ成り立ちます。その日常生活

には安定感が必要ですが、行事は子どもたちの生活に変化と成長を与える機会となりま

す。そのため子どもたちが園生活を主体的に楽しみ、生活体験や人間関係を深める機会

につながるようねらいをもって取り組んでいます。ただし、その時々の子どもの育ち、

興味や関心に合わせ、ねらいを考えて内容を構成しているため、安全面の配慮から実施

の有無、実施内容・実施方法を変更する場合があります。 
何卒ご理解とご協力をくださいますようお願い申し上げます。 
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4．一日の流れ（乳児と幼児では異なります） 

0７：00 登園 

「おはようございます！」の元気な朝のあいさつで1 日がスタート。 

お子様の健康状態を確認し、乳児・幼児クラスに分かれて自由遊び（合同保育）。 

 

09：00 朝の会(乳児朝おやつ) 

毎月、季節にあわせた朝の歌を覚えて皆で元気よく歌います。 

 

09：30 午前のカリキュラム 

  天気のよい日はお散歩に出かけます。また、English Play Time（英語保育）

や体操などで楽しい時間を過ごします。 

 

11：30 お昼ごはん 

  栄養士が作成した栄養満点の献立でおいしく楽しくいただきます。 

年齢に応じて食後の歯みがきをします。 

 

12：30 お昼寝 

  お子様それぞれの習慣を把握し、上手に休息がとれるよう睡眠を促します。 

  また、就学前の幼児は徐々にお昼寝の時間を短縮しながら就学準備をします。 

 

15：00 おやつ 

こどもたちが毎日楽しみにしているおやつの時間です。自分たちでクッキングした

おやつを食べることも。 

 

 

16：00 帰りの会・降園／自由遊び 

 今日の様子などを保護者と話しながらこどもたちは帰途につきます。 

 

 

乳児・幼児クラスに分かれて自由遊び（合同保育）を楽しみます。 

 

18：00 夕食、補食 

  お迎えの遅いお子様は、今日の楽しかった出来事などを話ながら楽しく夕ごはん。 

  夕ごはんの後は、お子様の様子にあわせ、休息をとりながら静かで家庭的な時間を 

過ごしてお迎えを待ちます。 

20：00 完全閉園 

※閉園時間を超えてのお迎えは厳禁です。 

お時間前にお迎えにお越しいただきますようお願いいたします。 
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5．持ち物・洗濯物について 

● 入園時にご用意頂くもの（次頁をご参照の上、すべてに名前を記載してください。） 
 
【０，１歳児】   

持ち物 数量 備考 

①  紙おむつ 適量 
量は園と相談して下さい。オムツのお

しり部分に記名してください。 

②  おしりふき ２個 袋に記名してください。 

③  下着シャツ・ズボン・上着 各３枚 伸縮性があり、汚れても構わないもの。

ゴム入りのものなど、子どもが扱いや

すいものにしてください。 ④  靴下 １足 

⑤  バスタオル・防水シーツ 各１枚 
昼寝用の大きめのもの。毎週末持ち帰

ります  

⑥  汚物入れ ２枚程度 
汚れた衣類を入れるためのビニール

袋。 

⑦  園庭靴 １足 すぐに履けて、脱げないもの 

⑧  避難靴 １足 毎月の避難訓練に使用します。 

 
【２歳児】   

持ち物 数量 備考 

①  紙おむつ・おしりふき 必要分・適量 
量は園と相談して下さい。オムツのお

しり部分に記名して下さい。 

②  トレーニングパンツ 必要数 必要な方はご用意下さい。 

③  下着シャツ・ズボン・上着 各３枚 伸縮性があり、汚れても構わないもの。

ゴム入りのものなど、子どもが扱いや

すいものにしてください。 ④  靴下 １足 

⑤  バスタオル・防水シーツ 各１枚 
昼寝用の大きめのもの。毎週末持ち帰

ります  

⑥  汚物入れ ２枚程度 
汚れた衣類を入れるためのビニール

袋。 

⑦  園庭靴 １足 すぐに履けて、脱げないもの 

⑧  避難靴 １足 毎月の避難訓練に使用します。 

 
【３歳～５歳児】（2 歳児の持ち物に加えて以下のものをお持ち下さい） 

 歯ブラシ・コップ １セット 
傷んできましたら取替えをお願いいた

します。 
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● 園で用意するもの 
① 寝具一式（敷布団） 
② 食事用エプロン（０～２歳児使用） 
③ 食事用口拭きシート 
④ 連絡ノート（乳児） 
⑤ シール帳（幼児） 

