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入園式のご案内 

 

第 50回 入園式  

日 付  令和 5年 4月 8日（土） 

     バスは運休ですので、親子で徒歩通園して下さい。車での来園は極力ご遠慮願います。 

服 装  新年中…制服・カラー帽子、名札 

     年 少…スモック（私服の上に着てきてください）・カラー帽子、名札 

持ち物  上履き・教材一式・入園前アンケート・ペットボトル水 500ml（要記名） 

雑巾 1枚（記名不要）着替え用セット（ｐ9参照） 

防災クッション(※カラー帽子と同じ色の記名された布は、指定された位置に縫い付けてください) 

※満 3歳児クラス（いちご組）は入園式への参加はありません。 

※リュックはいりません。すべて手提げ袋に入れて来て下さい。 

 

 

※天候によって実施方法が異なりますので下記をご確認下さい。 

≪晴 天≫ 時 間 登園９：４５～１０：００ 開始１０：００ 

場 所 園庭 

      受付を済ませてから、クラスの列に親子でお並び下さい。 

   式の参加は、同居の家族のみとさせて頂きます。 

 

≪雨 天≫ 時 間 登園９：４５～１０：００ 開始１０：００ 

場 所 ホール 

      雨天の場合に限り、保護者 1名の参加とさせて頂きます。 

 職員室前スロープに並んで、昇降口より出入りして下さい。 

   保護者の方は上履き、外靴入れを用意し、ホールへお持ち下さい。 

受付後、親子でお並び下さい。降園時お子様の上履きはクラスの下駄箱へ入れて下さい。 

 

 

 

 

▼4月 10日（月）は、年少組は休園となります。 

 

▼4月 11日（火）  持ち物 リュック（タオル、連絡帳、出席ノート） 

     服 装 体操着・カラー帽子・名札 

 

▼4月 10日（月）～4月 21日（金）まで半日保育となり、24日（月）よりお弁当が始まります。 

 通園バスの運行も 11日より開始します。4月 21日（金）までは半日保育用の時刻表です。 

 

▼らっこクラブ（預かり保育）についても、4月 11日（火）より開始します。 

利用を希望される方は入園式終了後に申込書を職員室までお持ちください。 
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幼稚園ってどんなところ？ 

 

 

幼稚園の役割を考えたことがありますか？どうして幼稚園に通うのでしょう？ 

他のみんなが通っているからでしょうか？ 

 幼稚園は学校教育法の中に位置付けられていますが、義務教育ではありません。 

要するに幼稚園に行くのも自由、行かないのも自由なのです。けれども現状では多くのお子さんが 

幼稚園または保育園、認定こども園などに通園されています。それぞれの目的は施設により異なりますが、

幼稚園は以下の目的を達成するために存在します。 

 

＊幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな 

 成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする（第 22 条） 

 

 これが学校教育法に定められた幼稚園の目的です。すべて幼稚園と名のつくところはこの目的の為に 

あるわけですが、この教育法の実現の為の具体的な目標の設定によって実際には様々な幼稚園が 

存在します。確かに、幼稚園を卒園すると小学校に行くのですから、前段階として幼稚園があると考えるのは 

当然であり間違いではありません。さらに集団の中で生活し、学ぶという点も小学校と同じです。 

 

幼稚園は学校教科の先取りの為にあるわけではないのです。本来の目的は、集団生活を通して 

幼児期に適切な社会性を身に付けると同時に、子ども一人ひとりの多方面に及ぶ興味関心の芽を尊重し、 

多くの仲間との触れ合いから自己を確立し、知的なものへの『めばえ』を育てる最初の教育施設なのです。 

 一人ひとり異なる個性を認め、多くの仲間や大人の中で共に育ち合う集団生活の場であり、なによりも 

心を育てる場であり、また自分のやりたい遊びを十分に行える場でなくてはなりません。 

 りょうなんは教育の目標を『じょうぶなからだとやさしい心、自ら考えやりぬく子』と定め、保育に取り組んで 

います。お子さんの入園に際し、保護者の皆様には、改めてお子さんがどんな風に育ってほしいのか考えて

いただければと思います。 

 

