主な年間行事（例）
一日の保育の流れ（例）
季節に合わせたバラエティー豊かな年間行事を計画し、子ども

07：30

登園

たちの楽しい想い出づくりのお手伝いをいたします。

「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

4月

5月

★入園式

朝の会

毎月、季節にあわせた歌を覚えて皆で元気よく歌います。

午前のカリキュラム

●保育参観

●定期歯科検診

●個人面談

↓
11：30

●プール納め

●プール開き

10 月

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。

11 月

●個人面談

1２月
★クリスマス会

1月

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。

9月
★親子遠足

●定期健康診断

●ハロウィンパーティ

お昼寝

2月
★生活発表会

★卒園式

※上記は例です。変更する可能性があります。

お問い合わせ先

午後のカリキュラム

↓
16：30

帰りの会・降園

今日の様子などを保護者と話しながら子どもたちは帰途につきます。
また明日ね！

↓
17：30

自由遊び

ご相談・苦情・ご意見等あればお気軽に下記までご連絡下さい。
● 運営本部 JP ホールディングス内（日本保育サービス）
（住所）愛知県名古屋市東区葵 3-15-31
千種ニュータワービル 17Ｆ

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。

（電話）052-933-5419（月～金：9 時～18 時受付）

↓
18：00

（FAX）052-933-5467

補食・夕ごはん

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。

↓
（19：30

【日本保育サービス 運営理念 】

●節分

おやつ

制作・歌・リズム遊び・運動遊び・行事の練習など、お友だちと仲良く
遊びます。

株式会社 日本保育サービス

3月

子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

入園のご案内

★夏祭り

★運動会

お昼ごはん

↓
15：00

8月

●七夕

天気のよい日は、園庭で遊んだり、お散歩に出かけます。
また、幼児教室プログラム、リズム遊び、運動遊びなど、
楽しい時間を過ごします。

↓
12：30

●定期健康診断

7月

↓
09：30

6月

アスク志段味
保育園

（E-mail）nihonhoiku@jp-holdings.co.jp

/
ホームページもぜひご覧下さい！
http://www.nihonhoiku.co.jp

最終延長時間）
●

① 安全（セーフティ）＆安心（セキュリティ）を第一に
当園ではお子様をお預かりするにあたり、室内設備はもちろん、
健康管理や衛生管理などハード・ソフト両面にわたり万全の安
全対策を講じます。
② お子様にとっていつまでも想い出に残る施設であること
保育所は幼稚園などと異なり、お子様が一日の大半を過ごす場
所です。
お子様が一日中楽しく過ごせるよう様々な保育プログラムをご
用意し、卒園後も心に残る想い出がたくさん作れるような保育
を目指します。
③ 本当に求められる施設であること
子育てと仕事との両立を図る保護者のための延長保育や、子育
て中の保護者をサポートする多様なサービスを提供します。ま
た、地域に開けた保育所を目指し、地域子育て支援や育児相談
なども積極的に行います。
④ 職員が楽しく働けること
当社では、創業以来、楽しく働くことをモットーにしてきまし
た。 それは、楽しく仕事をしてこそ、職員が心から自然と利用
者に尽くせると考えるからです。今後もさらに顧客満足と従業
員満足を重点課題とし、様々な制度充実に取組んで参ります。

保育園概要
給食・おやつについて
●名

称●

（仮称）アスク志段味保育園

●住
所●
未定
8．調理室の衛生
東京都食品衛生自主管理認ュアルを作成し、実施しています。
●開 所 日●
平成 2８年 4 月 1 日
】
●電
話●
未定
●対象年齢●

0 歳児（6 ヶ月）～就学前

●入所定員●
定員

計

0 歳児

１歳児

２歳児

３歳児

4 歳児

5 歳児

6名

12 名

12 名

10 名

10 名

10 名

60 名

２．献立
栄養士が作成した栄養バランスを十分に考慮した彩り豊かな
献立をもとに、新鮮で安全な食材を使用し調理を行います。献立
表および当日の食事サンプルを園に掲示・展示し、保護者の皆様
にご覧頂きます。
また、ひなまつりやクリスマスなどの行事時は特別メニューを
ご用意し、お子さまが食事を楽しめるよう工夫しています。
３．ミルクについて
園指定のメーカー（森永乳業の『チルミル』または『はぐくみ』
）
以外の特定銘柄や冷凍母乳を希望される方は、個別に対応致しま
すのでご相談下さい。

