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第２章 園生活の基本的なリズム 
 

 

 

入園の準備のために、また充実した園生活を送るために以下のことに気をつけて生活しましょう。

（幼児の習慣は毎日の繰り返しが大切です。子どもは大人の生活から学びます。あせらずに習慣づくまで保護者

の方が一緒に取り組んでください。できないことがあっても大丈夫です。幼稚園や先生に対して不安や緊張を持

たせないように『できないと幼稚園に行けないよ！』などと言わないようにしてくださいね。入園後、園生活の

中でゆっくりと習慣づくように取り組んでまいります。） 

 

① 早寝早起きの習慣をつける 

・個人差はありますが、10～11時間の睡眠をとるように心がけてください。 

 

② 排便・排尿の仕方を覚える 

・ なるべく一人でできるように 

・ 女児は必ずペーパーを使用する（ペーパーの使い方を教えてください） 

・ 用をたした後は水を流す 

・ 手を洗う 

＊オムツが取れていない場合などは担任にお知らせください。園生活で無理せず排泄の自立を

ご家庭と一緒に取り組みます。 

 

③ 外出後にはうがい手洗いをする 

・『ぐちゅぐちゅぺー』と『がらがらぺー』のうがいの習慣をつける 

 

④ 食事は楽しく、なるべく時間と場所を決めて摂るようにしましょう 

 

⑤ 自分の持ち物（かばん・くつ・帽子・コップ・タオル・傘など）を覚える 

 

 

 

繰り返しますが、ここに挙げたものは、できていることが好ましいことではありますが、一人ひとり個人差があ

ることです。できていないことは、子どもの責任でも保護者のしつけや育児のせいでもありません。園で友だち

と出会い、同世代の仲間とかかわりあって（群れあって）生活を重ねていくうちに、次第に身につくことです。

子どもたちにすでに供えられている“生きる力”“育つ力”を信じて待ち、援助していきたいと考えています。 

 

 

第１節 生活のリズムを整えましょう 
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●朝の幼稚園  

７：３０ 早朝の預かり開始の時間です。 

８：００ 職員朝会をします。（この時間中の園へのお電話は控えてください） 

    ８：１５ 園児を迎える準備をします。 

    ８：３０ ひばり号１便、つばめ号１便が到着し、個人送迎の登園が始まります。 

         早朝預かりの園児は、各クラスに移動します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●登園 

登園は、８：３０～９：１０の間に通用門からお願いします。９：１０に通用門は施錠 

します。それ以降は玄関からお入りください。遅れる場合は園に連絡してください。保護

者会活動などで保護者の方が来られる場合も玄関からお入りください。 

 

●欠席・遅刻の連絡  

個人送迎の方の欠席、遅刻の連絡は園の電話にお願いいたします。8:00～8:15の間は朝礼

中です。この時間をさけてください。バスの方の欠席、降園方法の変更などは… 

 バスについては【→第 2章 第 5節】 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 保育時間と一日の活動 

 

 

 

 

 

 

 

玄関 
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●警報発令時、積雪時の対応について 

朝、園の通常保育は『暴風』『大雨』『洪水』のいずれかの『警報』が発令されている場合、

また、積雪で園バスの運行が困難な場合状況を判断し『休園』もしくは『自宅待機』とし、

午前 6時半～7時に園連絡メールを配信いたします。返信の必要はありません。転入園の方

は転入手続き直後に、新入園の方は 3 月 25 日付で園より発送する『はがき』が届き次第、

園児名・クラス名・主に送迎される方の続柄と携帯電話番号を送信・登録をしていただき

ます。登録先のアドレスは以下の通りです。 
 

学年・クラスメールアドレス（園バスと共有しています） 

2016年度：年長 noboronoboro 1001@softbank.ne.jp 
2016年度：年中 dongurikurinoki 1001@softbank.ne.jp 

2016年度：年少 kotorigatonderu 1001@softbank.ne.jp 

※同一の学年は、在園期間中、同じアドレスとなります 

         
            *携帯電話をお持ちでない方は担任までお知らせください。  

＊学年ごとの連絡メールとして活用することもありますので、兄弟姉妹はその学年ごとにアドレス
登録してください。         

＊バスの連絡と併用しています。ご利用のバスと同じであれば再登録の必要はありません。違う場
合はメール送信の上、登録してください。 

 