● 洗濯について 
【持ち帰って洗濯していただくもの】 

① バスタオル・防水シーツ   
（週１回持ち帰って清潔なものと交換して下さい） 

 ② 帽子        （最低週１回持ち帰って清潔なものと交換して下さい） 
③ 歯ブラシ・コップ   （毎日持ち帰って清潔なものと交換して下さい） 
④ 衣類   （適宜清潔なものと交換して下さい） 

【園で洗濯するもの】 
①  食事エプロン 
②  口拭きタオル 
③  寝具類(敷布団) 

 
●汚物の持ち帰りについて   
 ①おむつの破棄は園で行いますので、汚れたおむつの持ち帰りの必要はございません。 
 ②保育中に汚れた衣服の取り扱いについて 
 感染症拡大防止のため、基本的に園で衣服の洗濯・水洗いは致しておりません。汚れ

た衣服はビニール袋に入れてお返ししますのでお忘れなくお持ち帰りください。 
  １）尿／血液 
   おもらしやケガによる血液が付着することにより汚れた場合、水洗い等もいたし

ておりません。 
  ２）便 
   パンツにもれてしまった便はトイレに流せるものは流しますが、パンツに付着し

てしまっている便は取り払わずそのまま袋に入れてお返しします。 
３）嘔吐 
 嘔吐により服が汚れた場合、脱いだそのままの状態で袋にいれます。もしお友だ

ちの服も汚してしまった場合、嘔吐したお子さんのご家庭にて洗濯をおねがいし

ています。 
 ③汚れた衣服について、衛生面を考え保育室外に置いている場合があります。 
 ④汚れた衣服は基本的に園内で破棄はいたしておりませんので、もし汚損が激しい場

合でもお持ち帰りの上ご家庭にて破棄をお願いしております。 
 
●お子様の持ち物には必ず記名をお願いします。 
 全てのものに記名をお願いします。おむつにも１枚ずつ記名をお願いします。 

衣服等に関してはタグや縫いしろなどに、わかりやすくはっきりとした文字で書いて

ください。 
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６．給食・おやつ 

当園では、以下のコンセプトを基に給食を提供しています。 
   ① 豊かな人間性を育もう 
   ② 楽しく食べよう 
   ③ 五感を使って味わおう 
＜給食・おやつの提供＞  
 ●給食・午後おやつは毎日手作りです。 
 ●全年齢児とも完全給食です。３歳児未満には朝おやつがあります。 

●食器、コップ、スプーン、フォーク、箸、お手拭き・口拭きなどは全て園で用意す

るので、家庭でご用意いただくものは特にありません。 
＜献立について＞ 
 ●全園児の身体測定結果から必要な栄養目標量を算出し、それを基に栄養士が栄養バ

ランスを十分に考慮した献立を立てています。またお子様たちの食欲をそそるよう

な彩り、形、大きさ、味、盛りつけに心がけています。 
 ●新鮮で安全な食材を使用し、徹底した衛生管理の下で調理をしています。 
 ●月に一度の行事食や誕生会の日などは、特別メニューをご用意し、より食事を楽し

めるように工夫しています。 
＜離乳食の対応＞ 
 ●入園時から保護者の方と相談し、一人ひとりの発達・成長に合わせた離乳食を提供

します。 
 ●離乳食では、味覚を大切にしたい・食材そのものの味を感じてほしいという思いか

ら、調味料はほとんど使用していません。また、アレルギーの観点から卵・乳・乳

製品も使用していません。 
＜食物アレルギー食の対応＞ 
 ●食物アレルギー食の対応は、医師の指示書が必要です。医師の指示書を基に代替・

除去などの対応をいたします。 
 ●入園後も、食事相談会やアレルギーに関する個別の相談などをお受けします。 
＜体調不良時の対応＞ 
 ●病み上がりなど、体調不良時の対応を行っております。個別にご相談ください。 
＜食育へのとりくみ＞ 
 ●月一回のクッキング保育を中心に行っています。食材に直接手を触れ、五感を使っ

て行います。 
 ●保育計画とともに栄養計画を作成し、こどもたちの発育に応じた食育を目指してお

ります。 
 ●野菜などの栽培を経験し、食への関心を高める取り組みを行います。 
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７．入園当初の保育時間（慣れ保育）について 

