パレット保育園

よくあるご質問Ｑ＆Ａ

１．受け入れに関して
Ｑ

Ａ

1

見学はできますか。

可能です。HP にて見学のお申し込みを受け付けております。

2

生後何日から預かってもらえますか。

生後 6 ヶ月からになります。

3

受付開始日の日にちと時間 いつですか。

4

障害があるが受け入れてもらえますか。

5

急な入園は可能ですか。

6

最短何日で入園させてもらえますか。

7

最短何日の審査で入園させてもらえますか。

8

慣らし保育はどれくらいありますか。

認可保育園のため、園での受付ができません。
港北区福祉保健センタ－にご確認・ご相談ください。
港北区福祉保健センター こども家庭支援課
住所：横浜市港北区大豆戸町 26-1 電話 045-540-2280

1 週間程度を予定しておりますが、お子さんの状況によって変
わります。

２．環境に関して（建物に関して）
Ｑ

Ａ

1

車・自転車での登園は可能ですか。

自転車置き場のみございます。こちらは送迎時のみのご利用とな
ります。

2

園庭はありますか。

専用園庭がございます。

3

ベビーカーは置いておけますか。

置いておくことは可能です。
自己管理にて、お願いしております。
玄関は電子錠になっています。保護者の方にはカードキーをお持

4

セキュリティーはどのようになっていますか。

5

園内は上履きですか？

ち頂き、そちらで開錠が可能です。
カードキーをお持ちでない方はインターホンにて、確認後、開錠
をいたします。
パレット保育園では、園児は裸足です。床暖房はありませんが、
寒くならないよう室温を保つようにしております。

３．時間・人・物に関して
Ｑ
1

開園時間を教えてください。

Ａ
7：00～20：00 です。
（土曜 7：00～18：00）
下記の時間は延長保育（有料）になります。
【標準時間保育の方】
●平日 7：00～ 7：29
18：31～20：00
●土曜 なし

2

延長保育は何時までですか。

【短時間保育の方】
●平日 7：00～ 8：29
16：31～20：00
●土曜 7：00～ 7：59
16：01～18：00
園への申請が必要です。

ご利用は事前申請です。詳細はしおりに記載してあります。
※30 分単位
3

延長料金はどのくらいですか。

※減免対象になる場合があります。詳細は区にお問い合わせく
ださい。
10 日以内の利用

850 円/月

1 ヶ月

1,700 円/月

4

0 歳児でも延長保育は利用可能ですか。

園に慣れてきたら利用可能です。

5

0 歳児でも土曜保育は利用可能ですか。

ご両親が就労の場合のみとなり、園に慣れてきたら利用可能で
す。

6

保育士の人数は何人ですか。

横浜市の基準人数以上の配置をしております。

7

年齢ごとの人数枠は何人ですか。

年度とクラスによって変わることがございますが、乳児クラス
は 6～12 名、幼児クラスは最大でも 15 名となります。
手拭タオル、食事用エプロン、食事用タオル、コップ、コップ
袋、歯ブラシ、着替えバック、お昼寝マットカバーなどをご準
備いただきます。

8

家で準備するものはありますか。

また年齢により紙おむつや哺乳瓶、スタイ、マグカップ、パジ
ャマ、パジャマ袋などが必要になります。
それぞれ手作りでなくて構いません。詳しい内容は入園説明会
の時にご説明いたします。

9

10

園服はありますか。

登園時の服はございませんが、製作などで使う規定のスモッ
ク、幼児は体操着がございます。

お昼寝の布団はどうなりますか。

レンタル布団を準備しております。掛け布団代わりのもの、布
団カバーはご準備いただきます。詳しい内容は入園説明会の時
にご説明いたします。

４．保育内容に関して
Ｑ

Ａ

1

保育理念を教えてください。

「ひとりひとりに生きる力を！」
・園児と保護者の皆様、スタッフ一同が「大きな家族」
・「感性・知性・体力を培う」三位一体のバランス保育
・「自立と自尊と自律」の精神を大切に育てる

2

保育方針を教えてください。

「保育所保育指針」に準じ、
「健康」
・
「人間関係」
・
「環境」
・
「言
葉」
・
「表現」の五領域を縦断的にとらえ、子どもの力を最大限に
引き出すように努めます。

