
宿泊保育について 
２０２１．７．彩都けいあい 

 
年長組の子ども達にとって、クラス意識も少しずつ高まり、これからさらに意欲的になる 
この時期に、宿泊保育を行いたいと思います。 
普段とは異なる環境の中で、お家の方と離れて、先生や友達と寝食を共にするという共同体験

を持ち、自主・自律のたくましい生活力を育てることをねらいとしております。 

普段の保育では経験できない共同生活によって、幼児の社会性を養い、友達同士の親密感が  

増し、それによって集団のルールや決まりを知り、協力し合うことの大切さを学びます。 
又、子どもの精神的離乳の良い機会にしたいと思います。多少の不安もある事と思いますが、

同時に貴重な経験にもなることと考えています。 
 
出欠調書に記入の上、８日（木）までに提出して下さい。 
 
☆日時 ７月２７日（火）、２８日（水）※雨天決行  

      ２７日（火）１４時３０分登園 
      （保護者の皆様は通常登園と同様、正門前でお引き取りください。） 
      ２８日（水）１１時００分降園 
      （密を避ける為、お迎えは保護者１名でお願いします。） 
 
☆場所  彩都敬愛幼稚園 
          
☆費用  食費・布団リース代（１泊２食付）の他に、おやつ・水鉄砲・クラフト等を合わ 
             せ、宿泊保育参加費としまして 計４,８００円を徴収させて頂きます。 

※ ７月行事表でお知らせ致しましたように、参加費は、８月の保育料と 

  一緒に銀行引き落としとなります。 
※ 当日、欠席された場合は、必要経費を除いた費用を返金させて頂きます。 
 

☆服装   体操服（ランニング・ズボン）・赤白帽子・白靴下・通園靴 
※ハンカチをポケットに入れて下さい。 
 
 

 
 ・水筒は１日目のみ使用します。（幼稚園では、いつでもお茶が飲めるように、常備してあります） 
 ・雨天決行ですが、雨天の場合 雨具は持たせないで下さい。内容を翌日と変更したりする 
  場合がありますので、雨でも水着は必要です。 
 ・こまや縄とび、コップ、着替えの予備は持たせないで下さい。 
 
 

 

 

 

～持ち物について～ 

 

 



☆持ち物☆ 

≪リュック≫ 

 
 
 

 
 
≪手さげかばん≫ 

 
 
 

 
≪ご家庭にある袋 ≫ 

 

 

 

※ セットしたものは、袋に入れて、分かりやすいよう袋に番号表示 
（例：①みずぎせっと ②ぱじゃませっと ③はぶらし・たおる）と 
 個人の名前を記入してあげて下さい。 

  布袋は形がくずれ、丸まってしまったり、ナイロン袋は中の物が 
  落ちやすいので、チャック式やジッパーの袋が整理しやすいです。 
 
※ 全ての物（下着・靴下・タオル・歯ブラシ等）に必ず名前をはっきりと書いたり、つけたり  

しておくよう宜しくお願い致します。 
 

※ 着替えは全体で一つずつ確認しながら行います。着替えの予備等は子ども達が混乱して 
しまうので、持たせないで下さい。 

 

☆食事メニュー☆ 

 

 

 
 
 

 
 
 

・水筒        →よく冷ましたお茶 
・問診表   →７月２７日の朝に記入してお帳面のポケットに 

                入れておいて下さい。 
・バスタオル →就寝時にタオルケットの代わりに使用します。 

        スーパーの袋や紙袋などご家庭にある袋に記名 

        して持たせて下さい。 

【それぞれ一つの袋にまとめて下さい】 

★セットごとに出して使用することになります★ 
①水着セット →タオル〈中〉（プールで使用しているサイズ） 
        Ｔシャツ・水着 
 
②パジャマセット →半袖・長袖・どちらでも構いません 
          パンツ１枚・靴下 
 
③歯ブラシ →歯磨き粉は必要ありません。 
 タオル  →洗顔の時のみ使用しますので小さいフェイス 
       タオル（約２８×２８）にして下さい 
 

 
 

 
 

同じ袋に 
入れて下さい 

夕食           朝食 

・おたのしみカレー    ・ウインナーコルネ 
＜トッピング＞      ・ミニメロンパン 
 コロッケ・ハンバーグ  ・アップルジュース 
 エビフライ・トンカツ  ・バナナ 
・スパゲティサラダ     
                
その他  

 スイカ チューペット     
    
       

 

何か気になる点がありました

ら、担任にお知らせ下さい。 

体質上、アレルギー反応が出

る物に関しましては、対処し

ていきます。好き嫌いによる

変更はできませんので、子ど

もさんと話し合って頂きます

様お願いします。 

－１－ 
 

①みずぎせっと

さいと 
たろう 

 

 

 



 

７月８日（木）までの提出物 

 ● 出欠調書  

７月１４日（水）までの提出物 

 ● 官製はがき（無地・インクジェット不可） 

    幼稚園から、おじいさん・おばあさんに、 暑中見舞いを出したいと思います。 
    あて先の住所・氏名・差出人（園児）の名前を記入（フリクションペンでは記入 

    しないで下さい）の上、園児さんに一枚、持たせて下さい。 

 
７月２７日（火）〈一日目〉の朝 

 

