令和３年度

園生活の手引き

学校法人桐花学園ルリ幼稚園
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【開園時間】
月～金曜日 ： 7:30～18:30
土 曜 日 ： 8:00～17:00
休 園 日 ： 日曜・祝祭日・その他（園が休園と定めた日）

【古河市 012 保育ルーム

ルリキッズランド】

古河市在住の 012 歳児の保育施設（認可外保育施設）併設

【アフタースクールてらこやこどもの森】
ルリ幼稚園を卒園した 1～4 年生の児童をお預かりする放課後学童クラブ併設

【ルリ幼稚園ホームページ

https://ruri-yochien.com/】

ルリ幼稚園の取り組みや園での生活の様子は、パソコンやスマートフォンからホームページ
を検索してご覧いただくことが出来ます。
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（1）教育方針について
教育方針
独自に編成した教育課程により、心身ともに健康で礼儀正しい子を育てます。
小・中・高校生、高齢者との交流や園外保育を行い、四季を通じての情操教育にも力を入れて
おります。

建学の精神
意欲と思いやりの心を育てたい

教育目標
１．元気な子
２．あいさつのできる子
３．仲良くできる子

おやくそく
１．わたしたちは、生き物をかわいがり、みんなと仲良くします。
２．わたしたちは、先生の言うことをよく聞いて、嘘や悪口を言いません。
３．わたしたちは、物を大切に楽しく遊び、良い子どもになります。

教育内容（遊びを中心とした保育の中で、様々な活動を行っております。
）
○特色のある活動
・静座（毎週月曜日）・・・・・ホールやお寺の本堂で実施（全クラス）
めいそう

・瞑想（火～金曜日）・・・・・朝の活動内で実施（全クラス）
※静座や瞑想を行うことで脳内にアルファー波を分泌させ、リラックスした状態で 1 日をスタ
ートすることができます。
○専門講師による指導
・英語指導（月曜日 月 2 回）・・・外国人の講師による指導（全クラス ※年少児は 9 月から）
・音楽指導（火曜日 月 2 回）・・・音楽の講師によるコーラス・ピアニカ指導
（年中児・年長児のみ ※発表会終了後は年少児・年中児のみ）

・科学指導（水曜日 月 1 回）・・・学研の講師による物質の変化や自然の環境を生かした科学
遊び（年長児のみ）
・スイミング（水曜日 月 3 回）・・・イーグルイトマンスイミングスクール古河で実施（希望者のみ）
※ 新入園児は 5 月から入会可能。入会金・月謝・水着代な
どの諸経費が必要。また、保護者の観覧は自由です。な
お、年長児は基本的には全ての園児に入会をお願いして
おります。
・体操指導（毎週木曜日）
・・・・・スポーツクラブの講師による指導（全クラス）
・習字指導（月 1 回）
・・・・・・・理事長・職員による指導（年長児のみ）

２

課外教室（入会金・月謝・その他諸経費がかかります。小学生も沢山入会しています。
）
○放課後に専門講師による課外教室を開講（場所：ホール・サッカー場）
・体操教室・・・・・ジャクパスポーツクラブ

毎週木曜日（年間 41 回）

・サッカー教室・・・・・ジャクパスポーツクラブ

毎週木曜日（年間 41 回）

※随時、体験を行っておりますので、興味のある方は園までお問い合わせ下さい。

食育
○調理師・栄養士による手作り給食を行っております。アレルギー対応（P.16 参照）もして
おりますので、食品アレルギーのある場合はお知らせ下さい。月に一度のお誕生会の日や園
外保育の際は、お弁当をご用意して頂きます。
（7～9 月の暑い時期は、食中毒防止のためお
弁当ではなく給食になります。
）
また、畑で野菜を栽培したり、森ファームさんの田んぼや畑で、じゃがいも掘りやさつまい
も掘りをしたり、田植えや稲刈りなども行っております。

（2）PTA 活動について
○毎年、「PTA 会長」および「PTA 副会長」を保護者の皆様の中からそれぞれ１名ずつ選出
させていただいております。PTA 会長や副会長に選出された方には、運動会や卒園式の際
に来賓としてご出席していただき、ご挨拶をお願いしております。
○その他の役員の選出はありませんが、運動会の際に、全ての保護者の皆様に一人一役で競技
役員のご協力をお願いしております。

（3）一日の生活の流れについて
7:30
8:00
8:00
9:00
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
15:30
18:30

開園
8:00 前に登園する場合は、園まで連絡をお願いします。
登園開始（保護者送迎児）
自由遊び（～9:30 まで）
登園バス出発（送迎バス利用児）
登園完了
朝の活動（静座・瞑想）
主活動
給食
歯磨き・掃除
午後の活動
帰りの活動・降園開始（保護者送迎児）
自由遊び（～15:30 まで）
降園バス出発（送迎バス利用児）
預かり保育
※希望者のみ（1 日 200 円・おやつあり）
降園完了
閉園

※体調不良や家事都合で欠席する場合は、必ず９:00 までにご連絡下さい。
３

（4）年間行事予定について
※年間を通して、下記以外の行事を実施する場合があります。詳細は、お手紙やクラス便りで
お知らせ致します。
4月

・春休み（自由登園）・入園式・始業式・花まつり集会（お釈迦様のお誕生日）
・親子遠足

5月

・親子花まつり（年長児）
・人形劇鑑賞会・田植え・内科検診・歯科検診

6月

・保育参観・保護者研修会・交通安全教室・じゃがいも掘り

7月

・プール開き・七夕集会・終業式・夏休み（自由登園）
・お泊り保育（年長児のみ）

８月

・夏休み（自由登園）・夕涼み会

9月

・始業式・稲刈り

10 月

・運動会・個別面談・保育参観

11 月

・さつまいも掘り・内科検診・諸川小学校交流会（年長児）

12 月

・成道会集会（お釈迦様がお悟りを開いた日）・発表会・餅つき・終業式
・冬休み（自由登園）

じょうどうえ

1月

・冬休み（自由登園）・始業式

2月

・節分集会・涅槃会集会（お釈迦様がお亡くなりになられた日） ・保育参観・自由参観
・１日先生体験

3月

・ひな祭り集会・お別れ遠足（年長児）
・お別れ会・修了式・卒園式
・春休み（自由登園）

ね は ん え

＜行事＞
・お誕生会（毎月）
・身体測定（毎月）
・避難訓練（毎月）
・小中高校生との交流会・老人ホーム訪問
・疑似体験学習（年長児） など
その他

＜園外保育（月 1 回予定）＞
・近隣の公園・ヤクルト五霞工場見学・消防署見学・みかん狩り・菊まつり
・小山駅（新幹線）見学 ※古河駅から電車に乗って小山駅まで行きます。
・キューピー五霞工場見学・ミヤト製菓（かりんとう工場）見学
・映画鑑賞・プラネタリウム鑑賞 など

【8 月の夕涼み会の服装について】
〇服装は、男女とも「浴衣」での参加が好ましいが、「甚平」も可ですので、入園後に配付し
ます年間行事予定表にて夕涼み会の日程をご確認していただき、お早めにご用意をお願いし
ます。
〇履物は、「ビーチサンダル」・「下駄」・「草履」・「クロックス」・「運動靴」など、自由ですの
でお子様に合った履物をご用意下さい。
４

（5）入園後の慣らし保育について
○慣らし保育の期間は、2 週間を予定しております。なお、入園直前まで他の幼稚園・保育園
（託児所は対象外）に在籍した場合は、慣らし保育が免除となり、登園初日から通常保育で
お預かりします。ただし、新しい環境に慣れずに通常保育が困難な場合は、慣らし保育を行
っていただく場合があります。
※慣らし保育期間中は送迎バスの利用ができませんので予めご了承下さい。なお、慣らし保育
免除の園児については登園初日から送迎バスの利用が可能です。

【慣らし保育期間】
○1 日目～５日目まで（慣らし保育の園児のバス送迎なし・給食なし）
登園時間：８:３０～９:００ 降園時間：11:00
○6 日目～１０日目まで（慣らし保育の園児のバス送迎なし・給食あり）
登園時間：８:００～９:００ 降園時間：13:00
※園児の状態によっては、慣らし保育を延長する場合があります。

【慣らし保育期間の服装】
○年少・・・・・・体操服登園（4 月は体操服登園となります。制服で登園する時期については 5 月からを予定しております。）
【服装】体操服・紺か黒のハイソックス・制帽
○年中・年長・・・制服登園（慣らし保育の園児も制服登園となります。
）
【服装】制服・長袖ポロシャツ・紺か黒のハイソックス・制帽
※登園後、体操服に着替えますので体操服を持たせて下さい。

