
〈保育園説明会のご案内〉 

西池袋そらいろ保育園 

 

 今年度の保育園説明会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、人数制限を設け数回に分けて 

行います。下記に詳細を記しますので、ご覧になり、メールにてお申込みください。 

感染予防策として、参加希望の方々には開催前２週間ほど、毎日の検温と体調管理をお願いしています。

（HP より健康チェック表もダウンロードできますので、よろしければご利用ください） 

皆さんに実際のそらいろ保育園を見て、聴いて、感じていただく機会になればと思っていますが、今後の

感染状況によっては、開催中止となる可能性もありますことをどうかご了承ください。 

 

日程と時間枠  日にち： 11 月 ６日（土） 

① 1 部   ９：３０～１１：００ 

② 2 部  １１：３０～１３：００ 

③ 3 部  １４：００～１５：３０ 

 

大まかな内容 

・西池袋そらいろ保育園の理念や保育内容                        ～園長より 

・子どもたちの日常                        ～ショートムービー 

・食事について                          ～栄養士より 

・健康管理について                        ～看護師より 

・質疑応答（全体としては 5 分程度） 

・保育園内の見学 

 

 

 下記のアドレスにメールにて必要事項をご記入の上、お申込みください。 

時間枠は、上記①～③から希望枠を第 3 希望までお書きください。申し込み順に空いている枠からお取 

りしますので、ご希望に添えないことがあるかもしれませんが、どうぞご了承ください。お時間が決まり 

しだい返信させていただきます。 

mitsusora2020@gmail.com 

件名に『保育園説明会』とご記入ください 

１、希望時間（第 1 希望～第 3 希望まで番号でお答えください） 

２、保護者氏名 

３、参加人数  ＊感染防止のために、参加者は大人 2 名までと未就学児のみでお願いします 

        ＊書き方例；大人２人、子ども１人（生後 2 ヵ月） 

４、住所・電話番号 

５、説明会で聞きたいことなど 

  スケジュールの都合上、質疑応答のお時間が限られています。聞きたいこと等がある方は 

あらかじめこちらに記入していただけますと助かります。昨年の質問事項も合わせてお読みください 

勝手ながら、申し込み受付を

11 月 1 日(月)17 時までと 

させていただきます 

申し込み方法 

 

mailto:mitsusora2020@gmail.com


 

説明会当日に持参いただくもの 

・マスク   

・お子さんのおもちゃ、ミルク、おむつなど 

・筆記用具（必要なご家庭） 

・ジャケットや掛け物など（終日換気のために開窓しています） 

・スリッパ（床は杉の無垢材です。必要な方のみお持ちください） 

 

そらいろ保育園の感染防止対策 

・1 回の人数を制限し、また、椅子の間隔をあけて設置します 

・説明会の間、職員はマスクをつけてお話させていただきます 

・窓を開放し換気を行います 

・各回、会終了ごとに園内の消毒を行います 

 

感染防止対策のお願い 

・発熱や咳などの症状が認められる方は、説明会への参加を見合わせていただけますようお願いします。   

・受付にて、体温を測らせていただきます。（非接触型体温計を使用）                 

・大人の方は、園内ではマスクを着用ください。 

・お子さんのおもちゃやおむつはご持参いただき、使用後はお持ちかえりください。 

・当日は土曜保育を行っておりますので、保育中のお部屋への立ち入りはご遠慮ください。 

 

アンケートのお願い 

 説明会終了後、各ご家庭にメールにて説明会の感想やご意見を伺いたいと考えています。 

ご多用のところ恐れ入りますが、アンケートへのご協力もお願いします。 

 

ご不明点について 

 説明会につきましてご不明な点がございましたら、メールまたは、電話にてお問い合わせください。 

＊電話の場合：03-3988-4210 

平日、9 時～17 時 

          担当/小林、吉井 
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～持ち物について～ 

 みなさまからのご質問 おこたえ 

１ 

・毎日の持ち物は？ 

・事前に用意しておくものは？ 

・着替えは何組必要？ 

・服装や持ち物の規定は？ 

必要な荷物は P9 資料①を参考にしてください。 

入園決定後の面談(２月下旬)の際、用意していただくも

の等の説明をさせていただきます。肌着の種類などは月

齢によって違うので、購入する場合は面談後にお願いし

ます。 

２ 

・オムツの用意は？ 

・補充のルールや処分の方法は？ 

各自、記名したオムツを持ってきてください（毎日 6～

8 枚）使用済みのオムツは保育園で処分します。 

布おむつを希望する方は、園が契約している業者のオム

ツを使用します。使用枚数をカウントしておむつ代とし

て徴収します。 

３ 

・服装の規定はあるか？ 

・園指定のものは？ 

 

 

 