 ● 問診表（かばんのお帳面のポケットに必ず入れておく様お願いします。） 

 
 

【注意事項】 
 

１） 当日の朝、微熱（３７．５度以上）のある場合や、咳がひどい場合、下痢をしている場

合等体調のすぐれない場合は、参加を取りやめて下さい。 

   無理して参加されると、その後体調を崩し、数日間寝込むということもありますので、

決して無理をさせないようお願い致します。くれぐれも朝の検温はしっかりお願い    

致します。また、当日の朝は、必ず排便を済ませてきて下さい。 
 
２） 基本的には薬は持たせないようお願い致します。但し、お医者様に必ず服用させる様    

言われているものに関しては、与薬依頼書に記入の上、担任にご相談下さい。 

 

３） 団体行動をとりますので、訪問、面会、電話等の問い合わせには、一切応じませんので 
      ご了承願います。 
 
４） この行事には、職員も同宿して園児の安全を守る態勢を整えていますが、万一、病気・     

その他の事故発生の時は、すぐに連絡をとりますので、問診票の緊急連絡先は必ず   

連絡が付く連絡先の記入をお願い致しまします。 

 
５） 出発前日には、子どもさんと一緒に、荷物の確認をして頂き、当日、子どもさんが荷物

で迷うことのないように、お願い致します。 

【提出物】 



  ・ バス通園の園児さんは、当日はバスの送迎はありませんので、直接 園まで送って来て 

頂きますようお願い致します。 

・ 自転車は、正門横スペースに置いて頂きます様お願い致します。 

・ 車で来園の方は、園の駐車場を御利用下さい。１台でも多く停める為『つめ込み駐車』と

なりますので、途中の出し入れは出来ません。ご近所の方と乗り合わせて頂く等ご協力を

お願い致します。満車の際は、駅前のコインパーキングを御利用下さい。 

 

 

★★ 行 程 表 ★★ 
 

第１日目（７月２７日） 第２日目（７月２８日） 

 １４：３０ 登園・着替え 
１５：００ 開式 
      水遊び・スイカ割り 
１６：００ メール送信 
１６：１５ 入室・着替え 
１６：４０ はがき書き 

 （おじいさん・おばあさん宛） 
１８：００ 夕食 
１８：３０ メール送信 
１８：４５ ふとん敷き 
１９：１５ キャンプファイヤー 
２０：００ 園内散策 
２０：４０ 夕拝 
２１：００ 就寝・メール送信 

 

７：００ 起床・洗面 
７：３０ 朝の集い・体操 
８：００ 朝食・休憩 
８：４０ 木片クラフト作り 
９：００ メール送信 
９：３０ 水あそび 

１０：００ 入室・着替え 
 １０：３０ 学園長先生紙しばい 
       おやつ（チューペット） 
 １０：５０ 閉式 
 １１：００ 降園 
 

※ 上記の時間帯は、天候や子ども達の状況に応じて前後する場合がありますので、ご了承 
下さい。 

※ ２日目お迎えの際は、１階廊下 職員室前でお待ち下さい。子ども達は、芝生まで移動して

解散となる予定です。 
(雨天の場合) かなりや組：DAISY・ROSE 組前／うぐいす組：ゆり・うぐいす組前 
       ＳＴＡＲ組：ENGLISH ROOM 
 

※ 水筒をお持ち頂き、十分に水分補給をしてからお引き取り下さい。 
※ 敬愛ハローシステムを利用し、現地での子どもさんの様子を年長組の保護者の皆様へ 

メールにて一斉にお知らせ致します。写真も添付しながら、配信させて頂きます。 

 

－２－ 

 

 

 

 



 ※当日は、ゆっくりと１人１人の子どもさんの様子をうかがうことが出来ませんので 
お手数ですが、当日の朝、下記の問診表に書き込んで頂き、口答での伝言は控えて頂き 

ますようお願い致します。 

・・・・・・・・・・・・・・キ・・・リ・・・ト・・・リ・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

問 診 表 

（７月２７日（火） 出発の朝、かばんのお帳面ポケットに入れて下さい） 

          組    名前               

宿泊保育中の緊急連絡先 

住所 
自宅電話番号 
携帯電話番号（続柄）              （     ） 

朝 の 排 便 した していない 
ここ２～３日の排便状況 普 通 悪 い （その状況：       ） 

体   温 （今朝）  度  分 （平熱）  度  分 
水 遊 び してもかまわない させないでほしい 

～担任への連絡事項～  ※薬はなるべく持たせないでください 
 
      

・・・・・・・・・・・・・・キ・・・リ・・・ト・・・リ・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

出欠調書 

（７月８日（木）までに提出して下さい） 

        組    名前               

（該当するものに○印をつけてください） 
宿泊保育に    参加します    欠席します 
 

以下は宿泊保育参加者のみ記入してください 
夜  尿 しない 時々する 毎日のようにする 

夜排泄におこす必要は？ ない ある（             時頃） 

ひきつけ おこさない 時々おこす よくおこす 

メニューの中で食物アレルギー ない ある（メニューは？         ） 
薬の服用 

※お医者様に必ず服用する様 

 言われているものに限ります 

  

なし 
  

ある  

その他注意すること 
 
 

 

理由 

－３－ 
 

・薬名（          ） 
・服用の時間（       ） 
・服用理由 （       ） 