（6）平日の預かり保育について
○15 時 30 分以降の保育を希望される場合は預かり保育になります。15 時 30 分を 1 分で
も過ぎた場合は預かり保育となりますので予めご了承下さい。
○時 間：15:30～18:30 まで
○料 金：無償化の対象の園児（保育の必要性の認定を受けた園児）
：無料
※保育料の 150 円のみが無償となりおやつ代の 50 円は対象外となります。
無償化の対象外の園児：1 日 200 円（保育料 150 円＋おやつ代 50 円）
※15 日以上のご利用の場合でも、月 3,000 円以上は徴収致しません。
○預かり保育を希望される場合は、預かり保育カードの希望日に「○」をつけて提出していただきます。
○急遽預かり保育を希望する場合や取りやめる場合には、必ず園までご連絡下さい。

（7）土曜日の休日保育について
○お仕事の都合で、ご自宅で園児を見て下さる方がいない場合のみご利用できます。ご希望の
場合は、木曜日の夕方までに担任までご連絡下さい。代金は、平日の預かり保育料と一緒に
後日ご請求させていただきます。
○時 間：8:00～17:00 まで
○料 金：無償化の対象の園児（保育の必要性の認定を受けた園児）
：無料
無償化の対象外の園児：1 日 1,000 円（15:30 以降は預かり保育代 200 円が別途かかります）
※給食が出ないので「お弁当」
・「水筒」
・
「おやつ」をご用意していただきます。
○持ち物：お弁当・水筒・おやつ・上履き・カラー帽子・連絡帳
○服 装：私服または体操服

５

（8）送迎バスについて
○送迎時間については、在園児の送迎バス利用希望者と調整中のため、後日、お手紙かお電話
でお知らせします。
○送迎バスご利用の場合は、月額 3,300 円になります。
※片道のみの利用でも同額を頂きます。また、日割り計算も行っておりませんので、数日のみ
のご利用の場合でも同額を頂きます。なお、休園等でバスの運行が少ない月の場合でも、同
額を頂きますので予めご了承下さい。
○幼稚園出発時間 朝・・・・ 8:00 出発予定
帰り・・・15:00 出発予定
※朝のバスに欠席や保護者送迎等の理由でバスに乗車しない場合は、7 時 50 分までに必ずご
連絡下さい。帰りのバスに乗車しない場合は、連絡帳または１４時５０分まで に必ずご連
絡下さい。連絡のない場合はバスに乗車します。
○道路の交通状況や園児の欠席状況により、到着時刻が大幅に前後する場合がありますので予
めご了承下さい。
○大きな地震等の災害時には、停電による信号機の停止や家屋、塀の倒壊により、バスの運行
ができなくなる場合があります。災害時には、固定電話や携帯電話が繋がりにくくなり、保
護者の皆様へのご連絡ができなくなる可能性があります。災害時に到着予定時刻が大幅に遅
れてもバスが到着しない場合は、園の方まで直接お迎えをお願い致します。
また、悪天候時（雪・台風等）、園児の安全を考慮しバスの運行が危険と判断した場合は、
運行を取りやめる場合があります。
○年度の途中で、バス利用の園児の増減があります。その際は、バスが到着する時間が変更に
なる場合がありますので、予めご了承下さい。

（9）入園時にかかる諸経費について
①制服代（制帽・麦わら帽子・制服上着・制服ズボン・制服スカート・ポロシャツ半袖・ポロシャツ長袖）
22,000 円程度 ※最低限必要な枚数を購入した場合
②体操服（カラー帽子・長袖上着・長ズボン・半袖シャツ・長袖シャツ・半ズボン）
24,000 円程度 ※最低限必要な枚数を購入した場合
③教材費
年少：20,000 円程度 年中・年長：27,000 円程度
※①～③のお支払いは５月を予定しております。分割でのお支払いをご希望の場合は、担任ま
でお声かけ下さい。

（10）毎月かかる諸経費について
①給食費：5,000 円 ※主食費（ご飯等）2,000 円＋副食費（おかず等）3,000 円
※年収３６０万円未満相当世帯の園児及び全ての世帯の第３子以降の園児については、副食費
3,000 円が無償となります。対象園児には市から通知が行きます。
②施設維持費：550 円
③バス代：3,300 円 ※利用児のみ
④卒園準備金：2,500 円 ※年長児のみ
⑤預かり保育料：1 日 200 円（保育料 150 円＋おやつ代 50 円）
※利用児のみ・月額上限 3,000 円
⑥土曜保育料：1 日 1,000 円（利用児のみ） ※15:30 以降は預かり保育料 200 円追加
⑦その他：保育に必要な教材を購入した場合・園外保育代など
※①～④までの合計額が口座引き落としになります。⑤～⑦は直接集金となります。

保育料・給食費・施設維持費・バス代・卒園準備金につきましては、年間でかか
る経費を月割りにして計算してご請求させていただいておりますので、休園や欠
席等で登園または利用しない日が多い月でも、同額を徴収させていただきます。
６

（11）保育料自動引き落としについて
○保護者の皆様の口座より自動引き落としになります。引き落としの際に発生する手数料は園
の負担になります。
○引き落とし日は、『毎月２５日』になります。25 日が金融機関の休日にあたる場合は、翌
営業日になります。また、残高不足により引き落としができない口座がある場合は、数日後
に、金融機関より園に連絡がありますので、引き落としのできなかった保護者の方へは、そ
の旨をお手紙にてご連絡させて頂きます。その場合は、その月の保育料を直接徴収させて頂
きますので予めご了承下さい。なお、翌月からは口座引き落としに戻ります。
○通帳の記帳の欄には『ルリホイクリョウ』と明記されます。
○引き落とし可能な金融機関は下記の通りです。下記の６つの金融機関以外でのお取引はでき
ませんので、口座がない場合は、下記の金融機関で新たに口座を開設して頂くことになりま
すのでご了承下さい。

【ご利用可能金融機関】
①常陽銀行
②筑波銀行
③結城信用金庫
④茨城県信用組合
⑤水戸信用金庫
⑥茨城県信用農業協同組合連合会および同連合会の会員農業協同組合（茨城県内のみ）
○引き落としされる料金は、保育料・給食費 5,000 円・施設維持費 550 円・バス代 3,300
円（利用者のみ）・卒園準備金 2,500 円（年長児のみ）の合計金額になります。兄弟がいる
場合は、兄弟分を合計した金額が引き落とされます。
○「預り金口座振替依頼書」に必要事項を記入して提出をお願いします。書類の押印の欄には
必ず、金融機関のお届け印を押すようにして下さい。

（12）幼稚園でのケガについて（当園では下記の２つの保険に加入しています）
①日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」
○学校の管理下では、休憩時間や体育時間など様々な状況において、「けが」をすること
があります。日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは、子どもが学校の管理下で
「けが」などをした時に、保護者に対して給付金（災害共済給付）を支払う制度です。療養
に要する費用の合計が 5,000 円以上のものが対象になります。療養費用が 5,000 円以上に
なった場合は、医療機関に書いてもらう書類がありますので、担任までお問い合わせ下さい。
療養費用が 5,000 円未満の場合は、基本的に保護者負担になりますのでご了承下さい。
なお、災害共済給付制度の掛け金はすべての園児において当園が全額負担致しております。
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■給付の対象となる災害の範囲
災害の種類
負傷

疾病

障害
死亡

災害の範囲
学校の管理下の事由によるもので、療養に要する費用の額が 5,000 円以上のもの
・学校の管理下の事由によるもので、療養に要する費用の額が 5,000 円以上のもののうち、文部科学省令で定めるもの
・学校給食等による中毒・ガス等による中毒
・熱中症
・溺水
・異物の嚥下
・うるし等による皮膚炎
・外部衝撃等による疾病
・負傷による疾病
学校の管理下の負傷及び上欄の疾病が治った後に残った障害で、その程度により、1 級から 14 級に区分される
学校の管理下において、運動などの行為と関連なしに発生したもの
突然死
学校の管理下において、運動などの行為が起因あるいは誘因となって発生したもの

■学校の管理下となる範囲
学校の管理下となる場合

例

各教科（科目）、道徳、自立活動、総合的な学習の時間、幼
稚園における保育中
学校が編成した教育課程に基づく授業をうけている場合（保
特別活動中（児童・生徒・学生会活動、学級活動、ホームル
育所における保育も含みます。）
ーム、クラブ活動、儀式、学芸会、運動会、遠足、修学旅
行、大掃除など）
学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合

部活動、林間学校、臨海学校、夏休みの水泳指導、生徒指
導、進路指導など

休憩時間に学校にある場合、その他校長の指示又は承認に基 始業前、業間休み、昼休み、放課後
づいて学校にある場合
通常の経路及び方法により通学する場合（保育所への登園、 登校（登園中）、下校（降園中）
降園を含みます）
学校外で授業が行われているとき、その場所、集合・解散場 鉄道の駅で集合、解散が行われる場合の駅と住居との間の往
所と住居・寄宿舎との間の合理的な経路、方法による往復中 復中など
学校の寄宿舎にあるとき