 当園では、入園と同時に通常保育を開始します。但し、年齢の低い子や集団保育が初

めての子など、お子様によって状況も様々ですので、お子様の状況・様子を見ながら徐々

に保育時間を延してゆく事が望ましいです。新入園児のお子様（特に0～2 歳児）には、

徐々に保育時間を延ばし、環境の変化に順応していくべく、お預かり初期の「慣れ保育」

をお願いしております。下記のデータのとおり、保育施設での睡眠中の「突然死」は、

お預かり初期に多く発生していることが報告されております。 

当園でも、0～2 歳児は仰向けの姿勢での午睡を徹底し、睡眠中の呼吸状態や顔色の

チェック等を欠かさず行ってまいりますが、保護者の皆さまにおかれましても、できる

限りお子様の「新しい環境に対する心理的ストレス」や、「疲労による身体的ストレス」

を軽減できるよう、ご協力をお願い致します。 

 
内閣府によると、2007 年から2016 年までの10 年間に保育施設で睡眠中に乳幼

児が死亡した事例は 146 件報告されています。事故などのケースを除いた 43 件を東

京都保健医療公社多摩北部医療センター（東京都東村山市）の小保内俊雅小児科部長ら

の研究グループが分析したところ、全体の 3 割が預け始めから 1 週間以内に発生して

いました。 

 

保育施設における睡眠中の突然死 

《在園期間別内訳》 

 
参照：NHKニュース「乳幼児もストレス!?保育園預けはじめに注意（2018年2 月19日）」 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/201 

 

８．健康診断について 

１．入所時健康診断について 

 入所時には嘱託医による健康診断を行います。 

２．定期検診について 

 全園児年2 回、嘱託医による健康診断を行います。 

 
1 ヵ月以内に発生した突然死は 

全体の半数に上っていました 
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 また、年1 回、嘱託歯科医による歯科検診を行います。 

3．検尿（4,5 歳児） 

 年１回実施します。 

4．身体測定について 

 毎月、身長・体重の測定を行います。 

９．日々の健康管理について 

１．登園時 

毎朝、登園時に保育スタッフにお子様の健康状態をお伝え下さい（食欲、体温、便の

状態など）。いつもと様子が違う場合には必ずお知らせください。 

 

2．保育中の発病について 

保育中に、発熱（原則38.0℃以上）・嘔吐・激しい下痢・顔色が優れない・元気がな

い等、お子様の具合が悪くなった場合は保護者に連絡し、至急お迎えをお願いする場合

もありますのでご協力の程よろしくお願いします。 

37.5℃を超えた段階で、更に熱が上がった際にお迎えをお願いする可能性があるため、

一度ご連絡させていただきます。 

 

1０．園での与薬について 

●園での与薬は原則お断りさせていただきます。 

医療機関ではないため、保育園での与薬は認められておりません。保育園に通園し

ていることを医師に伝え、できるだけ朝晩２回の処方にしてもらえるようご協力くだ

さい。 

 

●特例措置として、園で与薬できるのは、医師の指示書による処方薬のみです。 

但し、座薬やダイアップ、風邪薬などの一部処方薬については与薬をお断りするこ

ともあります。その他保育園での与薬がどうしても必要な薬についてはその都度園長

までご相談下さい。 

薬は 1 回分を袋や容器に入れ、必ず名前と日付・与薬時間を書いて下さい。（液体

の薬も1 回分を別容器に入れてお持ちください。） 

薬は『与薬連絡票』と一緒に看護師または保育スタッフに直接お渡し下さい。直接

受け取らず、連絡ノートに挟まっていたものやカバンの中に入っていたものなどにつ

きましては与薬できませんのでご注意ください。 
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1１．感染症について 