 

 

 

 

上記の教育目標の達成を目指して保育を実践します。 

☆じょうぶなからだとやさしい心   ☆みずから考えやりぬく子 

綾南幼稚園の教育目標 

しかし 
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異年齢の関わり 

 

異年齢の関わりは一昔前の社会ではごく自然な姿でした。いつでもだれでも遊べる空き地や公園が 

たくさんあり、子どもたちはそのような場所で遊びながら、自然に異年齢の子どもたちとの関わりを持って 

いました。 

 しかし、昨今は様々な社会情勢も相まって、そのような異年齢の関わりが生まれる場所も機会も少なくなった

ように感じます。子どもたちにとって様々な年齢の友達と関わりを持ち遊ぶことは豊かな育ちに繋がる大切な

要素の一つです。 

年下の子は自分より年齢が上の子と関わることで、「あんなふうになりたい」と目標にする子もいるでしょう。

そうすると遊びや生活に取り組む意欲や好奇心を育むことに繋がります。一方で、年上の子は年下の子の 

見本になったり、お世話をしたりすることを通して自分に自信が持てるようになります。お互いに関わり合うこと

で協調性や社会性を育むことにも繋がります。 

 だからこそ綾南幼稚園では満３歳児から年長までの子どもたち同士の自然な関わりを大切にしていきたいと 

考えています。 

 

 

 

 

 

具体的に・・・ 

 以前までは、年中・年長それぞれのクラスを 2 つに分け、年中長混合クラス（＝ペアクラス）を作成し、４月の

間はペアクラスで過ごしていました。これは年中から入園する、いわゆる２年保育のお子さんのために、 

園生活に慣れている年長児と生活を共にすることで、安定して過ごせるようになることをねらいとして実施して

おりました。しかし、近年は２年保育のお子さんも減りつつあることや、進級したばかりの子どもたちにまずは 

担任との信頼関係を築き、自分のクラスに安心感を持って過ごせるようになってほしいという思いから、 

令和３年度より、ペアクラス制度を廃止しました。 

 ペアクラス制度がなくなったからといって、異年齢の関わりが全くなくなるわけではありません。園全体で 

異年齢の関わりが生まれるような取り組みや環境構成の工夫などを実施していきます。 

 

“誰かに促されてするお手伝い”よりも、“自ら進んでするお手伝い”ができる子に 

育ってほしいと願っております。 
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なかよしデー 

 

様々な遊びのコーナーにそれぞれ先生が担当としてつき、子どもたち自身が好きな活動を選んで遊ぶ日

です。お弁当も好きな場所で色々なクラスの友達と食べます（令和３年度より感染対策のため、お弁当の交流

は実施を見送っています） 

新入園児が園生活に慣れてきたころから、月に数回程度の頻度で実施しています。 

この活動を通し、遊びを自ら見つける自主性を尊重し、子どもが遊びの主人公になれるよう主体性を育ん

でいくことを目標としています。 

 

 

 

 

 

 

具体的に・・・ 

園庭（ホール）に集まり、みんなで体操をします。その後各コーナーで遊びが始まります。 

 

 

☆コーナーの例 

コーナー 場所 内容 

製作 多目的室 
様々な廃材や道具を利用して、思い思いの作品を作ります。 

季節の飾りつけなどを作ることもあります。 

絵本 絵本の部屋 
1人２冊まで借りられます。翌週の月曜日に返却します。 

季節や行事に合わせた絵本を用意しています。 

室内遊び ホール 
マットや鉄棒、跳び箱、平均台など様々な身体の使い方を楽しめ

ます。ダンスをしたりペダルカーに乗ったりすることもできます。 

外遊び 園庭 
思いきり身体を動かしたり、草花や虫を探したりなど、広い園庭で 

自分のやりたい遊びに没頭しながら取り組むことができます。 

 