※負傷・疾病の範囲の詳細、学校の管理下の範囲の詳細については
「独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の基準に関する規定」に定めています。
※登園・降園中のケガについては、自転車や徒歩で転んでケガをした、又は車に乗る際にケガ
をした等、第三者（加害者）のいない（損害賠償を受ける相手がいない）場合のケガについ
てのみ対象になります。自動車での自損事故の場合、加入している保健が適応される場合は
対象外となります。
■給付の全部又は一部が行われない場合
○第三者の加害行為による災害で、その加害者から損害賠償を受けたとき（対自動車交通事故など）
○他の法令の規定による給付等を受けられるとき
○非常災害（地震・津波・洪水など）で一度に大勢の児童生徒が災害に遭い、給付金の支払い
が困難になったとき
○高等学校の生徒及び高等専門学校の学生の故意等による災害（自殺など）には給付が行われ
ません。また、重過失（単車通学におけるスピード違反など）による災害については、一部
給付の減額が行われます。

②全日本私立幼連の保険制度「JK 保険」
子どもが園の管理下（園と自宅の往復中も含む）で「けが」などをした時に、保護者に対し
て保険金を支払う制度です。この JK 保険は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制
度と違い、療養に要する費用の金額に関わらず保険金をお支払いする制度です。
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なお、JK 保険制度の掛け金は、すべての園児において当園が全額負担致しております。
※上記２つの保険制度は併用して申請することができますので、けがをして通院された場合
はお気軽にお声かけ下さい。

「古河市 小児マル福」をお持ちの場合
○医療費負担が 5,000 円以上の場合は、学校で加入する日本スポーツ振興センター災害共済
給付制度が優先となるため、マル福の助成の対象となりません。医療費が 5,000 円以上に
なった場合は、医師に書いていただく書類をお渡し致しますので、担任までご連絡下さい。
○ただし、医療費が 5,000 円未満の場合は、マル福での助成が可能となりますので、保護者
の皆様が各自で市役所の国保年金課窓口でご申請をお願い致します。
○医療費が完治までに 5,000 円以上になるかどうか不明な場合は、完治までマル福ではなく、
保険証を使ってお支払いしていただいて、完治した際の医療費の合計金額によってそれぞれ
の助成の申請をして下さい。

（13）学校保健法による登園停止について
インフルエンザや、その他の伝染病に感染してしまった場合の幼稚園の伝染病対応について、
下記に詳しく記載してありますのでよくご覧下さい。

【学校保健法による出席停止について】
○幼稚園、小・中学校では、伝染症を予防するため、感染した園児・児童・生徒に対して登園停止

を行うことがあります。これは、学校保健法第 12 条に基づき、幼稚園、学校での集団発生
を防ぐとともに、健康の回復を図るためです。伝染病に感染し登園停止になった場合は、欠
席扱いにはなりませんので、病状が回復するまでは、ご家庭でゆっくり休養させて下さい。
また、ご家族が対象となる伝染病に感染した場合については、学校保健法では、登園可能と
されておりますが、当園では、園児に症状がなくても体内にウイルスが潜伏している可能性
があり、園生活中に症状がでて他の園児へ感染させてしまう恐れがありますので、登園停止
とさせていただきます。
○下記の学校伝染病規則に記載されていない伝染病に感染した場合は、受診された医師の指
示に従って登園または欠席して下さい。RS ウイルスなどの感染力の強い伝染病にかかった
場合も、登園停止になります。
【学校伝染病規則による伝染症の定義は次の三種類に分類されています】
第一種

伝染力が強く重症で危険性の高い病気で、病気が治るまで出席できない。（法定伝
染病等）

第二種

主に飛沫感染（くしゃみ、咳、会話などによって病原体が飛び散ってうつる）によ
って広がる病気。

第三種

学校などで流行が広がる可能性のあるもので、「他へ伝染するおそれがないことが
医師によって認められるまで」が登園停止の基準となっている。なお、第三種の中
で、溶連菌感染症や手足口病などのように、日常よく見られるものが「その伝染病」
として区別されている。これらには、一定の登園停止の基準は設けられていないも
のの、その時々の発生や流動動向によっては、医師による登園停止の指示に従う必
要があります。
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■出席停止となる伝染病■
第 1 種学校伝染病

本人、家族の病状が回復し医師が伝染のおそれがないと認めるまで登園停止とする。
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジ
フテリア、腸チフス、パラチフス、痘そう、重症急性呼吸器症候群（SARS コロナウィルスに限る）

本人、家族の病状が回復し医師が伝染のおそれがないと認めるまで登園停止とする。

第 2 種学校伝染病
病名

出席停止期間

主な症状

潜伏期間

発症後 5 日を経過し、かつ、解熱 高 熱 ・ 頭 痛 ・ 腰 痛 ・ 全 身 倦 怠 感 ・ 鼻 づ ま

インフルエンザ

した後 3 日を経過するまで

り・くしゃみ・たん

伝染可能期間

1～3 日

発病後 3～4 日

1～2 週

発病後 28 日

特有の咳が消失するまで、また は じ め は 軽 い せ き 、 の ど の 発 赤 が み ら れ
ひゃくにち ぜき

は、5 日間の抗生剤の治療が終了 る。発病後１週間位からコンコンという咳

百 日咳

するまで

がでる。

解熱した後 3 日を経過するまで

発熱・せき・鼻水・めやに。頬の内側に白

ましん

い斑点コプリック斑ができる。発熱後４日 9～12 日

麻疹（はしか）

目より皮膚に発疹。
りゅうこうせい じ か せ ん え ん

流 行 性 耳下腺炎
（おたふくかぜ）
ふうしん

風 疹 （3 日はしか）

耳下腺の腫れが出た後 5 日を経過 ３７～３８℃の発熱。まず、片側、次いで
し、かつ、全身状態が良好になる 両側のあごの後ろが大きく腫れて痛む。食
まで

欲不振、嚥下困難。

発疹が消失するまで

発熱・発疹・耳の後ろ・首・わきの下など
が腫れる。咳や結膜が充血する。

1～2 週

2～3 週

全ての発疹がかさぶたになるまで 発熱（軽～中程度）。水ほうのある発疹が体

すいとう

水痘
（みずぼうそう）
いんとう けつまくねつ

中に次々と出る。かさぶたとなり、先に出
たものから治っていく。
主要症状が消退した後 2 日を経過 発熱・のどの痛み・結膜炎・首のリンパの

咽頭結膜熱
（プール熱）

するまで
腫れ。
病状により学校医その他の医師に 初期は自覚症状なし。X 線で発見されること
おいて伝染のおそれがないと認め
が多い。疲労感・寝汗・微熱・体重減少・
るまで
保健所の指示に従う
肩こり・咳・たん。

けっかく

結核

2～3 週

第３種学校伝染病

5～7 日

発疹の出る 5 日前から
でた後 4 日間

発病前 7 日から発病後
9日
発疹のでる 7 日前から
でた後の 7 日間
発疹のでる 1 日前から
でた後 7 日間

発病後 2～3 週間

1～２ヶ月

本人、家族の病状が回復し医師が伝染のおそれがないと認めるまで登園停止とする。

病名

出席停止期間

りゅうこうせい かくけつまくえん

流 行 性 角結膜炎

主な症状
涙がよくでる。目やに、異物が入ってい

病状 によ り学 校 医 、 そ

（はやり目）

の他 の医 師に お い て 伝

きゅうせい しゅっけつせい けつまくえん

急 性 出 血 性 結膜炎

染の おそ れが な い と 認

ちょうかん しゅっけつせい だいちょう きんかんせんしょう

腸 管 出 血 性 大 腸 菌感 染 症

る感じ。結膜が充血する。
きつい充血。出血してくる。
激しい腹痛ではじまり、数時間後に水様

めるまで

性の下痢を起こす。嘔吐、吐き気。

潜伏期間

伝染可能期間

５～７日

発病後２～３週

１～２日

発病後５～７日

３～５日

■条件によって登園停止になる伝染病■
第３種学校伝染病 本人、家族の病状が回復し医師が伝染のおそれがないと認めるまで登園停止とする。
病名

登園許可の目安

ようれん きんかんせんしょう

適切な抗生剤治療後２４時間を経て解熱し、全身状態良

溶連菌 感 染 症
かんえん

ウイルス肝炎
て あ し くちびょう

手足 口 病

ヘルパンギーナ
でんせんせい こうはん

伝染性紅斑（りんご病）
かんせんしょう

マイコプラズマ感 染 症
りゅうこうせい お う と げ り し ょ う

流 行 性 嘔吐下痢症

好になったとき
主要症状が消失し、肝機能が正常化した時

留意事項
５～１０日程度の抗生剤の内服が推奨される
B 型・C 型肝炎の無症状性病原体保有者は出席停
止不要

解熱し全身状態が安定していれば登園可能（咽頭内での
ウイルス増殖期間中飛感染するため、発熱や咽頭・口腔 一般的な予防法の励行
内の所見の強い急性期は感染源となる）
発疹期は、感染力はほぼ消失していると考えられるの
で、発疹のみで全身状態が良好なら登園可能