○『自宅待機』となった場合は、以下の時間帯に次のメールを送信します。 

①8時よりも早く警報が解除された場合は、その時点でメールします。安全を確認次第、バスは

運行を開始しいたします。バス利用者には、「定刻より、○分遅れで運行」のメールを送りま

す。いつもの時間帯の○分後に、バス停にお越しください。個人送迎の方は、各自当園を開始

してください。 

②午前保育日は、8時の時点で警報が解除されていない場合は『休園』と判断し、メールでお知

らせいたします。（8時からバスが運行を開始した場合、最後の便の園到着は 10時過ぎであり、

それ以降の判断によりバスが運行を開始した場合は保育が成立しなくなるからです。） 

③午後保育日は、9時の時点で警報が解除されていない場合は『休園』と判断し、メールでお知

らせいたします。 

④8時から 9時の間に警報が解除された場合も、①と同じです。 

 

○バスによる送迎を開始した後や、登園した後に警報が発令された場合、『大雨』『洪水』は、その

まま降園時間まで園で安全に配慮しながら過ごすことがあります。『暴風』は、状況をみて園に

お迎えに来ていただく場合もあります。園連絡メールにてお知らせいたします。 

 

○基本的に、早稲田小学校、牛田小学校といった近隣の小中学校の対応に合わせることになります

が、状況によって園独自の判断をする場合もあります。幼児の安全を最優先し、天候や道路状況

などを考慮して判断いたします。通園圏が広範囲である点が公立小学校とは異なるため、判断が

異なることもあります。 

○通常保育が休園となった場合でも、預かり保育を実施する場合があります。 

 

預かり保育「さくらんぼルーム」について 【→第 7 章】 

 

      

mailto:1001@softbank.ne.jp
mailto:1001@softbank.ne.jp
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●大学正門からは幼稚園保護者の送迎の車は入場できません。 

必ず北門（早稲田団地側・広電バス車庫横）をご利用ください。 

●構内駐車証をダッシュボードの上など、見える場所に提示しておいてください。バス通園

で時々自家用車を利用される方も、お持ちください。卒園・転出の際、要返却。 

●幼稚園周辺の駐車場をご利用ください。坂の下の駐車スペースは大学専用となっておりま

す。駐車されませんようにお願いします。園行事等で幼稚園駐車場が満車となった場合、

大学グラウンドをご利用いただきます。その際は、掲示物でわかりやすく案内します。入

園礼拝、保護者会総会、講演会、運動会など、行事の場合は職員が誘導しますのでその指

示に従ってください。プログラムの関係で、職員が誘導できない時間帯もあります。掲示

物をご覧になって判断してください。 

●６歳未満のお子様は、チャイルドシートを必ず使用してください。予備のチャイルドシー

トがない場合は、お友だちを送迎することも道交法違反となります。 

●安全第一です。子どもが飛び出すことを想定して徐行してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●園に出入りされる際は保護者用名札（IDカード）を必ず首にさげておいてください。ケース

内には、預かり保育のタイムカードとして使用する ICカードが入っています。 

 ●園行事開始のぎりぎりの時間に到着された場合、当然駐車場所も園から距離がある場所にな

ります。常に余裕をもってお越しください。 

 

  

 

●道路を横切るときは左右をよく見て、車が来ないときに手をあげてすみやかに渡るように

しましょう。 

●信号の見方や横断歩道の渡り方を親子で話し合い、練習しておいてください。（実際の道路

で）  

●園に出入りされる際は保護者用名札（ID カード）を必ずさげておいてくだケース内には、

預かり保育のタイムカードとして使用する ICカードが入っています。さい。 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 自家用車での個人送迎について 

第４節 徒歩通園について 
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●ひばり号、つばめ号、はやぶさ号の 3台のバスが運行します。ひばり号、つばめ号はそっく

りですが、青い 1本ラインがひばり号、2本ラインがつばめ号です。それぞれに 2便運行し

ています。はやぶさ号は小型のバスで、1便だけ運行しています。 

 

    ●バスの運行には、3つの原則があります。 

    ①園児の最長乗車時間が 40分を超えないように運行する。 

    ②朝の最終便園到着時間が 9：30、午前保育の帰りの最終便バス停到着時間が 13:00を過

ぎないようにする。 

③１便と 2便の園での到着時間の差を 45分以内にする。 

    この原則を守りつつ、子どもの安全を最優先にバス路線を組んでいます。 

 