・パジャマやシーツなど洗濯物の持ち帰りのタ

イミングはいつ？ 

・スカートと、フード付きの服は引っかかりの事故防止

のためご遠慮ください。 

・入園時にカラー帽子（クラス別カラー）をお渡ししま

す。 

・午睡時は布団を使用します。布団はレンタルですが、

シーツは決まったサイズのものをご用意ください。業者

作成の物が園にあり、実費でお渡しもできます。 

・パジャマは使用していません。シーツは毎週末と汚れ

た場合に持ち帰って洗濯をお願いしています。 

 

～延長保育について～             
 みなさまからのご質問 おこたえ 

１ 

・延長保育の利用について 

 

・月極め定員 2０名 

・スポット利用 5 名 

両親ともに就労で 18:15 までのお迎えが間に合わない場

合は、月極での延長保育を利用できます（１歳の誕生日を迎

え、なおかつ完了食を食べられるようになってから利用可

能となります）  

２ 
・延長保育のスポット利用について 食事の用意の都合で当日受付は 16 時までです。1 日の延

長人数には限りがあり、お受けできない場合もあります。 

※料金や時間は P9 資料②を参考にしてください 

～保護者の方に関すること～ 

 みなさまからのご質問 おこたえ 

１ 

・保護者参加の行事の内容や回数は？ 入園式、夕涼み会、そらいろフェスタ、そらいろこども

まつり（2 歳児～）、春を呼ぶ会（卒園式 5 歳児）サン

マの会、芋煮会、保育参加（随時）などがあります。 

２ 
・保護者会のように親が集まる機会はあるか？ ・年 2回、クラス懇談会を行っています。 

・入園時にオリエンテーションもあります。 

３ ・保護者の係（PTA 等）はあるか？ 父母会があります。 

４ 

・年間行事以外に保護者間の関わりをもてるよう

な機会があるか？ 

有志で、「園庭プロジェクト」と「絵本のおうち」とい

うものがあり、保護者の方と職員が一緒になって園

庭ワークなどをしたり、お花見などをしたり楽しんで

います。 

５ 

・父親の方々の様子等はどんな感じかな？ お父さんが送迎されるご家庭も多いです。 

保育参加や面談、園庭ワークに参加してくれる方も

いますよ！「おやじの会」で集まるクラスもあるよう

です＾＾ 

 

～保育園の特徴や職員態勢について～ 

 みなさまからのご質問 おこたえ 

勤務時間＋通勤時間

が保育時間です 

【 参考資料 】昨年の説明会のQ&A 



１ 

・歌遊び、リトミック、音楽を園内に流して聞か

せる 

プロを招いてミニコンサートを開くなど、音楽系

の指導はどのようにしている？ 

指導という観点では行っていません。歌や全身を使うリ

ズムあそび、描写などは子どもの「表現」の一部という

考えから日常の中で行われています。その時のご縁でプ

ロの方が来園することもありますが恒例行事ではありま

せん。 

２ 
・給食スタッフの人数。管理栄養士はいるか？ 今年度は栄養士 2 名、調理師 2 名、パート 2 名の態勢

です。 

３ 
・職員の平均年齢は？勤続年数は？ 平均年齢３７．８歳。 勤続年数７．４年 

（そらいろ保育園は今年で１２年目になります） 

※園の方針、安全対策等については当日お伝えします。 

 

～日々の保育の様子について～ 

 みなさまからのご質問 おこたえ 

1 ・何時までに預けに行けばいい？ 基本的には、9 時までの登園をお願いしています。 

2 
・保護者と保育園の連絡ツールは連絡帳のみ？ 

連絡帳は紙ベース？アプリ？ 

紙ベースの連絡帳でやりとりします。その他、送迎時や個

人面談などでお話する時間を設けています。 

3 
・休ませる時の連絡方法は？ 事前に分かっている場合は口頭と連絡帳で。当日の場合は

お電話ください。 

4 
・トイレトレーニングは保育園でしてくれる？ お子さん一人ひとりに合わせて、ご家庭と協力しながら進

めていきます。 

5 

・園庭ではなく園外散歩などはあるか？ 

・場所や頻度は？ 

園外散歩にもよく行きます！上がり屋敷公園、西池袋公

園、南池袋一丁目公園、目白の森、おとめ山、雑司ヶ谷公

園、フラワーパークなどなど。 

（頻度と場所は、年齢によって異なります） 

6 ・発熱時の対応はどうしてる？ 当日の保健のレジュメを参考にしてください。 

7 ・こどもの一日の具体的な過ごし方 当日お配りする園の案内を参照ください。 

８ 
・午後も園庭であそぶ時間はある？ その日の子どもたちの様子によって園庭やテラスに出ま

す。 

９ 
・卒乳は必要？ 入園前に卒乳の必要はありません。冷凍母乳のお預かりも

しています。 

10 

・給食の食べさせ方はどのようにしている？ 

（何人に対して何人の保育士がつくか） 

離乳食の始まりは抱っこでスタートし、座ることができる

ようになったら椅子に座って、手づかみ食べも大事にしな

がら進めていきます。詳しくは当日にお伝えします。 

11 

・食事に時間がかかります。食事対応の仕方

は？ 

「食事の時間は楽しい時間」ということを大事にしている

ので、無理強いしたり、早く食べるようにせかしたりする

ことはしません。食べるペースと食べられる量は個人によ

って全然違います。その部分を大切にしながら進めていき

ます。 

 