妊婦への感染注意。急性期の症状変化にも注意

感染力の強い急性期が終わった後、症状が改善し、全身
状態が良好なら登園可能
下痢・嘔吐から回復し、全身状態良好なら登園可能

（ウイルス感染性胃腸炎）

主にノロウイルス、ロタウイルス、小型球型ウイ
ルス(SRSV 他)、時に腸管アデノウイルス

※当園では、上記の「第１～第３種学校伝染病」・「条件によって登園停止になる伝染病」に、本人
または家族が感染した場合は、当園では登園停止扱いとなりますので園まで必ずご報告下さい。
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■登園停止の必要のないと考えられる伝染病■
第３種学校伝染病

他の園児への感染の恐れがある場合は登園を控えてもらう場合あり。

病名
アタマジラミ

水いぼ

とびひ

留意事項
シラミの駆除。爪切り。タオル・くし・ブラシの共有を避ける。着衣・シーツ・枕カバー・帽子等の洗濯と
熱処理。発見したら一斉に駆除することが効果的
原則として、プールを禁止する必要はないが、二次感染のある場合は禁止とする。多数の発疹がある場合は
プールでビート板や浮き輪の共有を避ける。
病巣の処理と被覆。共同の入浴やプールは避ける。炎症症状の強いものや広範なものでは、病巣の被覆を行
い、直接接触を避けるようにする。

■ルリ幼稚園・ルリキッズランドの伝染病対応について■
○当園では、学校保健法第 12 条に基づく、
「第１～３種学校伝染病」
・
「条件によって登園停
止になる伝染病」 に感染した場合は、本人またはご家族が感染した場合でもお休みしてい
ただきます。理由としては、他の園児への感染拡大の防止のためです。（ルリキッズランド
の園児０１２歳児も同じ敷地内で保育しており、抵抗力の弱い園児に感染した場合に重症化
する恐れがあるため。）
○第 3 種学校伝染病の「登園停止の必要のないと考えられる伝染病」に感染した場合は、欠
席する必要はありませんが、病状により他の園児へ感染する可能性のある場合は、症状が安
定するまで欠席していただく場合があります。その際は、登園停止扱いになりますので、
「登園停止報告書」の提出をお願いします。
○本人または家族が感染してお休みした場合は、欠席ではなく登園停止扱いになります。登園
開始時期は、本人が感染してしまった場合は医師の指示に従って下さい。家族が感染してし
まった場合は、感染者が完治してからの登園を宜しくお願い致します。なお、家族が完治し
た場合でも、園児の体内にウイルスが潜伏している可能性がありますので、登園開始後の体
調をご家庭でも注意して観察して下さい。

■伝染病に感染した場合は・・・■
○対象となる伝染病に感染した時はすぐに幼稚園に連絡して下さい。また、医師の指示に従っ
て、登園許可がでるまで十分休養させて下さい。
○本人が登園停止扱いの伝染病で欠席した場合は、
「登園許可書」を医師に書いていただくこ
とになります。
〇本人以外のご家族が登園停止扱いの伝染病にかかり欠席した場合は、「登園停止報告書」の
提出をお願い致します。こちらは、医師による記載事項はありません。
〇登園時に、「登園許可書」及び「登園停止報告書」の提出のない場合は、登園を許可できま
せんので、必ず登園時に提出をして下さい。
〇書類は園に取りにきていただくかホームページからダウンロードして下さい。

■家族・兄弟が体調不良により入院した際の園児の登園について■
○入院に伴う保護者の付き添いやその他のやむを得ない理由により、入院期間中の園児を見
てくれる方が他にいない場合に限り、園児の登園を許可することとします。ただし、入院し
ている家族・兄弟が、新型コロナウイルスを含め下記の伝染病に感染していないこと、ま
た、その証明を医師にしていただくことが登園の条件となりますので、登園を希望する際は、
別紙の「登園許可書（入院している家族・兄弟がいる場合）」を医師に記入していただき、
登園時に必ず園に提出をしていただきますようお願い致します。
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（14）体調不良による早退・インフルエンザ・ウイルス性の胃腸炎・結膜炎について
○当園では、３７．５度以上の発熱や、嘔吐、下痢の症状がある場合は、早退のご連絡をさせ
て頂きます。
３７度を超えるような高い平熱の園児の場合は、平熱＋1 度を目安にご連絡をさせて頂きま
すが、＋1 度に満たない場合でも園児の体調により早退のご連絡をする場合がありますので
予めご了承下さい。
○園で発熱後、早退し、ご自宅で再度熱を測ったら熱が下がっているということが度々ありま
す。熱が下がる要因として、お母さんの顔を見たり抱っこしてもらったり、また、家に帰っ
て普段の落ち着ける環境に戻ったりすると、精神的に安定し一時的に熱が下がると考えられ
ます。熱が下がっても、その後再び発熱することがありますので、早退した日は必ずご自宅
で安静にして下さい。
○早退した次の日に体調があまり良くない状態で登園し、登園後に発熱してお迎えの連絡をす
る場合があります。お子様の体調が良くない場合は、できるだけ登園を控えていただき、容
態が落ち着くまでご自宅での静養をお願いします。
○インフルエンザや胃腸炎などの伝染病が流行している時期については、伝染病の疑いのあ
る症状があった場合は、他の園児への感染拡大防止のため、お迎えのご連絡をさせていた
だきます。また、在籍しております兄弟につきましても、伝染病の場合は、体内にウイル
スが潜伏している可能性がありますので、体調を崩していない場合でも一緒に降園してい
ただきます。なお、お仕事や所用などですぐにお迎えに来れない場合は、他のご家族の方
にお迎えの依頼をお願い致します。それでもお迎えに来るのが難しい場合は、できるだけ
早めのお迎えをお願い致します。
○インフルエンザや胃腸炎などの伝染病が流行している時期について、ご兄弟が体調不良で
通院する場合は、本人の体調が悪くない場合でも、体内にウイルスが潜伏している可能性
がありますので、医療機関でご兄弟の検査をしていただき、検査の結果、伝染病の感染の
疑いがないとの診断を受けてから本人も登園をするようにお願い致します。
〇インフルエンザの疑いのある場合は、発熱後、体内にウイルスが増殖する 12 時間を経過し
ないとインフルエンザの検査をしても正確な検査結果がでないため、必ず 12 時間を経過し
てからの検査をお願い致します。ただし、受診した医療機関によっては、12 時間を経過し
ていなくても正しい検査ができる場合がありますので、その際は、医師の指示に従って検
査をして下さい。
〇感染したインフルエンザの型や予防接種をしている場合は、熱が出てもすぐに下がってし
まったり、風邪の症状に留まったりする場合があるので、園での感染拡大防止のため、熱
がすぐ下がった場合や、風邪に似た症状の場合でも必ず医療機関でインフルエンザの検査
をしてから登園をするようにして下さい。
〇インフルエンザに感染した場合の登園開始時期について、学校保健法では、
「発症した次の
日から 5 日を経過、かつ解熱後 3 日を経過するまで」は登園を控えるようにと定められて
おります。ただし、
「病状により学校医、その他の医師において伝染のおそれがないと認め
たときは、この限りではない」とされているので、登園開始時期については、医師の指示に
従って下さい。
〇ウイルス性の胃腸炎についてですが、感染した場合は、登園停止の伝染病である、ノロウ
イルス、ロタウイルス、小型球型ウイルス(SRSV 他)、時に腸管アデノウイルスに感染して
いる可能性が高いです。詳しい検査をしないときちんとした病名までは分からないようなの
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で、医療機関によっては「お腹の風邪」と診断されることがあるようです。よって当園では、
ウイルス性の胃腸炎と診断された場合は、他の園児へ感染する恐れがあるため登園停止と
させて頂きます。
〇ウイルス性の結膜炎 についてですが、「咽頭結膜熱（プール熱）」・「流行性角結膜炎（はや
り目）」・「急性出血性結膜炎」は、感染力が非常に強く他の園児に感染する恐れがあるため
登園停止となりますが、その他の細菌性の結膜炎につきましては登園可能です。詳しい病名
については受診の際に医療機関にてご確認して下さい。
〇園で服薬する薬を待たせる時は、連絡帳に飲ませる時間や飲ませ方をご記入（連絡のない場
合は飲ませられません）していただき、他の園児の薬と間違えないように、袋や容器に必ず
名前を記入して下さい。また、シロップの場合は、こちらで飲ませる量を間違えないように
するため、１回分の量を別容器に分けて持たせて下さいますようお願い致します。