●バスには定員があります。同じ号・同じ便でのバス停変更は対応できますが、別の便への変

更は原則としてできません。ご家庭の事情でお困りの場合がありましたら園へお申し出く

ださい。 

 

●バス利用の取りやめ、片道利用等の変更がある場合は前月 25日までにご連絡ください。25

日を過ぎると、翌月のバス利用料の引き落としがストップできなくなります。 

 

●帰りにバスを利用しない（さくらんぼルーム利用を含む）、降りる場所を変更するなど帰り

のバス利用で変更が生じた場合は、クラス担任とバス担当用に 2 通の届けを用意して提出

してください。 

・ 1通は朝、バスの添乗保育者に提出してください。 

・ 2通目はこひつじノートにはさむか、おたより袋（幼稚園で預かっている日もあります）に

入れて担任が朝確認できるようにしてください。 

 

 

 

           

                  

 

  

 

 

 

 

 

 

     
月   日 

  

 ○○ぐみ  ゲーンス 太郎 

帰り）バス停を変更いたします。 

    １便  牛田旭    

         ↓  

       牛田本町 

 

      

月   日 

  

○○ぐみ  ゲーンス 花子 

 

帰りはお迎えのため 

  バスには乗りません。 

第５節 バス通園について 

メモに日付けがない場合、間違って別日に対応し

てしまう可能性があります。お忘れなく！ 
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   ●登園後にバス利用内容の変更があった場合は、メールでなく、園に直接お電話ください。 

（→バス停で守っていただきたいこと⑨） 

  

●天候や交通事情によりバスの運行が変更になる場合があります。変更内容をメールで一斉送

信します。主に送迎に当たる方のアドレスを登録させていただきます。複数の方がバスの送

迎に関わる場合は、そのすべての方のメールを登録するか、もしくは代表者お一人からお迎

え担当の方へ責任を持ってお知らせください。 

 

●メール登録の方法 該当するバスのアドレスに 園児名、クラス名、電話番号、便名（例：

ひばり号２便）、バス停名 を送信してください。クラス連絡網と同じアドレスの場合は再

登録する必要はありません。 

 

       バスの携帯電話 

○ひばり号 （2016年度年長携帯電話） 

電話番号 ０８０－４４１４－３３０６ 

             アドレス noboronoboro1001@softbank.ne.jp 

          

○つばめ号 （2016年度年中携帯電話）） 

電話番号 ０８０－４４１４－３２９７ 

                  アドレス dongurikurinoki1001@softbank.ne.jp 

 

○はやぶさ号 （2016 年度年少携帯電話） 

電話番号 ０８０－９４５４－６４２１ 

                  アドレス kotorigatonderu1001@softbank.ne.jp 

       

 

    全園児対象の緊急連絡網でもこのアドレスは使用しますが、バスに関する連絡以外は送信

専用といたします。園への連絡は電話（082-228-6635）でお願いいたします。 

  新入園のバス利用の方は 3 月 25 日付発送のはがきが届いてから登録を完了しておいてく

ださい。4 月上旬にバス停メールグループごとにテストメールを送信いたします。途中入園

の方は、入園手続き後に確認のため『受信しました』と返信ください。年度途中でのバス利

用開始や転入園の方は、バス利用開始時に登録いたします。 

 

 

●ひばり号・つばめ号にはシートベルトはありませんが、必ず保育者が添乗し、安全指導をし

ております。子どもたちとも『運行時に席を立たない』『決められた席に座る』など、約束を

して、安全指導・管理をしております。しかし、保育者だけでは十分に安全管理ができない

場合もあります。バス停で待つ間や乗り降りの際は保護者の方にも安全指導・管理をお手伝

いいただきます。ご協力ください。 

 

mailto:noboronoboro1001@softbank.ne.jp
mailto:dongurikurinoki1001@softbank.ne.jp
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バス停で守っていただきたいこと 

