
 

保育指針 

“青梅エンゼル保育園で過ごす時間
ひ と と き

” 
 

青梅エンゼル保育園では、乳幼児の大切な時期を、家庭的な雰囲気の中で、 

「子供が安心して生活できる」 

保育をめざしております。 

 

 

   保育理念  1 社会・地域・利用者のニーズを保育に反映し、子育ての支えになります 

        2 すべての子どもが、生活に必要な習慣や態度を身につけ、生きる力の基礎を 

         育てます 

 

  運営方針 

   【３つの「運営方針」を柱に、お子さまの満足、感動、信頼を得られる保育園を築いていきます】 

1. 利用者との連携を図り、子ども達を明るく健やかにそだてていきます。 

2. すべての子どもが同じ環境の中で、生活に必要な習慣や態度を身につけていきます。 

3. 子どもの気持ちや考えを受容できる、人間的な暖かさと愛情あふれる保育士を 

     育てます。 

 

  保育方針  

   【3 つの「保育方針」に沿って、一人ひとりのお子さまをサポートいたします。】 

1. 家庭的な雰意気をモットーに、快適に生活できる環境の中で、人への信頼を育てます。 

2. 保育目標を柱に次段階へ送り出せる保育を行います。 

3. 「健康・人間関係・環境・言葉・表現」の５領域に基づき、日々の保育の繰り返しが成長の過

程 

となるよう見守っていきます。 

 

 

                           青梅エンゼル保育園 園長 

                                  渡部和代 
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青梅エンゼル保育園の概要 

 

1. 運営主体 

    法人 有限会社 多摩エンゼル 

       取締役 志村ウタ子 

2. 施設の名称 

     「青梅エンゼル保育園」           

3. 所在地 

     東京都青梅市新町 8-3-8 

4. 電話・ＦＡＸ 

     電話 ： 0428-31-8125   ＦＡＸ ： 0428-32-4312 

5. 開所年月日 

     １９７９年４月１日 

6. 対象年齢 

     ０歳（生後５７日目）から就学前 

7. 定 員 

 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

クラス名 ひよこ うさぎ きりん ちゅーりっぷ ひまわり さくら  

担任数 2 1（1） 1（1） 1（1） 1 1 7（3） 

定員 ６人 6 人 6 人 7 人 7 人 6 人 ３８人 

 短時間保育児 ２人 ２人 ２人 ６人 

 ＊定員は流動的になります 

７. 職員数 

     全員有資格者（保育士）です   ＊必要に応じてパート職員が入ります。 

      

園長 保育士 幼・教諭 栄養士 調理補助 嘱託医 看護師（嘱託） 合計 

１名 １2 名 （9名） １名 （１名） ２名 １名 １7 名 

 

８. 規 模 

     延べ面積 ： ２８２．０１㎡ 

     構造 ： 木造２階建て（準耐火構造） 

９. 開園時間 

     月曜日～土曜日   ７：００～２０：００（１３時間） 

＊１８：００～２０：００（延長保育時間） 

１０. 休園日 

     日曜日 ・ 祝日 ・ 年末年始（１２月２９日～１月３日） 
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                保 育 目 標 
 

1. 毎日を楽しむ、元気な子 

 

2. 豊かな感性を持ち、思いやりのあるやさしい子 

 

3. さまざまなことに意欲をもって、がんばる子 

 