（15）新型コロナウイルス感染症の対応について
○登園前には、必ず『健康観察』および『検温』を行い、連絡帳に体温を記入して下さい。
○検温の結果、３７．５度以上の発熱がある場合は欠席 となります。ご家族に発熱等の症状
がある場合も欠席をしていただきます。
○３７．５度以上の発熱がなくても、普段より少しでも熱が高かったり、少しでも体調に変
化（食欲不振や咳や鼻水などの呼吸器症状）があったりする場合は、欠席となります。
○発熱が認められた場合は、解熱後２４時間以上が経過し、体調や呼吸器症状が改善するま
では、欠席となります。ご家族が発熱した場合も同様となります。
○発熱や体調不良により欠席および早退をする場合は、
『登園停止』扱いとします。
○登園か欠席かの判断に迷った場合は、万が一のことを考えて欠席をしていただきますようお
願いします。３７．５度以上の発熱の定義については、発熱や呼吸器症状がない場合でも感
染者の確認がされているため、現在は、この定義が削除されておりますが、当園では、引き
続き３７．５度以上を基本的な目安とし判断をさせていただきます。
○発熱や体調不良により、早退のご連絡をさせていただいた場合は、速やかにお迎えをお願い
します。なお、発熱により早退をした場合は、翌日の登園再開までに解熱後の２４時間以
上が経過しないため、翌日は欠席をしていただきます。
○登園・降園の際は、保護者・園児ともマスクの着用（キッズの園児および支援が必要な園児
については、マスクの着用が可能な園児のみで構いません）をお願いします。また、登園・
降園時の移動の際は、保護者同士の間隔を２ｍ以上開けて移動をしていただきますよう心掛
けをお願いします。
○降園後の園庭開放は、実施しませんので、お迎え後は速やかに降園をして下さい。
※新型コロナウイルス感染症の対応は、国や県や市からの指示により変更になることがあり
ますので、変更となった場合は変更のご連絡をさせていただきます。
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（16）皆勤賞について
○年少・年中・年長毎に無遅刻・無早退・無欠席の園児には、3 学期の修了式の際に皆勤賞を
授与します。年長児につきましては、卒園式に授与します。
※登園停止による欠席・忌引きによる欠席・自由登園日・登園自粛期間の欠席につきましては、
欠席扱いにはなりません。なお、新型コロナウイルス感染症対応により、風邪の症状や体調
不良等で欠席した場合は、登園停止扱いとなります。
※年長児の就学児健康診断などの就学に関する行事による早退は、早退には含みません。

■忌引きの日数について
○父母（1 親等）・・・・・・7 日

○兄弟姉妹（2 親等）・・・3 日

○祖父母（2 親等）・・・・・3 日

○曽祖父母（3 親等）・・・1 日

○おじ・おば（3 親等）・・・1 日
※葬儀の為、遠隔地に行く場合は、実際に移動の際に要した日数を加算することができる。

（17）家庭環境調査票・保健調査票の提出について
○家庭環境調査票や保健調査票は、園児一人一人の家庭環境や、健康状態を把握するために提
出して頂く書類になりますので、できるだけ詳しく記入して下さい。
家庭環境調査票に記載されました住所や連絡先、家族構成が年度の途中で変わる際は、内
容を修正していただきますので必ずご連絡下さい。
また、保健調査票につきましても、病歴や予防接種に変更がある場合は、新たに保健調査
票に記入していただきますので、必ずご連絡下さい。
これらの書類は、幼稚園外部への情報提供は行いませが、幼稚園でのケガや病気等で、医療
機関にかかる際に、医師に園児の保健状況の確認の意味で提示する場合がありますので、予
めご了承下さい。

（18）連絡網について
基本的にはメール連絡網でのご連絡になりますが、メール連絡網のシステムに不具合があっ
た場合は、電話連絡網でのご連絡となります。メールにセキュリティをかけていたり、メー
ルアドレスの変更や電話番号が変更になっていたりして連絡が届かない場合がありますので、
変更になった際は必ず担任までご連絡下さい。

（19）食物アレルギーの対応について
○当園の食物アレルギーの対応につきましては、医師の診断及び指示書に基づき、代替食また
は除去食にて対応させていただいております。ただし、当園の給食業務でできる可能な範囲
での対応となりますので、対応が困難な場合は、お弁当を持参していただく場合もあります
ので、ご理解とご協力の程宜しくお願い致します。
○現時点で食物アレルギーのある園児は、
「食物アレルギー除去食指示書」をお渡しいたしま
すので、必ず担任までご連絡下さい。また、園生活の中で食物アレルギーと疑われる症状が
でた場合は、医療機関での受診及び検査をお願い致します。
○原則 6 か月毎、および新年度時に再検査をお願いしておりますので、合わせてご理解の程
宜しくお願い致します。
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食物アレルギー対応
１．食物アレルギーの園児に対する食事制限は、医師の診断および指示書に基づいて行います。
受診の際に「食物アレルギー除去食指示書」を医師に記入していてだき必ず園までご提出下
さい。
２．医師の指示の下で経過観察をし、定期的に検査を受けて下さい。食物アレルギー除去食指示
書は原則として、6 か月毎および新年度時に園にご提出していただきます。
３．給食は、代替食もしくは除去食を基本とし、当園の給食業務でできる可能な範囲での対応と
なりますので、対応が困難な場合は、お弁当を持参していただく場合もあります。
４．園生活の中で、万が一、誤飲誤食をしてしまった場合の対処法を必ず園までお伝え下さい。
なお、その際に投薬が必要な場合は、薬を園でお預かりしますので、投薬方法も必ずお伝え
下さい。
５．アレルギー症状が軽減したら医師の指示を受けながら食事制限の解除を進めていきます。解
除については、園でいきなり行うのではなく、まずはご家庭で行っていただき、その結果を
踏まえた上で園でも行っていきますので、解除を進める場合は必ず園までご相談下さい。
６．園生活の中で食物アレルギーと疑われる症状がでた場合は、飲食物と症状を保護者へお伝え
しますので、医療機関での受診及び検査をお願い致します。

（20）園児の服装について
○毎日制服での登園になります。登園後に幼稚園で体操服に着替えます。
※園外保育の日や自由登園・春休み・夏休み・冬休みの期間は制服ではなく体操服での登園
になります。
○夏服 6 月～9 月
・制服・半袖ポロシャツ・麦わら帽子・紺か黒のハイソックス
※夏服の時期は、黒か紺の短いソックスでも構いません。※くるぶしソックスは禁止
○冬服 10 月～5 月
・制服・長袖ポロシャツ・制帽・紺か黒のハイソックス
※寒い場合は、ジャンパーやマフラー、タイツ（紺か黒色の物）を着用して衣服の調節をお
願いします。

【薄着生活による免疫力向上について】
私たち大人は、寒くなってくると、自分が寒いので子どもにも厚着をさせてしまいがちです
が、子どもは大人と違い、新陳代謝が盛んで、体を動かすとすぐに汗をかくので、服装の目
安としては、大人より 1 枚少なめの服装が適しております。（薄着を始めるのは生後 6 か月こ
ろからで、1～2 か月の新生児は大人より 1 枚多めが良いです。
）また、当園では、気温の低
い日は暖房で室内を暖めておりますので、厚着をしているとすぐに汗をかいてしまいます。
子どもに普段から厚着をさせていると、外気の変化に捉える皮膚の感覚器官や自律神経の働
きが鈍り、免疫力が強くなりません。また、体熱を放射する反射が強くなり、冷たい風があた
ると体の熱を放射し体温がすぐに奪われ、その結果、体を冷やして風邪を引きやすくなります。
子どもに薄着をさせることで、子どもの体を強くしたり病気への免疫力を高めたりするこ
とができ、病気に強い体つくりをすることができます。ただし、やみくもに薄着をさせるの
ではなく、寒い時期に薄着にさせるとそれだけ子どもの体力も消耗するので、食事や睡眠な
ど規則正しい生活をしながら、子どもの体力をつけるようにしましょう。
なお、子どもに着させる下着の種類については、綿のメリヤス肌着がお勧めです。ヒートテ
ックなどの化学繊維の下着は、アトピー肌や敏感肌、乾燥肌の子どもに着せると症状を悪化さ
せる場合があるのでお勧めしません。また、子どもは体をたくさん動かすのでヒートテックな
どの保温効果のある下着を着用していると、汗をかいて風邪を引きやすいので注意が必要です。
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以上のことから、当園では子どもたちの丈夫な体つくりのために、薄着（年少から年長の
園児の制服や体操服の下に着る下着は、長袖の下着ではなく、半袖の下着の着用をお願い致
します。）での園生活を心がけ、寒い日でも外で沢山遊び、病気への免疫力を高めて行きたい
と思います。それと同時に、教室内の空気の入れ替えを行ったり、うがいや手洗いをしっか
りと行ったりし、子どもたちが自分でできる病気の予防についての意識を高めて行きたいと
思います。
しかし、子どもたちの丈夫な体をつくるには、園だけではなくご家庭での保護者の皆様の
ご協力が不可欠となりますので、ご家庭でもうがい手洗いの実施や、規則正しい生活（栄養
のバランスのとれた食事と十分な睡眠）を心がけていただきたいと思います。