① バス停までは保護者が責任をもって送迎してください。小学生の兄姉がお迎えに来られてい 

る場合、引き渡せない場合があります。 

② お互いに気持ちのよい挨拶を交わしましょう。挨拶は大人が子どもにお手本を示すよう、心 

がけましょう。 

③ バス到着時刻の 2分前までにはバス停に集まって、他の通行人の方の迷惑にならないように 

安全に順番に並んで待っていてください。 

④ 路上は自転車などの往来で大変危険です。バスが完全に停車してからバスの扉に近づくよう 

にし、必ず誰か大人ひとりが付き添うようにしてください。 

⑤ バスへの乗り込みは、早い順でなく、みんなが気持ちよく乗れるようにバス停のグループご 

とに話し合ってください。 

⑥ お子様を見送られた後、保護者同士の長い時間の立ち話はご近所の迷惑になり、場合によっ 

てはバス停として使用できなくなることもあります。 

⑦ バス停周辺の工事、路上駐車などによって停車場所が変わることがあります。 

⑧ 交通事情で時間通りに運行できない場合があります。10分以上送れる場合は、メールにて連 

絡いたします。また、新学期は慣れない状況で幼稚園出発が少々遅れることが予想されます。 

しばらく様子を見て最初に配布した時刻表と大きく時間帯が変わるようでしたら、調整後、 

再度時刻表を配布いたします。 

⑨ 欠席の連絡、登降園の方法の変更などは、バスの携帯にメールをするか、園に直接お電話く 

ださい。以下の時間帯によって連絡手段が異なります。ご注意ください。 

・前日夕方から当日朝バス運行中  

幼稚園バス携帯にメールしてください。朝、園バスの出発時に添乗者がメールを確認し、各クラ 

ス担任にも伝達します。バス運行中は、緊急時以外は電話でなくメールをお願いします。園児へ 

の対応で電話に出られないことがあります。 

・保育時間中：バス運行後からその日の降園時間  

園に直接お電話ください 082-228-6635 

・帰りのバス運行中  

幼稚園バスの携帯にメールをしてください。着信があっても、園児への対応の途中は応答ができ 

ないことがあります。緊急の場合をのぞきます。 

⑩ 定刻を過ぎてもバス停におられない場合、園に既に連絡をいただいていないか確認し、不明 

の場合は保護者携帯電話に直接連絡させていただきます。 

⑪ 定刻を 5分すぎるとバスは出発します。その後のバス停か、もしくは園へお迎えをお願いし 

ます。 

 

 転入園などで、バスの利用者が増加し定員をオーバーすることがあります。原則として年度途中

でのコース組み換えはいたしませんが、『年度替り』に、バスコース、時間が変更になることがあ

ります。ご理解・ご協力くださいますようお願いいたします。 



 

 11 

2 第 2 章 

 

 

 

 ※保育時間はその日の保育計画、活動内容によって変わります。 

目安としてお知らせいたします。 

 

７：３０ 早朝預かり 

早朝預かり利用児が登園します。ホールで保育者と一緒に過ごします。 

８：３０ 登園  

登園が始まります。早朝預かりの子は各クラスに移動します。 

身支度を済ませた子から自由遊びの時間となります。 

     ９：１０ 施錠 

個人送迎の登園時間の終了です。通用門は施錠いたします。 

９：２５ ２便バスの到着 

           みんながそろったらお部屋で集まることもあります。 

        そのまま片付けの時間まで自由に遊ぶこともあります。 

     １０：１５ 片付け 

１０：３０ 集まり 礼拝・歌・絵本・造形などクラス全体での活動をします。 

おやつ 水曜日は牛乳 水曜日以外のおやつ日の飲み物はお茶 

 

     １１：３０ 降園 １便バス（ひばり・つばめ号各１便）が出発します。 

預かり保育（さくらんぼルーム）利用の園児は、移動します 

２便の園児の自由遊びの時間です。 

    １１：４５ はやぶさ号出発  

  １１：５０ 施錠  保護者の方のお迎えが、この時間を過ぎるとさくらんぼルーム 

でお子様をお預かりします。2便利用の方で急きょお迎えとなった場合 

もこの時間を過ぎるとさくらんぼルーム利用となります。 

個人送迎の方は、門を施錠しますのでこの時間までにお帰りください。 

交通事情等で遅れる場合は、園に連絡してください。 

     １２：２０～ ２便のバスが出発します。 

  

１７：００ さくらんぼルーム（A）のお迎えの最終時間です。 

１８：３０ さくらんぼルーム（B）のお迎えの最終時間です。 

さくらんぼルーム（預かり保育）については 【→ 第 6章】 

 