※状況や季節に応じて、なかよしデーの活動内容は変更になる場合があります。 

※満３歳児クラスはお子様の様子によって参加するかどうかを判断します。 
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園生活に関して 

れんらくアプリについて 

▼綾南幼稚園では、「れんらくアプリ」を利用した園児管理システムを導入しております。（令和 4年度～） 

主に以下のような場合に使用します。 

・欠席、遅刻、早退、バス不要の連絡  ・預かり保育、給食の申し込み 

・園から一斉メール受信（災害等の緊急情報）  ・手紙の配信       その他 

 

※緊急連絡網の代わりとして利用いたしますので、登録は必須とさせていただいております。 

別でお配りした登録用紙から、登録をお願いします。 

個人情報の管理につきましては、細心の注意を払い、外部には一切漏れないようにいたします。 

 

【れんらくアプリの利用に関する費用について】 

 アプリのダウンロード、使用はすべて無料となります。ただし、携帯電話・スマートフォンへの受信にかかる 

通信料については、保護者様の負担となります。（お持ちの機器の料金プランにより異なります。） 

 

【れんらくアプリの利用方法について】 

当日の欠席連絡やその他申し込みは締め切り時間が設けられていますのでご注意ください。 

締切時間を過ぎた場合は電話でご連絡下さい。預かり・給食は締切後はお受けできない場合があります。 

・欠席、遅刻、早退、バス不要の連絡 当日７時４５分まで 

・給食の注文    当日９時まで 

・預かり保育の予約   当日１０時まで 

 

 

詳しい使い方は同封のマニュアルをご確認ください。それでもご不明な点がございましたら、 

園まで直接お問い合わせください。 
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欠席連絡について（遅刻・早退・バス不要を含む） 

▼欠席や遅刻、バス不要の連絡は「れんらくアプリ」を利用してください。（p４参照） 

▼欠席、遅刻、早退、バス不要（登降園ともに）の連絡は必ず７時４５分までに「れんらくアプリ」にて 

お知らせください。 

▼緊急の場合や締切時間を過ぎた場合は、電話連絡(0467-76‐0007)をお願いします。 

▼「れんらくアプリ」は出席簿と連携しているシステムです。出来る限り「れんらくアプリ」の使用をお願い 

します。 

▼伝染病（※１）に罹患した場合は出席停止となります。当園停止の期間が過ぎ、医師が伝染のおそれが 

ないと認めるまでは登園を控えて下さい。特に診断書等は必要ありません。 

▼新型コロナウイルスへの感染予防など園が正当と判断した理由がある場合は欠席扱いとなりません。 

※１ 伝染病とは・・・ 

インフルエンザ、百日咳、麻しん、風しん、流行性耳下腺炎、水ぼうそう、咽頭結膜熱（プール熱）、結核 

腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、溶連菌感染症 

伝染性紅斑（りんご病）、手足口病、ヘルパンギーナ、その他医師が認めたもの 

園への連絡・園からの連絡について 

【園への連絡】 

▼担任や園へ連絡・質問がある場合は、「連絡帳」または「電話」を利用してください。 

▼「連絡帳」は、返事を記入するためお預かりする場合がございます。 

▼保育後に「電話」で連絡をする際、１７時までにお願いします。（緊急の場合を除く） 

保育時間中（通常８：４５～１４：１５）（半日８：４５～１１：４５）担任は子どもと活動をしています。 

呼び出し等は極力ご遠慮いただき、電話を受けた職員にお申し付けください。 

 