●保育事業内容●
月極保育、延長保育、障害児保育
●主な保育プログラム●
クッキング保育、リズム遊び等
※年齢にあわせて導入してまいります。

●開園時間●
開園 時間

１．給食・おやつの提供
当園では、給食・おやつを毎日手作りで提供しています。離乳
食（中期食から）は、お子様の年齢に応じ提供しています。全年
齢児とも完全給食ですので、お食事に関しご用意頂くものは特に
ありません。

月～土

07 時 30 分～19 時 30 分

コアタイム

09 時 00 分～17 時 00 分

●延長保育について●
延長保育は有料です。
延長の定員はありません。０歳児からお申し込み可能です。
夕方の延長をご利用の場合夕食の提供が可能です。
（希望制）
●延長保育料（補食代含む）
標準認定

延長時間（18 時 30 分～19 時 30 分） 250 円

短時間認定

コアタイム以外 200 円、延長時間 250 円

●閉園日●
日曜・祝日・年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）

４．アレルギー等への対応
食材アレルギー等で食べられないものがあれば、入園時に栄養
士がご相談にのり、代替・除去などの対応をとります。
また、入園後も食事相談会やアレルギーに関する個別相談を開
催致します
5．安全な食材選び
近年増えている食物アレルギー・小児喘息・突然死などの現代
病を考え、給食に使用する食材をより安全なものをと考えてま
す。
当園にて提供いたしますお米に関しては、契約農家からの産地
直送 秋田産 100％あきたこまちを使用いたします。
6．クッキング保育
食育の一環として月 1 回クッキングを行います。直に食材に
触れることにより、食事への興味が増したり、好き嫌いや食べず
嫌いが減ったなどというお声もいただいております。また、材料
から料理を想像することにより、想像力が身につきます。
7．食事説明会・給食試食会・親子クッキング
給食に対してのコンセプトや質問・要望などを栄養士と話しあ
う給食説明会を行います。子どもたちにとってよりよい給食を保
護者の方と一緒に考えていきたいと考えています。
日ごろ子どもたちが食べている給食を保護者の方に食べてい
ただく給食試食会や、親子でおやつや食事を作ってみんなで食べ
る親子クッキングなども行います。

よくあるご質問

Q．投薬はしてもらえるの？
A．医師の指示書または診断書を提出していただいた場合のみ
投薬可能です。
（但し、座薬やダイアップなどの一部処方薬については投薬を
お断りする場合があります）。専用の与薬依頼書に必要事項を
漏れの無い様に記入していただき、1 回分ずつスタッフに直接
お渡しいただきます。

Q．保育中の発病についての対応は？
A．保育中に、発熱・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、ご
相談の上、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。

Q．冷凍母乳の提供については？
A．ご希望に応じ、提供いたします。栄養士・保育士と、その都度
ご相談下さい。

Q．寝具は、家庭で準備するの？
A．年齢に応じた寝具一式を園のほうでご用意します。
シーツも園で洗濯いたしますのでお任せ下さい。保護者の皆様
には、バスタオルのみ、お子様用に、持参および、洗濯をお願
いいたします。

Q．駐車場はありますか？
A．送迎用の駐車スペースは限りがありますのでご了承ください。
ベビーカーにつきましては、保育中は園でお預かりが可能です
のでご相談ください。

Q．プログラムはどういった目的で行われているのでしょうか？
A．当園では、幼児教育など多くのプログラムを提供しております。
但し、早期の英才教育という目的ではありません。
幼児教育は、
『人間として心豊かにたくましく生きる力を身につ
けられるよう人間形成の基礎を培うものである』という観点に
立ち、この多感な時期に、いろいろなことに興味の芽を育てる
という目的で、様々なプログラムを専門講師を中心に提供しま
す。個々の発達段階に応じ無理の無いように進めてまいります。