（21）保護者の皆様へのお願いについて
【生活習慣について】
○朝ご飯を食べないで登園する園児が増えて来ております。人は寝ている間も体の中に貯めて
おいたエネルギーを使っているので、朝ご飯を抜いてしまうと、使ってしまった分のエネル
ギーを取り込むことが出来ず、体や脳の活動が低下し、午前中の保育に支障をきたしますの
で、必ず朝ご飯を食べて登園するようにして下さい。また、給食では、無理のない範囲でな
るべく苦手な物でも頑張って食べることができるように日頃から保育しておりますので、ご
自宅でも苦手の物を少しでも食べることができるようにご協力をお願い致します。
○3～5 歳児の睡眠時間の目安は 11～13 時間といわれておりますので、しっかりと睡眠時間
を確保して、夜更かし、朝寝坊をしない規則正しい生活を心がけて下さい。

【お弁当のデザート・お誕生会や園外保育時の水筒の中身について】
○ご飯やおかずを残してデザートを食べる園児が多くおります。当園では、保護者の方が朝早
くから作って下さったお弁当のご飯やおかずをしっかりと食べてもらいたいため、デザート
（果物も含む）は禁止としております。お弁当のデザートは園児たちもとても楽しみにして
いるとは思いますが、ご理解とご協力の程宜しくお願い致します。
○水筒の中身につきましては、必ず「水・お茶・スポーツドリンク」でお願い致します。

【身だしなみについて】
○体操服登園の日以外に体操服で登園したり、制服の下に体操服を着たりして登園する園児が
おります。当園では、登園後に制服から体操服に着替える活動も保育の一環としております
ので、必ず決まった服装での登園お願い致します。ケガや病気等の理由で体操服を着て登園
する場合につきましては、担任までご相談下さい。
○登降園時に、制帽や麦わら帽子をかぶらない園児がおります。登降園時は必ず帽子をかぶっ
ていただきますようお願い致します。また、当園では、園児の荷物は自分で持って登降園す
るように指導しておりますので、悪天候時や荷物が多くて持ちきれない場合、体調不良等の
理由以外の場合は、園児が自分で荷物を持って登降園するように保護者の皆様のご協力をお
願い致します。
○靴下について、柄物ではなく無地の黒か紺のハイソックスでお願いします。ワンポイントの
マークについては構いません。また、夏場はハイソックスではなく短いソックス（くるぶし
ソックスは禁止）でも構いません。名前は、名前シールを貼ったり白のマーカーなどで書い
たりして分かるようにして下さい。
１８

○園児の下着については、長袖の下着ではなく半袖の下着の着用をお願い致します。また、
女の子はスカートの中の下着が見えてしまうので黒系のスパッツなどを履かせて下さい。
○頭髪のカラーリングやパーマ、エクステ等は禁止 とします。また、男の子の長髪やツーブ
ロックやモヒカン、ラインを入れる等の髪型についても禁止 とします。なお、園の方で気
になる頭髪を見かけた場合は、保護者の皆様にお声かけさせていただきます。
○マニキュア、化粧、口紅をしての登園は禁止とします。休日にした場合は、必ず落としてか
ら登園して下さい。
○靴については、運動靴（紐靴だと自分で縛ることが難しいので、マジックテープの物が好
ましい）でお願いします。ブーツ・サンダル・クロックス等の運動しにくい靴及び LED 等
で光る靴での登園は禁止となります。なお、雨天時の長靴は構いません。
○ジャンパーや上着については、フード付きの物は禁止とします。友だちにフードを引っ張ら
れたり遊具にフードが引っかかったりして事故の原因となるため。

【長期休み期間や、台風・積雪時などの災害時の自由登園について】
○長期休み（夏休み・冬休み・春休み）期間は、自由登園になります。自由登園につきまして
は、予め出欠確認を取りますので、保育を希望される日を出席確認表（休み前に配布します）
にご記入の上、担任までご提出下さい。
○長期休み期間中は、職員が交代で休暇を取ったり、研修に行ったりする都合で普段より職員
の数が少なくなります。保護者の皆さまには、ご自宅での保育が可能な日がありましたら、
自宅保育のご協力をお願い致します。
※自由登園の日は園をお休みしても欠席扱いにはなりません。
○台風や積雪などの災害時の自由登園につきましては、登園の際の安全を考えての自由登園
となりますので、お仕事の都合で自宅保育のできない園児以外は、登園を控えていただき
ますようご理解をお願い致します。

【 降園後の園庭解放の時期と時間について 】
○4 月・5 月・6 月・10 月・11 月・12 月・1 月・2 月・3 月
⇒ 園庭で遊ぶ時間は 15:30 まで。
○7 月・8 月・9 月
⇒ 熱中症予防のため、この期間は園庭の開放はしません。お迎えに来られましたら速やか
にお帰り下さい。
※サッカー教室・体操教室などの課外教室に入会している園児も園庭開放の時間は同じです
ので時間を守って利用して下さい。

■園庭開放の際の注意について
○園庭で保護者同士が話をする場合は、ケガや園児同士のトラブル防止のため、必ず園児の遊
んでいる側で話をして下さい。
○園児がいけないことをしている場合は、保護者がしっかりと注意をして下さい。
○園庭で遊んでから降園する場合は、必ず園児と一緒に片付けの確認をして下さい。

１９

【登降園時について】
○6 歳未満のお子様を車に乗せる場合は、チャイルドシートの着用義務が「道路交通法第 71
条の３第４項（幼児用補助装置使用義務違反）」に定められておりますので、お子様をお車
に乗せる場合は、必ずチャイルドシートに乗せて下さいますようお願いします。
大人はシートベルトを着用しているため命が守られ、子どもはそのままフロントガラスを突
き破って車外に投げ出されて死亡するという事故が多発しております。
○受動喫煙によるお子様の成長への影響が大きいため、お車を運転中に車内にお子様がいる中
での喫煙は絶対にお止め下さい。受動喫煙による子どもの病気（中耳炎・虫歯・気管支
炎・小児喘息・知能低下・低身長・アトピー性皮膚炎・小児がん・白血病・脳腫瘍など）
○朝や帰りに駐車場内や寺内入口付近で長時間立ち話をしている保護者の方がおります。お
話しをされている間に、園児たちが駐車場内を走ったり、車の前に飛び出したりして大け
がをする場合がありますので、駐車場内では立ち話をしないようにお願いします。また、
駐車場が混む時間帯やお寺の葬儀や法事の際は、子どもの送迎を済ませたらすぐに車の移
動をするようにご協力をお願い致します。
○登降園の際は、必ず大人（両親または祖父母など）が園児の付き添いをして下さい。ご家
族であっても兄弟が来た場合は、受け入れ及び引き渡しは行いません。
○登園時に親の手を離れて駐車場から幼稚園に走ってきたり、降園時に同じく親の手を離れ
て幼稚園から駐車場に走って行ったりする園児が多く見られます。転んでけがをしたり、
車との接触事故の原因になったりしますので、登降園の際は、園児の手を離さないように
必ず保護者の方と一緒に移動するようにして下さい。
○本堂の階段や薬師堂、鐘つき堂に上がって遊んでいる園児がいても注意しない保護者の方が
おります。仏様の前でそのような行為は絶対にしないように保護者の皆様がきちんと注意を
するようにして下さい。また、薬師堂の後ろ側を通って生垣を飛び越えて遊んでいたりする
園児がおりますので、そのようなこともしないように保護者の皆様が責任を持って注意をす
るようにして下さい。
〇園児のお迎えについて、保護者の方がお迎えに来られない場合は、「お迎えに来られない理
由」・「お迎えに来る方のお名前」・「園児や保護者の方とのご関係」を必ず園までお伝え下
さい。園児の安全を守るため、身元の分からない方への引き渡しはしません。
【連絡帳について】
○担任が記入した内容を確認しましたら、ご確認していただいたことが分かるように必ず「印」
か「サイン」のご記入をお願いします。
（返信を書いた際の印やサインは必要ありません）
○月末に出席日数をまとめる都合上、月の末日に園の方で出席カードを預からせていただきま
す。お預かりした連絡帳は次の登園日にお返しします。
【園内での子どもたち同士のプレゼント交換について】
○園内において子どもたち同士のアイロンビーズやアクアビーズ等のプレゼントや交換は、
様々なトラブルの原因となることが考えられるため禁止とします。また、園にその様な物を
持って来ることも禁止とします。もし、プレゼントや交換をする場合は、園外で保護者同士
が同意の上、子どもだけではなく必ず保護者の元で行うようにして下さい。
○バレンタインデーやホワイトデーについて、子ども同士ではなく、園外で必ず保護者の元で
行うようにして下さい。また、職員への受け渡しは大変申し訳ありませんがご遠慮願います。
○家族で旅行に行った際に、クラスの園児全員にお菓子などのお土産を買って来て下さる場合
があります。園児によっては食物アレルギーで食べられない材料が含まれている場合があり
ますので、お土産はご遠慮下さい。また、職員へのお土産等につきましても大変申し訳あり
ませんがご遠慮願います。

２０

【園に持って来るバッグのキーホルダーについて】
○通園バッグ・プールバッグ・園外保育のリュックサック等に付けているキーホルダーについ
てですが、キーホルダーを外して遊んだり、遊んだキーホルダーを無くしたりする園児が多
くおります。また、そのキーホルダーを他の園児が欲しがったりしてトラブルになることが
ありますので、今後は、園に持って来るバッグには、園からお渡しした、「子ども守り」と
担任手作りの「誕生日のマスコット」のみを付ける様にして下さい。それ以外のキーホルダ
ー等は付けないようにお願い致します。また、お便りケースには何も付けないようにお願い
します。