園内で感染症が発症した場合、掲示にて保護者の皆様にお知らせ致します。当園では、

お子様が特定の感染症にかかった場合、『登園許可書（医師による治癒証明書）』または

『登園届（医師の指示に従い保護者記入）』なしでの再登園をお断りしております。以下、

当園においての『登園許可書（治癒証明書）』・『登園届』が必要な感染症をお知らせいた

しますので、ご確認ください。 

また、『登園許可書（治癒証明書）』や『登園届』が不要でも、お子様の具合が悪い時

はお休み頂きたい感染症に関しましても合わせてお知らせいたします。集団感染防止の

ため、ご理解およびご協力をお願いいたします。 

病名 潜伏期間（目安） 予防接種 登園目安

インフルエンザ　　　　　 1～4日 有 発症した後5日経過し、かつ解熱後3日経過していること。

麻しん（はしか） 8～12日 有 解熱後3日を経過していること。

風しん 16～18日 有 発しんが消失していること。

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。

水痘（水ぼうそう）・帯状疱しん 14～16日 有 全ての発しんが痂皮（かさぶた）化していること。

咽頭結膜熱（プール熱） 2～14日 無 発熱、充血等の主な症状が消失した後2日を経過していること。

流行性角結膜炎 2～14日 無 結膜炎の症状が消失していること。

急性出血性結膜炎 平均24時間又は2～3日 無 医師において感染の恐れがないと認められていること。

腸管出血性大腸菌感染症 10時間～6日 無 医師において感染の恐れがないと認められていること。

結核 3か月～数10年 有 医師において感染の恐れがないと認められていること。

特有な咳が消失していること、または5日間の適正な抗菌薬に

よる治療が終了していること。

侵襲性髄膜炎菌感染症（髄膜炎菌性髄膜炎） 4日以内 無 医師において感染の恐れがないと認められていること。

病名

ヘルパンギーナ

手足口病

伝染性紅斑（りんご病）

ＲＳウイルス感染症

ウイルス性胃腸炎                     

（ノロ、ロタ、アデノウイルスなど）

マイコプラズマ肺炎

突発性発しん

病名

細菌性胃腸炎（サルモネラなど）

伝染性膿痂しん（とびひ）

伝染性軟属腫（水いぼ）

アタマジラミ

有

抗菌薬内服後24～48時間が経過し、発熱がなく水分やミルク、普段の食事が摂れていること。

症状がひどい場合には　登園を控えてください。登園は、全身状態がよいことを確認してください。
自己判断をせず、必ず医療機関を受診して医師の指示に従い記入してください。

登園目安

溶連菌感染症

解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと。

＊その他の感染症　　

登園は、全身状態がよいことを確認してください。
症状がひどい場合には登園を控え、必要時は受診して医師の指示に従ってください。

登園目安

発熱・嘔吐・下痢の症状が治まり、水分やミルク、普段の食事が摂れていること。

病変部を外用薬で処置し、浸出液がしみ出ないようにガーゼ等で覆う。

伝染性軟属腫を衣服、包帯、耐水性ばんそうこう等で覆う。

駆除を開始していること。治癒確認は、保護者と看護師または保育士で行なう。

全身状態が良いこと。

熱がなく呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと。水分やミルク、普段の食事が摂れていること。

発熱・嘔吐・下痢の症状が治まり、水分やミルク、普段の食事が摂れていること。

発熱がなく激しい咳が治まっていること。

16～18日 有

百日咳 7～10日

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）

発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、水分やミルク、普段の食事が摂れていること。

発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、水分やミルク、普段の食事が摂れていること。

保育園で薬の服用がある場合は、医師記入の与薬指示書か診断書が必要。

＊登園許可書（治癒証明書）が必要な感染症（医師記入）

＊登園届が必要な感染症（医師の指示に従い保護者記入）

 



 12

当社では、厚労省「保育所における感染症対策ガイドライン」にも明記されている標

準予防策の考えに基づいて対応しています。そのため、便、尿、嘔吐物、血液の付いた

衣類やタオル等は園で洗濯せず、二重のビニール袋に入れてそのままご家庭に返却して

います。予めご了承ください。 
 
【アタマジラミについて】 

アタマジラミは実際に感染しないと症状や対処について認識するきっかけがなく、場

合によっては間違った理解で子どもの心を傷つけるようなことにもつながりかねません。

アタマジラミについて、保育園で感染予防対応を徹底するとともに、保護者の皆さまに

も、より正確なご理解、ご協力をいただきたいと思います。 
 
＜アタマジラミとは＞ 

頭髪に寄生するシラミで、幼稚園、保育園、小学校、プール、集団で集まる場所など

で全国的に季節に関係なく発生します。不潔から来るものではなく、通常の洗髪などで

は除去出来ません。本人の衛生状態に関わりなく、つまりどんなに清潔にしていても感

染してしまいます。 
＜卵が見つかったら＞ 

すみやかに保育園にご連絡ください 
＜ご家庭での対応＞  
●寝具、帽子、下着などは毎日取り替え洗濯をしてください。日光干し、乾燥機での乾

燥をお願いします。洗濯前に６０度以上の湯に１０分間つけるのも効果があります。 
●皮膚科や薬局に相談し、スミスリンシャンプーなどで、成虫の駆除を家族全員で行っ

てください。 
●スミスリンシャンプーなどで駆除後（目安として、３～４回スミスリンを使用し１０

日くらいで駆除できますが、３週間くらいかかることもあります。）受診し、医師から

の治療終了の確認が取れましたら保育園まで連絡してください。（『治癒証明証』は必

要ありません） 
＜保育園での対応＞  対象保護者から治療終了の確認が取れるまで実施します。 
●保護者から連絡をいただきましたら、園内掲示をします。 
●対象クラスは、翌日からバスタオル・防水シーツを、毎日お持ち下さい。 
●バスタオル・防水シーツ、カラー帽子を毎日お持ち帰りいただき、ご家庭での洗濯を