           年 間 行 事 
 

  ４月 入園・進級式  年度初めの大切な日です。 

            みんなでお祝いいたしましょう。 

５月 親子遠足    仲良くなったおともだち、お母様方も仲良しになれる日です。 

6 月 おみせやさんごっこ （保育内容により、変更有ります） 

 ７月 七夕夕涼み会  七夕飾りを作って、願い事を書き、みんなで楽しいひとときを 

           過ごしましょう。 

    おいもほり   畑で育ったじゃがいもをみんなで収穫します。 

    プール開き  水に顔をつけたり、もぐったり・・・温水シャワーで身体を洗います 

 8月 お泊り保育   年長さんだけでおうちから離れてお泊りします。 

 ９月 災害訓練   防災の日にあわせて、災害訓練をします。 

          一斉に保護者の方にお迎えきていただき、命の大切さを考えましう。 

    敬老の日   近くの老健施設に慰問にでかけ、お遊戯などを披露します。 

    十五夜さん  お月見団子をみんなで作ります。おやつに食べます。 

 １０月 うんどうかい かけっこ・体操・ゆうぎなどを保護者の方々に披露します。 

    おいもほり    畑に入り、大きく育ったさつまいもを収穫します。 

 １２月 生活発表会  おゆうぎやオペレッタ、劇やうたを子どもたちが披露します。 

    クリスマス会  サンタさんがやってきてみんなにすてきなプレゼント・・・ 

  １月 凧あげ大会  子どもたちが作った凧をもって、凧あげをします。 

   ２月 豆まき    みんなが元気に過ごせるよう願い、心の中にある悪いものを追い   

はらい、近づく春の喜びを感じましょう。 

 ３月 お別れ遠足  卒園を迎えるおともだちの思い出作りの一日です。 

   ひな祭り会  先生とおともだちと楽しいひとときを過ごします。 

   お別れ遠足  それぞれのクラスで遠足に出かけます。 

     卒園式    長かった保育園生活とお別れする大切な日です。 

  毎月    身体測定 ・ 避難訓練 ・ お誕生会 ・ 英語教室 

 年１・２回   保護者会 ・ 保育参観 ・ 個人面談 ・ 内科健診 ・ 歯科検診 
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一日の保育園生活 

      （０歳児） 
                      12：30 

               10：50 

                   昼食 

                       お昼寝    14：50 

               おやつ・ミルク 

          9：00   あそび・散歩      おやつ     15：00 

               順次登園        お帰り支度  15：30 

                視診       遊び      16：00 

                     順次降園               

                   ～20：00閉園 

              7：00  

 

 

              ０歳児の持ち物 

持ち物 数 用途・機能 補充頻度 備考 

エプロン 3 食事用・おやつ用 毎日 月齢に合わせて 

着替え 3～4 肌着・洋服（上下） 毎日 着脱しやすい物 

持ち帰り袋 2 汚れた物・紙おむつ 毎日 スーパーの袋 

持ち帰り袋 

（チャック付き） 

1 消毒済みタオル用 毎日 記名してください 

タオル 3 おやつ用・食事用 毎日 ハンドタオル 

タオル（大判） 1 お昼寝用（敷用） 週 1回（2 回） 週末に持ち帰りま

す 

（週半ばも有） 

タオル（大判） 

 

1 お昼寝用（掛け用） 

  冬は毛布 

週 1 回 週末に持ち帰り 

ます 

紙おむつ 必要数  適宜 記名してください 

乳首 1 ミルク用 入園時のみ  

おしりふき 1  随時 記名してください 

＊家庭連絡帳をご用意いただきます。毎日の連絡用に使用します。 

＊すべての持ち物に名前を書いて下さい。（他のお子さまとの間違え防止、紛失防止のため） 

＊上記の物を入れる大きめの手提げバッグをご用意ください。（手作りでもよい） 

＊自宅から着用してくる紙パンツにも必ず名前を書いて下さい。 
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離乳中期食児までは 

早めの時間になります 
離乳中期食児は早めの

時間になります 



一日の保育園生活 

      （1 歳児） 
                      12：30 

               11：00 

                   昼食 

                       お昼寝    14：30 

               おやつ 

          9：00   あそび・散歩      おやつ    15：00 

               順次登園        お帰り支度 

                視診       遊び       16：00 

                     順次降園 

                   ～20：00閉園         

            7：00  

 

 

              1 歳児の持ち物 

持ち物 数 用途・機能 補充頻度 備考 

エプロン 3 食事用・おやつ用 毎日 月齢に合わせて 

着替え 3～4 肌着・洋服（上下） 毎日 着脱しやすい物 

持ち帰り袋 2 汚れた物・紙おむつ 毎日 スーパーの袋 

持ち帰り袋 

（チャック付き） 

1 消毒済みタオル用 毎日 記名してください 

タオル 3 おやつ用・食事用 毎日 ハンドタオル 

タオル 1 お昼寝用 毎日 浴用タオル 

タオル（大判） 

 

1 お昼寝用（掛け用） 

  冬は毛布 

週 1 回 週末に持ち帰りま

す 

紙おむつ 必要数  適宜 記名してください 

おしりふき 1 パック  適宜 記名してください 

＊家庭連絡帳をご用意いただきます。毎日の連絡用に使用します。 

＊すべての持ち物に名前を書いて下さい。（他のお子さまとの間違え防止、紛失防止のため） 

＊上記の物を入れる大きめの手提げバッグをご用意ください。（手作り尚可） 

＊自宅から着用してくる紙パンツにも必ず名前を書いて下さい。 
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一日の保育園生活 