【園からの連絡】 

▼手紙 

・園だより（１日発行）や月のおたより（２０日発行）等、印刷物でお知らせやお願い等を連絡します。 

・手紙は連絡帳に挟んでお渡ししますので、毎日カバンの中を確認してください。 

・連絡帳及び出席ノートについては担任が記入するため、お預かりする場合がございます。 

▼電話  

・お子様に関することや確認事項等、園からお伝えしたいことがある場合に連絡をさせていただきます。 

▼れんらくアプリによるお知らせ 

   ・急な予定の変更や伝染病の発生、災害（台風、積雪等）による登園・自由登園・休園・バスの有無など 

    を連絡します。 
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登降園について 

【保育時間について】 

通常保育・・・ 登園 ８：４５～９：００  降園 １４：００～１４：１５ 

半日保育・・・ 登園 通常保育と同様  降園 １１：３０～１１：４５ 

預かり保育・・・降園から最長１８：００まで 

※土・日・祝日は原則休園です。行事等により、保育時間の変更や休園の変更を伴う場合があります。 

園だより、月のおたより、れんらくアプリ等でお知らせします。 

※半日保育は年間予定表をご確認ください。 

※登降園の時間が通常と変わる場合は、れんらくアプリにて必ずお知らせください。 

 

【徒歩通園について】 

▼送迎の際は防犯上、必ずネームプレートの装着をお願いします。 

▼登園場所は正門のみです。バスの乗降場所（園舎裏側）からの出入りは禁止しています。 

▼お子様の安全教育のためにもなるべく車を使わず、徒歩による通園を推奨しています。やむを得ず、 

自家用車を利用される方は園舎裏の駐車場をご利用ください。その際、駐車場への進入路は園バスが 

出入りしますので、運行の妨げとならないように注意してください。なお、駐車場内でのトラブルについて 

園は一切責任を負いません。近隣の店舗への駐車は絶対に辞めてください。 

▼園門は上記の登降園時間以外は安全のため施錠いたします。遅刻や早退の場合は、子扉の左上 

テンキーカバーのふたを開け、暗証番号４ケタ「１１１１」を入力後「E」キーを押すとロックが解除します。 

園から出る場合は、子扉右上にふた付きのスイッチボックスがあるので、押していただくと解錠されます。 

開けたら必ず閉めてください。操作は安全管理上、絶対に子どもにはさせないでください。 

▼お迎えを代理の方に頼まれる場合、必ず事前の連絡をお願いします。事前に連絡がない場合、 

安全上、園児を引き渡すことができません。 

 

【バス通園について（利用者のみ）】※利用料の詳細は p１０をご参照ください。 

▼バス時刻表に合わせて、指定の場所で乗降してください。 

▼送迎の際は防犯上、必ずネームプレートの装着をお願いします。 

▼予定した時刻を過ぎたら登降園ともに通過します。その場合、保護者の方が園まで送迎をお願いします。 

▼バス利用のお子さんは傘やレインコートは必要ありません。（バス乗り場には屋根があります） 

▼行事等の都合により運休することがあります。（事前におたより等でお知らせします） 

▼臨時の乗車や、一時的なバス停・コースの変更などは安全上、受け付けておりません。 

▼お迎えを代理の方に頼まれる場合、必ず事前の連絡をお願いします。事前に連絡がない場合、 

安全上、園児を引き渡すことができません。 
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給食・お弁当について 

▼毎週月曜日は全員給食となります。それ以外の曜日は給食と弁当の選択制です。 

半日保育の日に預かり保育を利用される方は給食の注文もできます。 

▼水筒の持参 

年間を通して持参しても構いません。必ず記名をして、中身は水かお茶にしてください。 

▼満３歳児クラス 

  全員給食は実施しません。基本的に毎日お弁当持参です。給食の注文もできます。 

【お弁当について】 

▼持ち物 

お弁当、お弁当袋、ナプキン、はし・スプーン・フォーク(お子様の使いやすいもの)、おしぼり(必要な方) 