子ども守り

お誕生日マスコット

（22）入園までにご用意して頂く物について
※すべての持ち物にひらがなで必ず名前を記入して下さい。
○通園バッグ ※通園バッグの大きさ：縦 25cm×横 35cm 以上の物
○ハンカチ 2 枚 ※制服と体操服のポケットに入れます。
○コップ入れ ※コップで購入したコップを入れます。
○給食セット（おはし・スプーン・フォーク）
※トレーニング用のおはしについては園では使用しませんので、普通のおはしをご用意下さい。
○歯ブラシ ※歯ブラシを入れるケース、歯ブラシのキャップ、歯磨き粉は要りません。
※歯ブラシ使用開始予定・・・年少：6 月予定 年中・年長：4 月の給食開始から
○ループ付きタオル 1 枚 ※手洗い時に使用します。
○長袖のスモック ※製作活動や給食の時間に使用します。
○体操服用巾着袋 ※両肩にかけられる紐のついているリュックタイプの物で、上に持ち手の
付いている物。毎朝体操服を入れて登園します。
○予備の着替え用巾着袋 ※中に下記の着替えが３組入る大きさの物。
○予備の着替え
※予備の着替え用巾着袋の中に入れていただいた物を各クラスでお預りとなります。
・上着（トレーナー等 ※パーカーなどのフード付きの物は禁止）
・長ズボンや半ズボン ※ハンカチを入れるポケット付きの物。スカートは禁止。 私服の着替えを
・長袖や半袖のシャツ
各 3 組ずつご用
・半袖の下着
意下さい。
・パンツ
・靴下（紺か黒のハイソックス）
○汚れた服を入れるビニール袋 ３～５枚 ※予備の着替え用巾着袋の中に入れて下さい。
○上履き入れ
○上履き ※上履きの色は白で、キャラクターなどの絵が描いていない無地の物をお願いします。履
くときに左右を間違えないように目印を付ける場合は、ワンポイントでお願いします。
○オムツ（使用中の園児のみ）10～15 枚
○汚れたオムツを入れるビニール袋（オムツ使用児のみ） ※持ち手の付いている袋
ダイソーやホームセンタなどに 20 枚と
○オムツ替え用のマット（布製の物）
か 30 枚とかまとめて売っている袋をご
○おしりふき（オムツ使用児のみ）
用意下さい。
○BOX ティッシュ 1 箱
○雑巾 2 枚
○ハンドソープ 1 個 ※泡タイプの物（詰め替えではなくボトルでお願いします。）
○エプロン ※エプロンは年中・年長児のみご用意下さい。年少児は使いません。
※エプロンは、後ろで結ぶタイプの物ではなく、マジックやゴムになっている物で、自分で簡単
に着脱ができる物をご用意下さい。
２１

○エプロン・給食帽を入れる巾着袋
※年中・年長児のみご用意下さい。年少児は使いません。
○ピアニカケース
※ピアニカの大きさが縦 17cm×横 45cm なので、それよりも少し大きめのサイズ。年中・
年長児は 4 月から、年少児は 10 月から使用します。
○ピアニカの掃除用ガーゼ
※ピアニカ本体やホースの中の掃除をする際に使用します。種類はハンカチやハンドタオル
など何でも構いません。年少児は 10 月から使用します。
○水筒（7 月～10 月の運動会前まで・12 月～3 月）
・ステンレス製で肩からかける紐のついている物、また、コップで飲むタイプではなく直接口
をつけて飲めるタイプの物のご用意をお願い致します。
※お茶うがいをする時期については、園外保育の日以外は、うがいがしにくいため紐を外した
状態で持って来ていただきます。
・中身については、7 月～10 月は汗と一緒に体内から塩分も出てしまうので、塩分が補給で
きるスポーツドリンクが好ましいです。12 月～3 月は、お茶うがいをするので、カテキン
の入っているお茶系の物をお願いします。

＜通園時に持ってくる物＞
【毎日持ってくる物】
○通園バッグ ※中に下記の物を入れて持たせて下さい。
・ハンカチ 2 枚 ※制服と体操服のポケットに入れて持たせて下さい。
・ループ付きタオル 1 枚
・コップ入れ ※コップと歯ブラシを入れて持たせて下さい。歯ブラシのキャップは持たせないで下さい。
・給食セット（おはし・スプーン・フォーク）
・お便りケース
・お便りポスト
・出欠カード

お便りケースの中に入れて下さい。

・預かり保育カード
○体操服用巾着袋 ※登園後に制服から体操服に着替えますので、体操服を入れて持たせて下さい。
○飲み薬や塗り薬などを待ってくる場合は、袋や容器に名前を記入し飲み薬の場合は 1 回分
のみを持たせて下さい。また、担任まで口頭や連絡帳で服薬がある事をお伝え下さい。連
絡のない場合は飲ませられません。

【週の初めに持ってくる物】 ※週の終りに持ち帰ります。
・上履き入れ ※中に上履きを入れて持たせて下さい。
・長袖のスモック ※週の途中でも使用した日に持ち帰りますので、次の日にまた持たせて下さい。
・カラ 帽子
・給食帽子
巾着に入れて持たせて下さい。※年中・年長児のみ
・エプロン
【その他】 ※なくなり次第，クラス便りや連絡帳にて担任よりご連絡させて頂きます。
○予備の着替え用巾着袋
・予備の着替えを入れて持たせて下さい。衣替えの際や学期の終わりに持ち帰ります。
○汚れた物を入れるビニール袋 3～5 枚
○オムツ 10～15 枚 ※1 枚ずつお尻の辺りに名前を記入して下さい。
○BOX ティッシュ 1 箱
○雑巾 1 枚
○ハンドソープ 1 個 ※泡タイプの物（詰め替えではなくボトルでお願いします。）
２２

＜ご用意していただく用品

見本図＞

※すべての持ち物にひらがなで名前を記入して下さい。

なまえ

なまえ

通園バッグ
※縦 25cm×横 35cm 以上の物

体操服用巾着袋・予備の着替え用巾着袋
※両肩にかけられるリュックタイプの物で持ち手
の付いている物

なまえ

なまえ

なまえ

スプーン・フォーク・お箸セット

コップ入れ

自分で縛ることが難しいので、マジッ
クやゴムなど自分で着脱がしやすい物

ループ付きタオル

長袖のスモック

両足の甲とかかとの所に名前を記入

なまえ

水筒
※ステンレス製・肩ひも付き・直飲みタイプ

上履き

エプロン

なまえ
なまえ

なまえ

なまえ

上履き入れ

ビニール袋

オムツ

２３

ピアニカケース
※縦 17cm×横 45cm 以上の物

（23）名札（ラスターネーム）の付け方について
○名札（ラスターネーム 10 枚入り）を体操服（半袖シャツ・長袖シャツ・長袖上着）と制
服用ポロシャツ（半袖・長袖）にアイロンで貼りつけて頂きます。体操服（半ズボン・長ズ
ボン）には貼り付けません。
○ラスターネームは再度アイロンで熱を加えると剥すことができますので、体操服やポロシャ
ツを新しく購入する際に着け替えて下さい。
○接着方法につきましては、下記に記載してありますが、ラスターネームの袋にも同じ内容の
物が記載されております。アイロンの温度が低かったり接着方法を誤ったり（必ず、台紙を
はがしてから接着して下さい）しますと名札が剥がれてしまう恐れがある のでので、よく
ご覧になり接着して下さい。どうしても剥がれてしまう場合は、糸で縫い付けて下さいます
ようお願い致します。
○ご不明な点がありましたら担任までお問い合わせ下さい。

ルリ幼稚園

るり たろう
必ず名札の後ろの白い
台紙をはがしてから接
着して下さい。

左胸ポケットの上に付けて
下さい。
ルリ幼稚園

るり たろう

左胸の所に付けて下さい。

左胸の所に付けて下さい。

胸ポケット

制服用ポロシャツ
（半袖・長袖）

体操服（半袖シャツ・長袖シャツ）
２４

体操服（長袖上着）

保護者各位

古河市 012 保育ルーム ルリキッズランド
学校法人桐花学園 ルリ幼稚園
園長 宮本 浩行

登園停止報告書
■登園停止となる伝染病■
エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ
第 1 種学校伝染病 熱・急性灰白髄炎・コレラ・細菌性赤痢・ジフテリア・腸チフス・パラチフ

ス・痘そう・重症急性呼吸器症候群（SARS コロナウィルスに限る）
第 2 種学校伝染病

インフルエンザ・百日咳麻疹（はしか）・流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）・
風疹（三日はしか）・水痘（みずぼうそう）
・咽頭結膜熱（プール熱）
・結核

