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１．受け入れに関して
Ｑ

Ａ

1

生後何日から預かってもらえます
か。

生後 3 ヶ月からになります。

2

障害があるが受け入れてもらえま
すか。

東京都認証では障害に対しての加配対応がありません。
お子様のことを考慮し、加配対応がある認可保育園への
ご入園をお勧めしております。

3

入園の順番は先着順ですか。

先着順ではありません。
お住まいの区、男女比などを含めた基準をもとに選考さ
せていただいております。

4

待機の方はどのくらいいますか。

具体的な人数は公表しておりませんが、０歳～１歳でキ
ャンセル待ちは数十名となります。

5

入園可能になった場合、入園の
案内はいつくらいにいただけま
すか。

4 月入園に関しては、０歳は１２月～３月、それ以外の年
齢については、２月～３月に順次ご案内しております。そ
れ以降は入園可能になった時点で、ご連絡をさせていた
だきます。

6

年度途中の入園は可能ですか。

在籍の方の転園・退園などが確定した場合にご案内をい
たします。年度によって異なりますが、途中退園の方が
いない年度もありますので、その場合は難しくなってしま
います。

7

エントリーシートは、年度更新が
必要ですか。

必要ありません。

週５契約の規約はありますか。

週５契約は、月曜日～金曜日までの５日間の契約となり
ます。よって、土曜日を含んだ５日間の契約はできませ
ん。
土曜日のご利用は週６契約となります。
※臨時で土曜日をご利用になる場合には、一時保育の
お申し込みをしていただきます。

8
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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。

車での送迎は可能です。駐車場が少ないため、譲り合
ってご利用ください。車を置いたままにすることは
できません。また、近隣の迷惑になるため、路上駐車
はおやめください。
自転車での登園は可能ですが、園に置いたままにす
る場合には、台数に限りがあるため、毎年、抽選とし
ております。

2

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。場所の提供のみとさせ
ていただいておりますので、自己管理にてお願いい
たします。

3

園庭はありますか。

専用園庭があります。また、裏庭もあります。

4

建物や園庭の広さを教えてくだ
さい。

延床面積は 378.62 ㎡です。園庭は 429.32 ㎡です。

5

警備員はいますか。

警備員はいません。
門扉に電子錠を設置しており、保護者の方に電子錠
の暗証番号をお伝えしております。

6

セキュリティーはどのようにな
っていますか。

※門扉電子錠の暗証番号は、年度初め（5 月）に変更しております。

また、園舎の玄関にも自動施錠システムを導入し、二
重にセキュリティーをしております。
※園舎玄関の自動施錠システムはカードによる解錠となります。

7

園の様子は動画で見ることがで
きますか。

動画配信はございません。毎月園ごとに保育の様子
を写真で掲載しております。また行事や通常保育の
様子などの写真をインターネットから注文するシス
テムを導入しております。

8

園内は上履きですか。

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
います。

9

園庭に遊具はありますか。

パレット保育園では園庭を広く自由に遊べるよう、
遊具の設置はしておりません。
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３．時間・人・物に関して
Ｑ

Ａ
7：00～20：00 です。（土曜 8：00～18：00）

1

開園時間を教えてください。

2

延長保育は何時までですか。

3

0 歳児でも延長保育は利用可能
ですか。

園に慣れてきたら使用可能です。

4

ならし保育はありますか。

4/1 は入園式となり、実質 4/2 より開始いたします。
1 週間程度を予定しておりますが、お子様の状況によ
って変わります。

5

全職員の人数は何人ですか。

23 人（給食スタッフを含む）です。

6

年齢ごとの定員は何人ですか。

定員は 0 歳 9 名、1 歳 12 名、2・3・4・5 歳各 10~12
名位を予定しております。

7

家で準備するものはあります
か。

手拭タオル、エプロン、口拭きタオル、コップ、
コップ袋、歯ブラシ、パジャマ、パジャマ袋、着替え
バック、お昼寝マットカバー、など、また年齢により
紙おむつや哺乳瓶、スタイ、マグカップなどが必要に
なります。手作りでなくてかまいません。詳しい内容
は入園説明会の時にご説明します。

8

お昼寝の布団はどうなります
か。

レンタルマットを使用します。シーツ・掛け布団は
個々にご用意いただき、毎週金曜日にお持ち帰りい
ただきます。

9

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
のスモックがあります。

10

料金について教えてください。

しおりの P13～19 を参照してください。

11

兄弟姉妹での割引はあります
か。

ご兄弟姉妹でご入園される場合は、
入会金 ：二人目から 5,000 円割引になります。
月ぎめ保育料：上のお子様の保育料から 20％の割引
となります。
（詳細 しおり P13）

下記の時間は延長保育（有料）になります。
7：00～8：00（平日のみ）
18：00～20：00（平日のみ）
料金については、しおりの P.10 を参照してください。
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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さんかしなが
ら「語彙力」
「表現力」
「感性」を磨く活動も実践して
います。

4

パレット学習タイムの回数はど
のくらいですか。

月 3 回、年間 36 回実施しております。

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

5
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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

英語のカリキュラムはあります
か。

英語のカリキュラム導入の予定はございません。

7

お散歩の頻度と範囲を教えてく
ださい。

週 3～4 日を目安に、晴れているときはお散歩に行き
ます。
（真夏は散歩には行かず、水遊びになります）
範囲は年中・年長であれば片道 30 分程度のところま
で出かけます。

8

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、行事などの時に縦割り保育
を積極的に取り入れております。

9

小学校との交流はありますか。

近隣小学校との交流を予定しています。
また、老人ホームや近隣の保育所との交流も行って
います。

10

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。

11

保護者参加の行事にはどんなも
のがありますか。

順に以下のものがあります。
４月
入園式
５月
親子レクレーション
６月
個人面談
７月
夏祭り
１０月
運動会
１月
クラス懇談会
２月
発表会
３月
卒園式（年長児）

12

給食は手作りですか。

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)

-5-

13

添加物、農薬などの配慮はあり
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）

14

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、除去食で対応します。
メニューによってはご持参いただきます。

15

おやつのアレルギー対応はどう
なっていますか。

同様に除去食で対応します。メニュー全部にアレル
ギーが含まれる場合はご持参いただきます。

16

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。

17

粉ミルクは決まっていますか。

粉ミルクは個別でお持ちいただき、園で保管し、個々
に提供させていただきます。銘柄等の指定はござい
ません。

18

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います。
疾病の場合は、ご相談ください。

19

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、園で廃棄します。

20

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を見ながらすすめていきま
す。目安としては 1 歳児クラスから 2 歳児クラスぐ
らいです。

21

発熱の場合はどうなりますか。

登園時には 37.5 度未満で受け入れています。保育中
は 38 度を超えた場合、または体調が悪い場合、下痢
嘔吐の場合はお迎えをお願いしています。
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５．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１避難場所：大岡山園庭
第２避難場所：清水窪小学校
第３避難場所：東京工業大学（広域避難場所）

災害時の対応について教えて下
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
入園時に緊急時のお迎えの方の登録をお願いいたし
ます。

3

パレット保育園・大岡山
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