▼お弁当の分量はお子様の様子を見て加減してください。始めのうちは少なめにして完食できるようにし、 

徐々に量を増やしていくようにしてください。 

▼ふりかけやゼリーなどお子様自身の力で開けられないものは持たせないでください。 

【給食について】 

▼毎週月曜日は全員給食となります。（※満３歳児クラスはお弁当持参です） 

▼申し込み方法 

火～金曜日に給食を注文される方はれんらくアプリ及び電話にて承ります。連絡帳では受付できません。 

締切時間：当日 9時 

▼持ち物 

 お弁当と同様です。 

▼１食３１０円です。詳細は「保育料等の納入について（ｐ１０）」をご参照ください。 

【牛乳について】 

▼昼食時にお弁当・給食関係なく、１８０mlの個別のパックを、付属のストローで飲みます。 

カルシウムを添加しているため名称は「乳飲料」ですが、牛乳と成分は大きく変わりません。 

▼金額は年額９，６００円です。（詳細は「保育料等の納入について（ｐ１０）」をご参照ください） 

飲んだ個数ではなく、年間通しての集金となりますので、欠席等による金額の変更はできません。 

▼アレルギー等で飲めない場合は、事前に担任までお知らせください。 

▼満３歳児クラスは牛乳は飲まず、持参した水筒の中身を飲みます。 

【その他】 

▼園で栽培している野菜や果実を事前にお知らせせずに食べることがあります。 

食べさせたくない場合や食べる時に連絡が必要な場合は、事前に担任までお知らせください。 

▼アレルギーなどの情報は職員で共有し、事故を未然に防ぐようにいたします。 
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持ち物・服装について 

【持ち物】 

▼持ち物にはすべて記名をしてください。知人から譲り受けた物は、必ず名前を書き直してください。 

▼持ち帰ったものは洗って翌日、または翌週に持たせてください。 

・毎日・・・ループ付きタオル、体操着、カラー帽子（４，５月はタオルとカラー帽子のみ） 

・週末・・・手提げバッグ、ループ付きタオル、カラー帽子、上履き、体操着（年中長） 

 ▼出席ノートには保護者記入欄がございます。(1ページ目見開き)内容を確認し、必ず記入してください。 

 ▼通園バッグに付けるキーホルダーは目印程度で１つのみ可。過度な装飾はしないでください。 

 ▼ご家庭のおもちゃ等は持たせないでください。カードやシール、その他お金を出して購入したものに 

関しても紛失・破損などトラブルの原因となりますので持たせないようにしてください。 

 

【服装・着替え】 

 ４、５月 ６～９月 １０～３月 

年中長 体操着上下・カラー帽子 

制服・カラー帽子 

（麦わら帽子可） 

制服・カラー帽子 

（カーディガン等で各自調節） 

登園後、体操着に着替えます 

年少 体操着上下・カラー帽子（スモック・ジャージなどで各自調整） 

満３歳児 年間を通して、私服、カラー帽子を着用 

 ▼着替えセット 

お漏らしや泥汚れなどのために、以下のものを持たせてください。 

 パンツ、靴下、体操着上下（無い方は私服でも可）、ビニール袋（各 2組） 

→以上のセットを手持ち付きビニール袋に入れたもの 

 ▼着替え袋の中に記名したビニール袋を数枚入れておいてください。汚れた服を持ち帰る際に 

使用いたします。お子様が持ち帰りましたら、翌日、着替えたものの替えになる服を記名した 

ビニール袋に入れて持たせてください。 

 ▼オムツが必要な場合、オムツ、おしり拭き（トイレに流せるもの）、記名したビニール袋を持たせてください。 

 ▼冬季、上着、マフラー、手袋などはお子様を送り出す時にお持ち帰りください。（バス通園児も同様） 

 ▼すべての衣服には分かりやすいところに必ず記名をしてください。 

 ▼体操着、カラー帽子などへの装飾はご遠慮ください。 

通常保育 
通園リュック、弁当、（水筒）、ループ付きタオル、出席ノート（名称：おはようブック）、連絡帳 

※6月以降：体操着      ※週初めのみ：手提げ、上履き袋、上履き  

半日保育 通園リュック、（水筒）、ループ付きタオル、出席ノート、連絡帳 

満３歳児 手提げバッグ、(弁当)、水筒、ループ付きタオル、オムツ、おしりふき、着替え２セット、上履き 
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預かり保育について（名称：らっこクラブ） 