第 3 種学校伝染病 流行性角結膜炎（プール病）
・急性出血性結膜炎・腸管出血性大腸菌感染症

■その他の伝染病■ ※当園では、下記の伝染病に感染した場合も登園停止となります。
溶連菌感染症・ウイルス肝炎・手足口病・ヘルパンギーナ・伝染性紅斑（りんご病）・マイコプ
ラズマ感染症 ・流行性嘔吐下痢症（ウイルス性胃腸炎）・RS ウイルス感染症

■上記以外の伝染病について■
上記に記載されている以外の伝染病に感染し、主治医の判断で登園停止が望ましいと判断さ
れた場合は登園停止扱いとなります。
１．登園できなかった期間（登園停止期間）
令和
年
月
日（
） ～

令和

年

月

２．感染者（あてはまる番号に○をつけて下さい）
家族 [ 父 ・ 母 ・ 兄 ・ 姉 ・ 弟 ・ 妹 ・ 祖父 ・ 祖母 ・ その他（

日（

）

）]

３．病名（あてはまる番号に○をつけて下さい）
① インフルエンザ [
型 ] ② 胃腸炎 ③ 百日咳
④ 風疹（はしか）⑤ 流行性耳下線炎（おたふくかぜ） ⑥ 水痘（水ぼうそう）
⑦ 咽頭結膜熱（プール熱） ⑧ 結核 ⑨ 流行性角結膜炎（はやり目）
⑩ その他の感染症 [ 感染症名

]

４．受診した医療機関名

[

]

上記の感染症は、担当医師によりすでに感染の危険性がないとの診断を受けましたので、ご
報告致します。
令和

年

月
組

日

【園 児 名】
【保護者名】

㊞

この報告書は、保護者の方が記入し提出して下さい。
医師の診断書や登園許可書は不要です。
２５

主治医様

古河市 012 保育ルーム ルリキッズランド
学校法人桐花学園 ルリ幼稚園
園長 宮本 浩行

登園許可書ご記入のお願い
当園では、下記の伝染病に感染した場合は、登園停止となりますので、現在かかっている伝
染病の病状が軽快し、他の園児への感染の恐れがなくなりましたら、お手数でも保護者に「登
園してよい」旨を指導し、下記の「登園許可書」にご記入をお願い致します。
■当園での登園停止となる伝染病■
第 1 種学校伝染病
第 2 種学校伝染病
第 3 種学校伝染病

エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ
熱・急性灰白髄炎・コレラ・細菌性赤痢・ジフテリア・腸チフス・パラチフ
ス・痘そう・重症急性呼吸器症候群（SARS コロナウィルスに限る）
インフルエンザ・百日咳麻疹（はしか）・流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）・
風疹（三日はしか）・水痘（みずぼうそう）
・咽頭結膜熱（プール熱）
・結核
流行性角結膜炎（はやり目）
・急性出血性結膜炎・腸管出血性大腸菌感染症

■その他の伝染病■ ※当園では、下記の伝染病に感染した場合も登園停止となります。
溶連菌感染症・ウイルス肝炎・手足口病・ヘルパンギーナ・伝染性紅斑（りんご病）・マイコ
プラズマ感染症 ・流行性嘔吐下痢症（ウイルス性胃腸炎）・RS ウイルス感染症

■上記以外の伝染病について■
上記に記載されている以外の伝染病に感染し症状が重い場合、また、その時の発生や流行の
大きさによって登園停止が望ましい場合は、保護者への登園停止のご説明の上、ご記入をお願
い致します。
き

り と り

登園許可書
【保護者記入欄】
園名

クラス名

園児名

上記の園児は、感染力のある期間に配慮し、また、健康回復状態も園での集団生活が可能な
状態となり、他の園児へ感染する恐れがないと診断しましたので、登園許可を認め、ここにお
知らせ致します。
【主治医記入欄】
病名
登園してもよいと認められる日

令和

年

月

日から

登園後の注意事項

令和

年

月

日

医療機関名
医

師 名
２６

㊞

主治医様

古河市 012 保育ルーム ルリキッズランド
学校法人桐花学園 ルリ幼稚園
園長 宮本 浩行

登園許可書ご記入のお願い
（入院している家族・兄弟がいる場合について）
当園では、現在入院している家族・兄弟が下記の伝染病以外での入院の場合、園児の登園を
許可しますが、登園を許可するにあたり、お手数ですが下記の伝染病ではないことの証明を医
師にしてただきたく、下記の「登園許可書」にその旨のご記入をお願い致します。
■当園での登園停止となる伝染病■
エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッ
サ熱・急性灰白髄炎・コレラ・細菌性赤痢・ジフテリア・腸チフス・パラ
チフス・痘そう・重症急性呼吸器症候群（SARS・コロナウィルスに限
る）
インフルエンザ・百日咳麻疹（はしか）・流行性耳下腺炎（おたふくか
ぜ）・風疹（三日はしか）・水痘（みずぼうそう）・咽頭結膜熱（プール
熱）
・結核
流行性角結膜炎（プール病）
・急性出血性結膜炎・腸管出血性大腸菌感染症

第 1 種学校伝染病

第 2 種学校伝染病
第 3 種学校伝染病

■その他の伝染病■ ※当園では、下記の伝染病に感染した場合も登園停止となります。
溶連菌感染症・ウイルス肝炎・手足口病・ヘルパンギーナ・伝染性紅斑（りんご病）・マイコ
プラズマ感染症 ・流行性嘔吐下痢症（ウイルス性胃腸炎）・RS ウイルス感染症

■上記以外の病気について■
上記に記載されている以外の病気に感染し症状が重い場合、また、その時の発生や流行の大き
さによって登園停止が望ましい病気に感染した場合は、登園停止とします。
き

り と り

登園許可書
（入院している家族・兄弟がいる場合）
【保護者記入欄】
園名
（学校）

クラス
（学年）

入院している
家族・兄弟の名前

園名

クラス

登園を許可する
園児の名前

※登園を許可する園児が複数いる場合は、連名で記入して下さい。
【主治医記入欄】
入院している
家族・兄弟の病名
現在入院している者は、登園停止の伝染病でないと診断しましたので、ここに、園児の
登園を許可します。

令和

年

月

日

医療機関名
医

師 名
２７

㊞

食物アレルギー除去食

指示書
令和

年

月

日

古河市 012 保育ルーム ルリキッズランド
園名：

学校法人桐花学園 ルリ幼稚園

幼稚

医療機関名：

おおおお

組 園児名：おおおおおおおおお おお

担当医師名：

㊞

◆以下について該当するものにㇾ 印または記入をお願いします◆
1．診断名（

）

2．誤食事に考えられる症状
（1）皮膚症状

□無

□赤くなる □発疹 □かゆみ □蕁麻疹 □その他（

）

（2）消化器症状

□無

□嘔吐

□その他（

）

（3）喘息発作

□無

□くしゃみ □呼吸困難

□その他（

）

□アナフィラキシーショック □その他（

）

（4）ショック症状 □無
（5）その他

□下痢

（

）

3．除去食指示
卵 関連食品
□卵白
□卵黄
□卵料理（玉子焼き等）
□マヨネーズ
□ケーキ・カステラ
□竹輪・かまぼこ
□はんぺん
□バターロール
□プリン
□ドーナツ類
□クッキー類
□カスタードクリーム
□ババロア
□卵使用のフライの衣

牛乳 関連食品
□牛乳
□生クリーム
□粉ミルク
□スキムミルク（脱脂）
□バター
□チーズ
□ヨーグルト
□乳酸菌飲料
□シチュー料理
□プリン
□クッキー
□チョコレート

大豆・豆 関連食品
□大豆
□豆腐
□おから
□きな粉
□高野豆腐
□納豆
□生揚げ・がんも
□油揚げ
□油（
）
□みそ
□醤油
□小豆
□もやし
□枝豆
□グリンピース
□うずら豆
□いんげん
□絹さや

穀類 関連食品
□米
□小麦粉
□うどん
□そば
□パン
□パン粉
□中華麺
□パスタ
□マカロニ
□麩
□カステラ
□餃子
□シュウマイ
□醤油
□練り製品
□酢

肉類 関連食品
□鶏肉
□鶏ガラスープ
□牛肉
□豚肉
□コンソメ
□中華だし
種実類 関連食品
□ごま
□くるみ
□アーモンド
□ピーナツ
その他の食品
□ゼリー
□チョコクリーム
□ココア
□えび
□カニ
□コンソメ
□魚卵（
）

上記の一覧に記載のない食品はこちらに記入して下さい

4．除去食品の制限
□園での制限は「無」
□調理器具や食器等も含め全て「不可」

食品名（

）

□食品そのものは「不可」だが、食材として加熱や加工してある場合は「可」 食品名（

）

□その他（

）

）食品名（

5．投薬
□無 □有（薬品名：

投薬方法：

）

6．誤食した場合の対応
（

）

7．指示書記載日からのおおよその除去期間
□3 か月位 □6 か月位 □1 年位 □その他（

）

8．園生活での注意事項
（

２８

）