3

パレット学習タイムとはなんですか。

パレット保育園では、乳幼児期の知力とは、ただ、つめこみで多
くの事柄を知っているよりも、物事に興味、関心を持ち、自分の
力で考えて解決していくことと考えています。
パレット学習タイムでは、絵本の読み聞かせとそのお話に連動し
た楽しい活動を週に 1 回、講師と保育士が連動して実践していま
す。
例えば、
「ももたろう」のお話を読んだあとに「みんなで鬼をや
っつけよう！」とゴシゴシと色ぬりをしたり「きびだんごを 3
つ貼りましょう」という風にストーリーに合った内容で取り組む
ので、子どもの集中力はグングンアップしていきます。
また「コトバの森」活動も保育の中に取り入れており、
「あんし
ょうことば」
、
「いっしょにダンス」
、
「うたあそび」
、
「えかきリズ
ム」
、
「おはなしいっぱい」の 5 つを通して、子どもたちが自ら楽

しく参加しながら「語彙力」
「表現力」
「感性」を磨く活動も実践
しています。
どのくらいの割合でパレット学習タイムがあり
ますか。

月 3 回程度、年間 36 回実施しております。

5

体操のカリキュラムはありますか。
また、どのようなものですか。

パレット保育園独自の運動プログラムを導入しております。
幼児期の子どもの身体能力や運動機能の発達は、身体を使って遊
ぶ体験に大きく左右されます。
様々な遊びを通して、筋力や身のこなし、身体の使い方（＝カラ
ダリキ）を自然と習得していきます。
運動プログラムのテーマは、
「走る・投げる・跳ぶ・全身運動・
プール」となっており、育つ力は「瞬発力・平衡力・持久力・脚
力・手放力・遠投力・力加減・狙う力・跳躍力・協応力・忍耐
力・体幹力・潜水力・勇気」と、様々な動き、動作、また感覚を
養う内容が取り入れられていますので、総合的なカラダリキをバ
ランス良く養うことができます。

6

平日も異年齢保育をしていますか。

自由遊び、お散歩や活動時に縦割り保育を積極的に取り入れてお
ります。

7

給食は手作りですか。

4

給食・おやつ共に手作りを中心としたメニューです。
(朝おやつ等、一部和光堂のおやつを利用しております)

8

食材についての安全に対しての配慮はあります
か。

添加物に配慮し、練り物・ベーコン・ハム等の加工品は献立に使
用しておりません。和食の基本となるだし汁はかつお節と昆布か
らとり、洋風だし・鶏がらだし（中華風だし）
・味噌は化学調味
料を使用していないものを使っています。
また外国産食材の残留農薬に配慮し、食材はできる限り国産を使
う努力をすることで安全性を高め、外国産果物は、外皮を除いて
提供しています。
（バナナについては食育＝自分で皮をむく練習
のため洗浄して皮付きで提供）

9

アレルギー食の対応はどうなっていますか。

医師の診断に従って、除去食で対応しております。メニューによ
ってはご持参いただきます。

10

一日の保育の流れはどうなっていますか。

子どもの発達に合わせて、カリキュラムを組んでいます。

11

冷凍母乳は持ち込めますか。

衛生管理上、冷凍母乳は扱っておりません。

12

粉ミルクは決まっていますか。

和光堂のミルクを使用しております。アレルギー等で、別のミル
クをご希望の場合は、お持ち込みいただきます。

13

保護者参加の行事はいつ行われるのですか。

主に土曜日に行います。
順に以下のものがあります。
４月：入園式(新入園児)
５月：親子遠足

14

保護者参加の年間行事にはどんなものがありま
すか。

６月：個人面談
７月：夏祭り
１０月：運動会
１月：個人面談または懇談会
２月：生活発表会
３月：卒園式（年長）

15

布オムツは使えますか。

衛生管理上、紙おむつでお願いしております。

16

紙おむつは持ち帰りですか。

お持ちいただいた物を使用し、園で廃棄いたします。

17

トイレトレーニングはいつ頃からですか。

お子様一人ひとりの状況に合わせて進めます。目安としては、1
歳児から 2 歳児クラスぐらいです。

18

発熱の場合はどうなりますか。

登園時、37.5 度未満で受け入れております。保育中、37.5 度を
超えた場合は、一度ご連絡をし、様子をお伝えします。38 度を

超えた場合や下痢嘔吐など体調が悪い場合はお迎えをお願いして
おります。
パレット保育園では以下の場合を除き、与薬は原則いたしませ
ん。
・慢性疾患を抱えるお子様が決まった時間に与薬することが必要
19