 

  

第６節 一日の保育時間（午前保育）について 
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７：３０ 早朝預かり 

早朝預かりの子が登園します。ホールで保育者と一緒に過ごします。 

８：３０ 登園  

身支度を済ませた子から自由遊びの時間となります。 

    ９：１０ 施錠 

個人送迎の登園時間の終了です。通用門は施錠いたします。 

９：２５ ２便バスの到着 

         みんながそろったらお部屋で集まることもあります。 

          そのまま１０：４５まで自由に遊ぶこともあります。 

   １０：４５ 片付け 

   １１：００ 集まり 礼拝・歌・絵本・造形などクラス全体での活動をします。 

   １１：３０ お弁当 

         昼食後、自由遊び 

   １３：１５ 片付け 

   １３：３０ 集まり  

１４：００ 降園 １便バス（ひばり・つばめ号各１便）が出発します。 

預かり保育（さくらんぼルーム）利用の園児は、移動します。 

２便の園児（はやぶさ号含む）の自由遊びの時間です。 

１４：１５ はやぶさ号出発 

１４：２０ 保護者の方のお迎えが、この時間を過ぎるとさくらんぼルームでお 

      子様をお預かりします。2便利用の方で急きょお迎えとなった方も、 

この時間を過ぎるとさくらんぼルーム利用となります。個人送迎の方 

は、門が閉まりますのでこの時間までにお帰りください。交通事情等 

で遅れる場合は、園に連絡してください。 

１４：５０～ ２便のバスが出発 

 

１７：００ さくらんぼルーム（A）のお迎えの最終時間です。 

１８：３０ さくらんぼルーム（B）のお迎えの最終時間です。 

 

             さくらんぼルーム（預かり保育）については 【→ 第 6章】 

 

 

 

 

第７節 一日の保育時間（午後保育）について 
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お迎えに来られる方は、降園時間５分前（午前保育日は 11：25、午後保育日は 13：55）に必ず幼

稚園に着いておいてください。 

 

●お迎えに来られる保護者の方は、必ず保護者名札（IDカード）をさげておいてください。1便のバス

が出発するまで園庭に入らず、姿が見えないところでお待ちください。保護者の方の姿が見えると、

子どもたちはそわそわしたり、「自分のお母さんはまだ来ない！」と心配したり、泣き出したり、姿

を見て外に飛び出したりと、不安な気持ちになったり、落ち着かなくなってしまいます。ご理解・ご

協力よろしくお願いいたします。 

 

●降園時間になると、まずバスが出発します。その後、職員がお入りいただく合図をしますので、それ

まで、駐車場付近か玄関横あたりでお待ちください。 

 

●クラス前のテラスでお子様をお迎えください。園庭は保護者の方同士の交流の場でもありますが、

話をされる場合もお子様から目を離さないようにしてください。かばんを掛けたままで遊具に登る

など危険な行動がないように見守ってください。一日のうちで、最も多く怪我が発生している時間

帯です。降園時間後２０分で通用門は施錠いたします。 

 

●交通事情などでお迎えが遅れる場合は、園に連絡してください。降園時間後２０分が経過した時点

で、お子様を安全にお預かりするため、さくらんぼルームを利用していただくことになります。 

 

  ●降園の際、子ども達に自分の荷物は自分で持つように言葉がけをお願いします。遊具で遊ぶ際に一

旦預かられた場合も、もう一度お子様に荷物を持たせてください。はじめに、降園時の良い習慣を

つけたいと願っています。保護者の方もご協力をよろしくお願いいたします。 

 

●車で送迎をされる保護者の方は、必ず車から降りて各クラステラス前までお子様をお送りください。

少しの間でもエンジンは必ず止めて駐車してください。小さいお子様を車内に残して車を離れない

ようにしてください。  

自家用車での個人送迎について【→ 第 2章第 3節】 

 

●車の方は構内徐行・歩行者最優先ですので必ず守ってください。 

 

  ●行事、参観日、講演会の時など駐車場が満車になると、グラウンドへまわってい 

ただくことになりますので、ご協力ください。 

 

子どもの安全を第一に 皆様のご理解と、ご協力をお願いいたします！ 

 

第８節 降園時のお迎えについて（徒歩・自転車・自家用車共通） 