      （2 歳児） 
                      12：30 

               11：00 

                   昼食 

               保育活動       お昼寝   14：30 

             製作・散歩・音楽リズム 

          9：00   おやつ        おやつ    15：00 

               順次登園        お帰り支度 

                視診       遊び       16：00 

                     順次降園 

                   ～20：00閉園 

            7：00  

 

 

              2 歳児の持ち物 

持ち物 数 用途・機能 補充頻度 備考 

着替え 2～3 肌着・洋服（上下） 毎日 着脱しやすい物 

持ち帰り袋 2 汚れた物・紙おむつ 毎日 スーパーの袋 

持ち帰り袋 

（チャック付き） 

1 消毒済みタオル用 毎日 記名してください 

タオル 3 おやつ用・食事用 毎日 ハンドタオル 

タオル 1 お昼寝用 毎日 浴用タオル 

タオル（紐付） 1 手洗い用 毎日  

タオル（大判） 

 

1 お昼寝用（掛け用） 

  冬は毛布 

週 1 回 週末に持ち帰りま

す 

布団カバー 1 お昼寝用敷布団（１３０㎝×65

㎝） 

週 1 回 週末に持ち帰りま

す 

パジャマ 1   週 2回持ち帰ります 

紙パンツ 必要数  適宜 記名してください 

＊家庭連絡帳をご用意いただきます。毎日の連絡用に使用します。 

＊すべての持ち物に名前を書いて下さい。（他のお子さまとの間違え防止、紛失防止のため） 

＊上記の物を入れる大きめの手提げバッグをご用意ください。（手作り尚可） 

＊自宅から着用してくる紙パンツにも必ず名前を書いて下さい。 
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一日の保育園生活 

      （3 歳児以上） 
                      12：30        

               11：15 

                   昼食 

               保育活動       お昼寝   14：30 

             製作・散歩・音楽リズム 

          9：00   おやつ        おやつ    15：00 

               順次登園        お帰り支度 

                視診       遊び       16：00 

                     順次降園 

                   ～20：00閉園 

            7：00  

 

 

              3 歳児以上の持ち物 

持ち物 数 用途・機能 補充頻度 備考 

着替え 2～3 肌着・洋服（上下） 適宜  

持ち帰り袋 1 汚れた物 毎日 スーパーの袋 

持ち帰り袋 

（チャック付き） 

1 消毒済みタオル用 毎日 記名してください 

タオル 2 おやつ用・食事用 毎日 ハンドタオル 

タオル 1 お昼寝用 毎日 浴用タオル 

タオル（紐付） 1 手洗い用 毎日  

タオル（大判） 

 

1 お昼寝用（掛け用） 

  冬は毛布 

週 1 回 週末に持ち帰りま

す 

布団カバー 1 お昼寝用敷布団（１３０㎝×65

㎝） 

週 1 回 週末に持ち帰りま

す 

パジャマ 1   週 2回持ち帰ります 

ハブラシ・コップ 1  毎日  

＊家庭連絡帳をご用意いただきます。 

＊すべての持ち物に名前を書いて下さい。（他のお子さまとの間違え防止、紛失防止のため） 

＊週末は上記の物を入れる大きめの手提げバッグをご用意ください。（手作り尚可） 

＊毎日のバッグはリュックでの登園になります。（荷物はなるべく少なく） 

＊上履きを使用します。 
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食事 ～調理室より～ 
 

1 食事 

   栄養バランスや季節感、嗜好を考慮した食事を毎日提供しています。食事内容は毎月末に 

   お渡しします献立をご覧ください。 

   園内玄関に展示してあります献立は主に 3歳児の量になっておりますので、毎日ご覧下さ

い 

   子どもに必要な栄養量のおよそ 50％を昼食とおやつで摂取できるようにしています。 

   一日元気で過ごせるように、朝食はきちんと摂るよう心がけましょう。 

 

2 離乳食 

   食事は、乳児の発達に合わせて、無理のないようにすすめていきます。 

   食事内容も初期、中期、後期、完了と段階を追ってすすめていきます。 

 

