
さあ、子どもたちの輝く未来を。
あすなろ保育園ってどんな保育園？

認定こども園 あすなろ保育園

園説明資料



あすなろの保育理念

④地域福祉に貢献する

子の最善の利益養
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地域福祉の充実
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①子の最善を考える

②養護と教育を一体的に行う

③お家の方と共に歩む

輪を社会・世界へ



あすなろの保育目標

チャレンジ

おもいやり

げんき

げんき 心身ともに健やかな子

チャレンジ ぐんぐん伸びようとする子

おもいやり よさを認め合うやさしい子



私たちのめざす保育者

子どもへ元気を与える先生

子どもの可能性を引き出す先生

優しさで子どもを包みこむ先生



私たちのめざす保育園

「チームあすなろ」としての保育園

保育内容に磨きをかける保育園

安全を保障する温かな保育園



あすなろ保育園の１日

0～1歳児クラス 2～5歳児クラス

7：00 ～ 9：00 順次登園・自由あそび 7：00 ～ 9：00 順次登園・自由あそび

9：15 ～ 9：40 朝のおやつ 9：00 ～ 9：30 お当番活動

9：40 ～ 9：50 朝のお集まり 9：30 ～ 9：50 朝のお集まり

9：50 ～ 11：00 午前中の主活動 9：50 ～ 11：00 午前中の主活動

11：15 ～ 12：00 給食 11：45 ～ 12：45 給食

12：00 ～ 12：15 午睡準備 12：45 ～ 13：00 歯みがき

12：15 ～ 15：00 午睡 13：00 ～ 15：00 午睡

15：15 ～ 15：30 午後のおやつ 15：15 ～ 15：30 午後のおやつ

16：00 ～ 16：30 午後のお集まり 16：00 ～ 16：30 午後のお集まり

16：30 ～ 18：00 午後の活動・順次降園 16：30 ～ 18：00 午後の活動・順次降園

18：00～19：00 延長保育 18：00～19：00 延長保育

基本的な生活リズム 異年齢のかかわりを大切にした柔軟な活動



あすなろ保育園のとりくみ



いのちをつなぐ食育 ～毎日の給食～



いのちをつなぐ食育 ～毎日の給食～

安定感のある食器

さんかく食べを推進

適温給食を提供



いのちをつなぐ食育 ～毎日の給食～



いのちをつなぐ食育 ～クッキング隊～
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頭と体をきたえる「体育あそび」

毎週金曜に開催 3・4・5才クラスの体育教室



みんなで楽しく「運動あそび」



音楽が身近にある保育

毎日、親しむ音楽

行事で楽しむ音楽

毎日みんなで歌う、季節のうた・童謡・園歌

運動会・生活発表会の音楽発表

ゆたかな感受性

音楽の楽しさ

心の充実感

音楽をつうじて育む感性



音楽が身近にある保育 ～１２月発表会の様子～



表現

おもいを表現する制作

健康

人間
関係

環境言葉

表現

保育における５つの窓
「５領域」

「表現」のねらい

感じたことを自分なりに表現する。

ものの美しさに対する豊かな感性をもつ。

水、砂、紙、粘土など様々な素材に触れる。

かいたり、つくったりすることを楽しむ。



おもいを表現する制作 ～制作活動の様子～



わくわくする英語 ～ECCの英語教室～

レッスン内容 30分間

① あいさつ・天気
② あいさつの歌
③ 季節の単語
④ TPR(全身反応教授法)
⑤ 手遊び・歌
⑥ 英語の絵本
⑦ 単語
⑧ アクティビティ
⑨ まとめ
⑩ さようならの歌わくわくする英語

音

感

きっかけ
楽しむ

○４才・５才クラス。

○月に2回、木曜日
開催。

○英語の行事をみんな
で楽しむ。



わくわくする英語 ECC英語教室 活動の様子

HELLO!!
Jellyfish



さあ、子どもたちの輝く未来を。

あすなろ保育園の保育 ＝ のびやかな異年齢の保育



一般社団法人 清水会 認定こども園 あすなろ保育園

所在地 〒811-2415 福岡県糟屋郡篠栗町大字津波黒671-1

電話 092-948-2263

園長 仲野 淳子

定員 保育園型(2・3号) 88名 幼稚園児(1号)8名 計96名

入所対象児 生後6か月

保育料 0～2歳児クラス＝世帯収入等に応じて決まります。 3～5歳児クラス＝無償。

保育時間
標準時間 7：00～18：00 (11時間)

短時間 8：30～16：30 (8時間)

幼稚園型 9：00～13：00 (4時間)

延長保育 18：00 ～ 19：00 まで延長保育あります。※月極の利用もできます。

土曜希望保育 就業等で土曜保育を希望される方は、毎週木曜日朝までに希望をとります。
土曜日は毎週お弁当です。

保育料以外の実費負担
①教材費 300円/月(全園児) ⑤絵本代430円/月(3歳児クラス)
②主食費 600円/月(3歳以上児) ⑥絵本代450円/月(4・5歳児クラス)
③副食費 4,500円(3歳以上児)
④お道具代 5,820円～15,160円 ←※年度初に購入していただきます。

※持ち上がりできる物品もあります。



制服 ありません。 3歳クラス以上は、体育教室の時に体操服を着ます。

慣らし保育 入園後の約2週間は、午前中のお迎えから、徐々に一日保育に移行します。

お弁当 月に1度、お弁当の日があります。

アレルギー対応 診断書の提出があった場合、アレルギー除去等の対応をします。

延長保育料
標準時間 18：00～19：00＝500円 (月極3000円)

短時間 16：30～18：00＝500円 (月極3000円)

上記以外の延長保育料は、玄関に掲示されています一覧表を参照ください。

一時預かり保育 定員の空きがあれば行います。お電話をいただき、事前面談の上、利用開始です。

利用料金の詳細は、事務までお尋ねください。

給食費 1号・2号認定のお子さまは、 主食費600円/月 および 副食費4,500円/月
を徴収しています。

課外活動 ベストスイミングクラブ ( 火曜日 / 月3～4回) ※年長組のみ
※課外活動は保育料と別に月謝が必要です。



～学童保育のご案内～

項目 料金

学童保育料 全員 4000円 ※8月のみ6000円

おやつ代 全員 1500円

お弁当購入代 忘れた方 600円

勢門小・篠栗小 お迎え対象者 1500円

延長保育料 利用者 18：30～19：00 単価 500円 月極 3000円

対象学年 ：1年生～6年生
定員 ：100名
保育時間 ：放課後～18：30

※土曜保育を希望される方は、お弁当をご持参ください。土曜日は8：00～18：00の保育時間です。
※土曜保育の延長保育はありません。
※長期休み期間中・代休中の保育時間は、8：00～18：30です。

あすなろ学童 ひまわり組

保育園を卒園した後も、引き続き学童保育ができます。
環境・先生・お友だちも一緒なので、
小学1年生になってからも安心して継続できます。