▼降園後、希望する方に預かり保育専任による保育を有料で実施しています。 

▼利用を希望される方は利用開始日までに申込書を提出してください。 

申込書はこの冊子の末尾にあります。詳細は、「らっこクラブ諸規則」をご確認ください。 

申込書は兄弟姉妹が在園の場合でも、園児１人につき１枚ご記入いただきます。 

 

【利用時間】 

 （通常）１４：００～１８：００      （半日）１１：３０～１８：００ 

 （春・夏・冬の長期休み）８：４５～１５：３０ ※１ 

※土日、休園日、園行事のある日などは利用できません。 

れんらくアプリ上では利用可能な日のみ表示されます。 

 

【利用方法】 

▼「れんらくアプリ」の「預かり保育（らっこクラブ）申し込み」から当日１０時までにお申し込みください。 

▼夏・冬・春休みのらっこクラブ実施日については、時期が来たらりょうなんだよりにてお知らせいたします。 

 

 

【利用料金・精算】 

▼日付、曜日、時間帯に限らず、一律３０分１００円です。（長期休みを除く） 

◯1分を超えると、料金が加算されます。 

◯例）59分利用→２００円  １時間利用→２００円 1時間 1分→３００円 

▼長期休みに関しては以下の３つの時間帯のみお受けいたします。 

◯①８：４５～１２：００ ②１３：００～１５：３０ ③８：４５～１５：３０（弁当持参） 

◯それぞれ料金は①６５０円 ②５００円 ③１３５０円となります。 

▼お迎えの際に保護者の方ご自身で、タブレットにて降園処理をしていただきます。 

▼降園処理時点での利用料金を自動で計算し、月ごとに翌月に保育料とともに引き落としさせて 

いただきます。 

◯締め日は毎月２５日となります。 
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保育料等の納入について 

項目 金額 

保育料 

年中・年長・・・２７，０００円  年少・・・２８，０００円  満３歳児…２９，０００円 

（いずれも無償化分２５，７００円の補填があります。満３歳児はお住まいの地域に

よって無償化の対象日が異なります） 

空調費 
６，０００円（年に 1回、１２月に保育料と一緒に口座振替） 

※満 3歳児クラスは 10月以降に入園する場合は半額の 3,000円となります。 

給食代 
１食３１０円 

（毎月２５日締めで計算。翌月１カ月分まとめて保育料と一緒に口座振替） 

牛乳代 
年間９，６００円 

（５月、１０月、２月の年３回 各３，２００円に分けて保育料と一緒に口座振替） 

バス代（利用者のみ） 

８月を除いた１１カ月として計算。保育料と一緒に口座振替 

往復 年額 41,800円（但し集金は毎月 3，800円） 

片道 年額 26,400円（但し集金は毎月 2，400円） 

※バス通園の変更がある場合は、２５日までにご連絡ください 

施設利用料 ３０，０００円（４月の進級時 年１回） 

※衛生管理費 満 3歳児クラスのみ 月１００円 

 

【保育料について】 

▼長期にわたり、欠席した場合でも納入していただきます。 

▼引き落としについて 

毎月５日に自動振替されます。前日までに口座残高をご確認ください。 

振替ができなかった場合、２０日に再度振替しますので、それまでに入金を済ませてください。 

明細書は５月分から前月下旬に園児を通し配布します。 

▼その他、臨時の集金は雑費袋をお渡しして、現金にて集金させていただくことがございます。 

   例：教材代（自由画帳、クレヨン等）、保護者会費 
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その他 

薬の持参について 

 ▼園では薬のお預かりを原則差し控えさせていただいております。担任が預かる量が増えることで、誤飲や 

分量の間違いなどに繋がる恐れがあります。そういった事故を防止する観点からも、ご理解ください。 

 ▼かかりつけの医師に昼食後の 1回を取りやめるか、降園後の服用で対応できないかなどご相談ください 

ますようお願いします。 

 