～その他～ 
 みなさまからのご質問 おこたえ 

１ 

・慣れ保育の有無、時期や時間は？ 慣れ保育は 1 週間程度を目安にしています。担任との信

頼関係を築き安心して過ごせることを大切にしながらお

子さんの様子、保護者の方の仕事復帰の時期をみて、そ

の都度相談させていただいています。 

２ 
・駐輪場の使用はできる？ 送迎時に一時的に停めるスペースはありますが、保育園

に置いたままにはできません。 

(2020.11 月現在) 



３ 

・ベビーカー置き場はある？ あります。玄関前の外なのでワイヤー鍵等を用意してい

ただき園舎設置のバーにくくりつけて盗難防止していま

す。 

４ 

・保育料以外にかかる費用について ・保育参加されたときの食事代３００円・布おむつ（使

用時） 

・延長保育を利用した場合の延長保育料 

・カラー帽子を買い替えたい場合（1000 円前後の実費） 

５ 
・コロナ禍が落ち着いてきたら、今年度中止に

なった活動は再開するのか？ 

再開する予定です。内容や行事のあり方の検討も 

していく予定です。 

６ 

・新型コロナ感染症の前後での変化は？ ・送迎時の保護者の保育室への入室制限 

・行事の中止、オンラインクラス懇談会 

・毎日の健康チェック表の提出 

・幼児クラスの給食の配膳の仕方や食べる場所の変更な

ど 

７ 

園庭づくりに関して 

・どれくらいの時期までにどの程度の園庭を作

る 

予定か？ 

 

・親の参加頻度は？ 

・コロナ感染症の影響で作業が思うようにできず、具体

的な時期は決まっていません。今後の感染状況を考慮し

たうえで保護者の参加や園庭ワークを行っていきたいと

考えています。また、子ども達の遊びの様子で変化をさ

せているので「終わりなき環境づくり」と考えています。 

・保護者の参加は自由なので興味のある方、日曜大工が

好きな方、カメラ係、炊き出し係、子どものお世話係な

どなど出られるときに参加していただいています。 

８ 

・室内は凸凹の造りで、教室の境目？などに数

段の階段があるとのこと。こちらの安全対策は

どのようにしている？ 

必要な時には階段からの出入りを制限することはありま

す。小さいうちから全身で段差を体験し、身のこなし方

や危険察知能力が育つような環境を心がけています。 

詳しくは当日お話させてください！ 

９ 

・園庭では泥んこ遊びをするとのことですが終

了後 

は手洗いうがいなどをしますか？ 

手洗いはもちろん、暑い時期にはシャワーや沐浴で汚れ

や汗を流し、気持ち良さも感じていけるようにしていま

す。 

10 

・園庭での遊びは何歳から？ 

・園庭で遊べない年齢のクラス（0 歳など）は、 

代わりにお散歩に毎日行くの？ 

0歳児の月齢の低いお子さんはお部屋や0歳児保育室の

テラスで過ごすことが多いです、園庭側のテラスや抱っ

こされて園庭で過ごすこともあり、大きいクラスの子ど

も達と交流し、かわいがってもらっています。もちろん、

ベビーカーや立ち乗りバギーに乗って近隣を散歩した

り、公園に出かけたりもします。 

11 

夏も園庭に出ますか？ 気温や湿度、熱中症指数を参考にしながら、子どもたち

の体調をみて、朝夕の涼しい時間帯に園庭や散歩に出か

けることがあります。また、テラスなどで水遊びをする

こともあります。 

12 

運動会はどこでやりますか？ 皆さんがよくイメージされる一般的な「運動会」はあり

ません。 

運動会シーズンに園庭で、「そらいろフェスティバル」と

いう親子で一緒に楽しく過ごす行事を予定しています。 

 

【 持ち物 】 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 延長保育料金 】 

 

 

 

 

 

 

※延長保育は、1 歳の誕生日を迎え、かつ、完了食となったお子さんから利用できます。 

※料金の見直しで変更することがあります 

 対象年齢 月極登録 １日利用スポット 

満 1 歳児～満 2 歳の誕生月まで ・1 時間：6,000 円 

・2 時間：8,000 円 

・1 時間：600 円 

・2 時間：800 円 

 

満 2 歳の翌月～5 歳児 ・1 時間：4,000 円(18:15～19:15) 

・2 時間：6,000 円(19:15～20:15) 

・1 時間：400 円 

・2 時間：600 円 