お願いいたします。 
●午睡時、頭部と頭部が離れるように布団を敷きます。布団は日光干し、または消毒を

し、布団の下に敷くござは掃除機をかけた後、日光干し、または消毒をします。 
 

 

1２．運営委員会について 

 運営管理責任者が、保育事業について知識経験を有するものや利用者の代表を招集し、

当園の利用や、保育内容、施設･整備に関する事項について協議する場を設けます。 

 

 



 13

1３．子育て相談について 

 お子様の成長や育児について、悩みや心配事がありましたらなんでもご相談下さい。 
栄養士に相談のある方は、事前にお知らせください。ご相談の上、時間を設けさせて

いただきます。 
なお、保育参観は随時受け付けております。事前にご連絡の上、お越しください。 

 

1４．保育中のこども同士のトラブル 

０～２歳児に多く見られる、かみつき・ひっかきについて 

【こどもの姿】 
０歳後半から２歳後半くらいまでが、比較的、かみつきやひっかき行為が多くなりま

す。２歳児くらいまでは、自我が芽生えてきますが、言葉で自分の思いや気持ちを伝え

る力が未熟なため、お友だちの持っているおもちゃがほしくなって取り合いになったり、

自分の遊んでいる場所を譲ることが出来ず手が出てしまったりします。また、相手の子

が泣いているのが気になってかみついてしまうことなどもありますが、子どもたちは取

り合いやけんかをしながらも大切な力を育んでいます。集団の中だからこそ学べること

があります。 
 
【保育園での対応】 

かみつき・ひっかきがあった時は、噛まれたお子様の保護者にはお迎え時にご連絡さ

せていただいています。 
但し、噛んでしまったり、叩いてしまったりしたお子様の保護者には、相手のお子様

に噛み跡が残った、頻繁にかみつきがあるなど、状況によってお知らせしています。 
噛まれた子や親もつらいことは勿論ですが、噛んでしまった子や親もつらいものです。

保育園では、室内の環境を考慮し、かみつきやひっかきが頻繁になっている時期は、ゆ

ったりと落ち着いた生活ができるように配慮していきます。 
もし保護者の方同士、送迎時に顔を合わせるときがありましたら、声を掛け合うなど

していただけたらと思います。どちらの立場にもなり得るかもしれません。みんなで共

に子育てをしていきたいと考えております。 
 

３～５歳児に多く見られる、喧嘩やトラブルについて 

【こどもの姿】 
３歳になると、言葉での表現や意思疎通はまだまだ未熟ですが、友達との関わりが活

発になります。４・５歳児なると語彙が豊富になり、３歳児ではたたいたり、ひっかい

たりしたトラブルが多かったのに対して、４・５歳児では言葉でのトラブルが多くなり

ます。また、言葉でのトラブルから始まってたたいたりする喧嘩につながることもあり

ます。 
痛さを知ることで、相手の痛さも思いやることができます。悔しさや、悲しさを経験

することで、相手の気持ちを考えることができます。こどもは相手に関心があるから喧
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嘩になります。こどもたちは、関わりを持つまでに成長したからこそ、ぶつかり合いま

す。そのような経験はこどもたちの心をグンと豊かにしてくれます。 
そして、喧嘩をして初めて『仲直り』をおぼえます。乳児のように保育士が必ず間に

入って仲直りするのではなく、自分たちで解決することも経験を重ねて、習得していき

ます。 
勿論、危険が生じる場合は保育士が介入しますが、こども同士の喧嘩を何でも止めて

しまうのではなく、温かく見守り、成長へとつなげていくサポートが必要とされる場面

もあるということをご理解いただきたいと思います。 
 
【保育園での対応】 

お友だちをぶってしまったり、ひっかいてしまったりした時は、されてしまった子の

保護者にも、してしまった子の保護者にもお話させていただきます。子どもたちも自分

で保護者の方に話ができる年齢になってきますが、時として正確に伝わらない場合もあ

りますので、誤解が生じないように保育士からお声掛けさせていただいています。 
園で起きた喧嘩やトラブルは保育士がこどもたちにその場で指導いたします。ですか

ら、様子を聞いたからと言って、お子様を必要以上に叱ることはしないでください。 
また、送迎時に保護者の方同士が顔を合わせられることがありましたら、是非、積極

的に声を掛け合ってください。 

 

 

 

 

 
 

 