写真の撮影・購入について 

▼行事やイベントの写真撮影は、専任業者に委託しており、専用のホームページより閲覧・購入ができます。 

PC がない方でも、携帯電話・スマートフォンから閲覧が可能です。詳細は毎回お手紙を配布いたします。 

▼業者とは別に、職員が園の管理するカメラを使って保育の様子を撮影することがあります。これらの写真

は保育の記録や振り返り、研修などのために利用いたします。販売や閲覧はできません。 

 

住所や通園方法の変更、退園・転園について 

 ▼住所、電話番号、通園方法、緊急連絡先等に変更がある場合は、必ずお知らせください。 

 ▼退園や転園が決定した場合も、手続きがございますので、決まり次第、園に連絡をお願いいたします。 

 

緊急時の対応について 

▼災害等の緊急時、運動会等の実施の有無など園からの緊急の連絡は「れんらくアプリ」を使用します。 

主な配信内容は以下の通りです。 

・悪天候、災害による休園、自由登園、バスの運行の有無などのお知らせ 

・天候による行事の実施、遅延、中止のお知らせ 

・学級閉鎖、担任欠席などのお知らせ     ※その他、園が必要と判断した情報等 

 ▼保育中に災害や事件等があった場合は「れんらくアプリ」にてお知らせします。（災害時は連絡が 

できない場合もございます。）連絡の有無に関わらず幼稚園までお迎えに来てください。 

バス乗車中に災害があった場合は、安全な場所で停止、避難している場合もございます。 

 ▼神奈川県及び綾瀬市に何らかの「警報」が発令された場合、臨時休園を検討します。保育の実施の有無 

等の連絡は「れんらくアプリ」を使用します。 
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ホームページ、ブログ、その他の写真利用について 

 ▼園では、保育中に撮影したお子様の写真を以下の目的で使用する場合があります。外部に公開するもの 

に関しては個人が特定されないようにいたします。（名札や顔などの加工等） 

 ▼お子様の写真を掲載してほしくない方は、幼稚園までお申し出ください。 

掲載場所 使用目的 公開範囲 

ホームページ・ブログ 園の保育の紹介等 外部（顔・名前公開なし） 

れんらくアプリ 
保護者に保育の様子を伝える 

(月に数回程度 ※変更になる場合あり) 
保護者、内部のみ（顔、名前公開あり） 

園内掲示物 
保護者・園児に向け、保育の充実を 

目的として作成 
園内のみ（顔・名前公開あり） 

研修・書籍等 
外部での研修や書籍、保育雑誌などに

利用・掲載 

外部（名前公開なし） 

顔が掲載される場合がありますが、 

個人が特定されないようにいたします 

 

SNS等利用について 

 ▼他のお子様や当園職員の写真・動画等を Facebook、Instagram、Youtube、個人ブログなどの SNSに 

  誰でも見られるような状態で掲載することを禁止します。 

 ▼他のお子様が写った写真を SNSや園とは無関係の他人に転送、閲覧させることを禁じます。 

  ただし、お互いの保護者間で了承されている場合は除きます。 

 

マスクの着用について 

 ▼新型コロナウイルス感染症におけるマスクの着用については、令和 5年 3月 17日付で通知された文部 

科学省「新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方の見直し等について（通知）」を参考にして 

以下のようにお願いいたします。 

 ・園児、教職員、保護者には園生活や教育活動の中での着用は求めません。 

 ・通園バスにおきましても、マスクの着用は求めず、常時換気のみの対応といたします。 

 ・いずれの場合においても、マスクの着脱を幼稚園から強要することはありません。そのため、園児、 

教職員、保護者それぞれにおいてマスク着用の有無に関して、差別や偏見などないようにくれぐれも 

ご配慮ください。 
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園内配置地図 

◯今年度のクラス配置は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◯１階の保育室はそれぞれの部屋の前から、２階の保育室は昇降口から部屋に入ります。 

 ◯来園時は正門よりお入りください。 

あひる・ひよこ・ことり 
れんげ・もも・いちご 
各部屋前の下駄箱です。 

ばら・ひまわり・すみれ・ふじ 
昇降口の下駄箱です。 

正 
門 昇降口 

プ
ー
ル 

い
ち
ご 