2 アレルギー対応 

   ① 基本的に「食べてはいけない食品」を除去するという方法を取っています。 

   ② アレルギーのあるお子さまは医師の指示に基づいて行います。 

     除去を実施する場合には除去開始時、除去内容変更時、除去中止時、及び年度初めに 

     かかりつけの医師の診断書、または指示書の提出をお願いいたします。 

   ③ その他の理由で除去の必要な場合は、除去理由を具体的にノート等にて 

     お知らせ下さい。 

＊ 食物アレルギーをお持ちの場合は入園面接時にご相談下さい。 

＊ 食事のことで何かお気づきのことやご相談がございましたら 

お気軽にお声をおかけください。栄養士が対応いたします。 
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   健康管理 
                           

1. 朝の受け入れ 

   登園時、各クラスの担任・または受け入れの職員に健康状態をお伝えください。 

   ２歳児以上は玄関に置いてある健康ノートを使用します。（食欲・機嫌・便の状態・体温） 

   いつもと違うことがあった場合は忘れずにお知らせください。（特に前日熱が出た場合や 

   下痢の場合、その他自宅で怪我等で通院したりした場合など） 

 

2. 与薬 

   たとえ、看護師がいる場合でも与薬は医療行為に当たる為、お預かりすることが 

   できなくなりました。もし、お薬が出た場合は朝と夕方に分けていただきますよう 

   お願いして下さい。売薬に関しましてもお預かりできませんので、ご了承ください。 

   ただし、医師の指示書がある場合はお受けいたします。(点眼、軟膏等) 

   また、熱性けいれんのあるお子様で病院よりいただいている座薬はお預かりいたします。 

 

3. 感染症の病気 

   感染症の病気が治った後に登園する際は、医師の「登園許可証」が必要です。 

   「登園許可証」は園に用意してありますので、お申し出ください。 

   医師の許可をいただきましたら、下の段に保護者様の記入欄がありますので 

そちらにもご記入いただき、お持ちください。許可が出ませんと登園できません。 

  「登園許可意見書」が必要な病気  

病名 潜伏期間 初期症状 登園のめやす 

インフルエンザ 1～3 日 さむけ・急な発熱 

全身のだるさ 

熱が下がってから 3日過ぎ

るまで。 

百日咳 1～2 週間 鼻水・咳 特有の咳が消失するまで 

麻疹（はしか） 約 10～11日 発熱・くしゃみ・結膜炎 

発疹 

熱が下がってから 3 日間 

(全身状態がよい時) 

水痘 

（みずぼうそう） 

10～20日 胸や腹背、全身へと水泡疹が

でる 

すべての発疹が、かさぶた

になるまで 

流行性耳下腺炎 

（おたふくかぜ） 

約 8～21日 発熱、耳の下が腫れる 

ものを食べると痛い 

耳下腺の腫れがひくまで 

風疹(三日ばしか) 約 14～21日 軽い風邪の症状。発疹・熱は

出ないこともある 

発疹が消えるまで 

咽頭結膜熱 

（プール熱） 

5～6 日 発熱・のどの痛み 

結膜炎 

主な症状が消えてから 2日 

たった後 

流行性結膜炎 

（はやりめ） 

数日～2週間 白目が赤くなる 

目やにが多く出る・風邪症状 

伝染の恐れなしと、医師に

認められるまで 

溶連菌感染症 

 

２～５日 ３８度前後の発熱とのどの痛み   

体や手足に発疹、 

舌は苺のようになる 

発疹等の主要症状が消え

るまで 

  その他、突発性発疹、とびひ、手足口病、伝染性紅斑などがあります。 
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4. 予防接種について 

   予防接種は、集団生活を過ごす場合に、お子さん自身がその病気を予防する為にも、また、 

  他のお子さんにうつさないようにする為にも有効な手段といえます。済んでいない予防接種 

  はないか、母子手帳で確認し、なるべく早めに受けていただくことをお勧めいたします。 

 

5. 保育中の病気 

   朝、元気に登園してきたお子さまが急に具合が悪くなることがあります。発熱、嘔吐、下痢 

   顔色が悪い、機嫌が悪い、元気がない等、症状が見られる場合には、保護者の方に連絡いた 

   します。 

   また、健康状態に異常が感じられる場合は、お知らせしたり、問い合わせをさせていただく 

   ことがあります。お子さまの状態によっては、お迎えをお願いすることもあります。 

   その際はご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 

6. 嘱託医  

        「新井クリニック」 

      住所  西多摩郡瑞穂町長岡 1-51-2 

      TEL  042-557-0018 

       医師 新井 敏彦 

      ＊年２回健康診断を６月・１１月に行います。 

 