与薬について教えてください。

であると医師が判断した薬
・熱性けいれんをおこしやすい園児が用いる発熱時のけいれん予
防の薬
・医師が処方した薬で保育園にいる間にどうしても外用する必要
のある塗り薬

20

お散歩の頻度はどのくらいですか。

雨でないときは、ほぼ毎日お散歩に行きます。

21

お稽古に連れて行ってもらえますか。

パレット保育園では対応しておりません。

プール活動はどのようにしていますか。

夏場は園庭にビニールプールを出し、プール活動をしておりま
す。

22

担任以外に監視者を置いて安全面に配慮しております。

23

当日の延長保育は可能ですか。

可能ですが、できる限り早い時間のご連絡をお願いしておりま
す。お申し込みのお時間によって、延長保育でも夕おやつ・夕食
等提供できない場合がございます。詳しくはしおりをご覧くださ
い。

24

同じお部屋同士はいつも合同保育ですか。

原則クラスごとの活動をしております。お集まりや朝夕などは合
同保育となります。

25

急にお迎えの人が変わっても大丈夫ですか。

事前に届け出いただいている方であれば電話にて変更のご連絡を
ください。やむを得ない事情で届け出をいただいていない方のお
迎えになる場合は、まず保護者の方からその方のお名前をご連絡
ください。ご本人とわかる証明書類（免許証等）をお持ちの上、
お迎えにきていただきます。また今後その方がいらっしゃる可能
性がある場合は、届け出をお願いいたします。

26

お弁当を作る頻度はどのくらいですか。

パレット保育園では給食となりますので、原則必要ありません。
学年によって、遠足や園外保育時にお弁当のご協力をしていただ
くことはございますが、年に数回程度です。

５．料金に関して
Ｑ
1

二人以上預けたときは割引がありますか。

Ａ
詳しくは福祉保健センターへご確認ください。
０歳児・・・入園 1,100 円位です。

2

１歳児・・・入園 2,400 円位、進級 1,600 円位です。
２歳児・・・入園 3,150 円位、進級 900 円位です。
教材費はどのくらいですか。

３歳児・・・入園 7,550 円位、進級 4,550 円位です。
４歳児・・・入園 7,950 円位、進級 550 円位です。
５歳児・・・入園 7,950 円位、進級 150 円位です。
詳細はしおりをご覧ください。

3

保育料はどのくらいですか。

4

給食費はいくらですか。

保護者の収入によって変わります。
詳しくは福祉保健センターへご連絡ください。
給食費は別途にはかかりませんが、3 歳以上児に主食費として
月 2,000 円がかかります。

夕おやつは１食 150 円、夕食は 1 食 350 円です。ただし以下の
時間にご利用の園児のみとなります。
月極料金は以下の通りです。
時間

5

夕おやつや夕食はいくらですか。

夕おやつ

10 日以内

2,500 円

1,250 円

6,500 円

3,250 円

18：31～19:00
ご利用の園児のみ

夕食

1 か月

19：01 以降
ご利用の園児のみ

６．その他
Ｑ

Ａ

1

保育園の休園日はいつですか。

年末年始が 12 月 29 日～1 月 3 日、その他は日曜と祝日です。

2

災害時避難場所はどこですか。

第一避難場所は園庭、第二避難場所は大豆戸小学校、広域避難
場所は、港北高校となります。

災害時の対応について教えてください。

災害時や電車が止まった場合などは、以下の方法で対応してお
ります。
①専用の緊急掲示板
②メール配信システム

保護者会（PTA 等）はありますか。

保護者会はございません。行事等のお手伝いを募集する場合
は、事前にご連絡いたします。年に 2 回、保育園の運営につい
てのご意見をいただく会を設けているため、一部保護者の方に
運営委員をお願いすることがございます。

3

4

パレット保育園・大豆戸