        「沖倉歯科医院」 

      住所  羽村市羽加美 2-18-24 

      TEL  042-555-4331 

       医師 沖倉 功 

      ＊毎年６月に歯科検診を行います。 

 

    ♪お子さまの様子でご心配なことがありましたら何なりとご相談下さい。 

 

7. 保険加入状況 

   賠償責任保険と傷害保険に加入しております。 

   引受保険会社  三井住友海上火災保険株式会社 
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       自主事業 

 

【一時預かり保育】 
1. 目的 

   保育に欠けない（家庭保育）乳幼児が一時的に保育を必要とする場合、保育を受け入れる 

   ことを目的とする 

 

2. 内容 

   月曜日から金曜日  午前９時から午後５時まで 

   １日２名まで（要予約で受け入れ） 

   一時保育室利用 

   ４時間未満、又は４時間超保育 

   （週 2日までの申し込みとなります） 

 

3. 利用料金 

   ４時間未満       2,500円 

   ４時間超        3,000円 

    

 

 

 

【保育・育児相談】 
1. 目的 

   子育て・育児に悩みを抱える保護者への心のケアをする 

 

2. 内容 

   毎週火曜日・金曜日、午後４時より事務室を利用し、園児の保護者や地域の子育てに悩む親を 

   対象に育児相談・保育相談を受ける。 

   基本的に園長が対応し、内容は秘密厳守とする。 

 

3. 利用料金 

   １回 ５００円とし、時間は定めない。          
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運営委員会 
 

1. 目的 

   園の発展・維持のため、また、質の良い保育を行うため 

 

2. 内容 

利用者の立場に立った質の良い保育をめざしていけるように、さまざまな内容について 

意見交換をしながら園の運営を円滑にすすめる。 

 

３. 運営委員 

   利用者（保護者）３名、  知識経験者１名、  事業者２名（取締役・園長） 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

        その他 
 

1. 玄関は常時、施錠してあります。保護者を確認できましたら解除しますので、呼鈴してください。 

 

２. 登園は９時までにお願い致します。 

 

3. 登・降園は保護者が付き添ってください。 

 

4. 登園・降園が遅れる場合や保護者以外の方が送迎される場合は必ずご連絡下さい。 

  （保護者以外の方がお迎えの場合は、ノートにお名前をご記入ください。） 

 

5. 遅刻・欠席の場合は、８時 45分までにご連絡下さい。 

 

6. 緊急連絡先が変更になりましたら、早急にお知らせください。 
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苦情解決 
 

 園では、サービスの向上を目指し、保護者と皆さまとの信頼関係を深めるために、下記のとおり 

 苦情解決のための手続きと体制を整えております。 

 

 

 ◆苦情解決の目的◆ 

  1. 苦情への適切な対応により、保護者の皆さまの理解と満足感を高めることを目的とします。 

  2. お子さまと保護者の権利を擁護し、保育サービスを適切に利用することができるよう支援 

    することを目的としています。 

  3. 納得のいかないことについては、一定のルールに沿った方法で、円滑かつ円満に解決に 

    努めることを目的としています。 

 

 ◆苦情解決の窓口◆ 

  1. 園内窓口 

   保育園に関する苦情を解決するために、主任を苦情受付者、園長を苦情解決責任者と定め 

     ておりますので申しつけ下さい。 

     （1） 苦情受付    事 務    柳瀬玲子  ＴＥＬ0428-31-8125 

                           

     （2） 苦情受付    取締役    志村ウタ子 ＴＥＬ0428-31-8125 

 

     （3） 苦情受付    有識者    佐藤和男  TEL042-551-0243   

 

      （4） 苦情受付   青梅市役所  子育て支援課  TEL0428-22-1111(代) 

 

     ◆苦情解決責任者   園長     渡部和代  TEL0428-31-8125 

                       E-mail tamaenzeru@major.ocn.ne.jp 
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エンゼルのしおり 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
青梅エンゼル保育園   

 

 

 



 

【需要事項説明書】 

【入 園 誓 約 書】 

【利 用 契 約 書】 

【同  意  書】 
 

 

 

 

 

 

 

           

青梅エンゼル保育園 


