
■2021 年 4 月新園 茶々だいかんやま保育園 Q&A■ 

 

【 開園時間・定員・職員配置など 】 

Q1  土曜保育はありますか？ 

A1  平日と同じ時間で開園しております。なお、受付方法は、現在検討中です。 

Q2  休日保育の利用に関して、人数や保育時間、申し込み方法等の詳細を教えて下さい。 

A2  休日保育は、開園 1 ヶ月後の令和 3 年 5 月から実施予定です。 保育時間は 8 時 30 分から

19 時 30 分までになります。年齢別の定員は未だ確定しておりませんが、合計で 20 名の受

入れをさせて頂きます。利用料は原則無料とし、平日の保育と同様、食事の提供もございま

す。日曜祝日の保育だけを利用されるご家庭もあると思いますので、利用申し込みは、毎月、

翌月分の申し込みを受付し、各年齢別に定員を超えた申込みがあった場合は、先着順あるい

は抽選で利用決定させて頂く方法になりますが、詳細につきましては、決定後に法人ホーム

ページ等を通じてお知らせ致します。 

Q3  一時保育の実施予定はありますか？ 

A3  一時保育の予定はありません。 

Q4  保育士は何名体制ですか？ 0 歳児には何名の保育士が就くのでしょうか？ 

A4  園児数の確定により、渋谷区の基準に基づいて職員体制を決定いたします。例えば、0 歳児

の例では、3 名のお子さんに対して保育士が 1 名以上で配置される事になります。 

Q5  3 歳、4 歳、5 歳は１グループに何人の先生がつきますか？ 

A5  入園のお子様の人数によりますので、現段階では明確にお答えすることはできませんが、 

１グループに２名の職員が就くという形が理想的であると考えています。 

Q6  保育士の方は経験のある方が就きますか？ 新卒と既存園からの異動の割合や年齢層は、

どうでしょうか？ 

A6  園長・主任を含め、法人内異動は 5～7 名くらいを予定しています。その他に新卒、経験者

採用等により、保育士定数以上の人員を配置する予定です。今後、職員配置が確定して参り

ますので、現段階で具体的な年齢層は申し上げられませんが、法人内他園の常勤職員の平均

年齢は 30 歳前後、非常勤職員の平均年齢は 45 歳前後になっています。 

Q7  男性保育士の比率を教えてください 

A7  法人全体では約 10％です。当園での男性保育士の配属は現在のところ未定です。 

Q8  毎日の連絡帳はありますか？ 

A8  連絡帳アプリ「kidsly（キッズリー）」を導入します。0，1，2 才児は連絡帳としての使用で

すが、3，4，5 才児は連絡帳としての利用に加え、毎日の活動をグループ毎、若しくはクラ

ス毎に発信して活用する予定です。kidsly の詳細はこちらをご覧ください。 

https://kidsly.jp/index.html 

 

https://kidsly.jp/index.html


Q9  キッズリーを導入とのこと。夫婦ともにスマホを使用していないのですが、その場合、どの

ような対応になりますか？ 

A9  0，1，2 才児の場合は、代替えのノートを使用します。3，4，5 才児はキッズリーを閲覧で

きるタブレットを設置する予定です。 

Q10  新型コロナウイルス感染症に対する対策や災害時の対応・対策について教えて下さい。また

避難場所はどちらでしょうか？ 

A10  新型コロナウイルス感染症の対策としては、「保育所における感染症対策ガイドライン」、ま

た自治体の指示に則って対応をいたします。具体的には登園・出勤基準の明示(発熱、呼吸

器症状の有無の確認)、次亜塩素酸ナトリウムによる定期的な拭き上げ清掃、保育室内の換

気、可能な範囲での分散保育等を行うことを想定しています。最終的には今後の社会情勢を

鑑みて決定いたします。 

また、震災等の災害が発生した場合の対応としては、携帯・スマートフォン・PC から閲覧

ができる連絡掲示板やキッズリーからの配信等により情報伝達させていただきます。 

なお、災害対応マニュアル等も作成したうえで、毎月、避難訓練も実施し、非常災害時には

慌てず安全に避難誘導できる準備をして参ります。 

避難場所は、長谷戸小学校（恵比寿西 1-23-1）になります。 

 

 

【 園舎・園庭など 】 

Q1  園の造りや環境を教えてください。 

A1  令和 3 年 1 月竣工予定の渋谷区の複合施設、1・2 階部分の一部に保育園が入ります。建物

は、RC 造・地上 7 階地下 1 階建で、保育所の他には、地域包括支援センター・看護小規模

多機能型居宅介護事業所・認知症高齢者グループホーム・知的障がい者グループホームが入

居し、4～7 階の上層階は区営住宅になります。 

保育園は、東京都の認可保育園ですので認可基準に適合した建物・設備となります。 

Q2  園内の特徴的な施設や設備があれば教えてください。 

A2  園のエントランスを入った直ぐ横に、“ちゃちゃカフェ”を設置いたします。保護者の方同士、

あるいはスタッフと保護者の方とのコミュニケーションの場として、無料でコーヒーやお

茶を提供させて頂きますので、登降園の際やその他様々な機会にご活用下さい。 

なお、“ちゃちゃカフェ”は、コミュニケーションスペースであるだけでなく、子どもたちの

成長・発達や学びを記録したドキュメンテーション等が閲覧できる「情報発信センター」と

しても活用する予定です。 

Q3  園庭はありますか？ ある場合は広さと場所は、どのようになっていますか？ 

A3  園舎北側と西側に合わせて 300 ㎡弱の園庭があります。また、２階部分にもデッキテラスが

あります。 

Q4  テラスの大きさを教えてください。 

A4  園舎東側、西側に合計 200 ㎡程度あります。 

 



Q5  植栽はどれくらい揃えますか？ 

A5  施設敷地内に、サクラ・ハナミズキ・ヤマボウシなどの高木、キンモクセイ・タイセイボク

などの中木、ツツジ・サツキ・アジサイなどの低木を予定しています。なお低木としてお茶

の木を保育所側外構部に検討しています。緑化面積は屋上緑化面積含め敷地全体で 790 ㎡

を予定しています。 

Q6  保育園の図面レイアウトは公開されますか？ 

A6  セキュリティの面からも公開は控えさせて頂きます。ただし入園説明会、及びその後の説明

の機会には（資料の配布はできませんが）平面図をご覧いただけるよう準備させて頂きます。 

Q7  同じ敷地内に他施設も入るとの事ですので、セキュリティ対策について教えて下さい。 

A7  先ず、外部から敷地内に入る際に電子施錠があり、これを操作しないと敷地内に入れません。

また、保育所の建物入口にも電子施錠を設置しておりますので、無断で一般の方が入ること

はできないシステムになります。園庭や出入口付近、また園内にも防犯カメラを設置し、安

全に園運営ができるよう努めてまいります。 

Q8  ベビーカー置き場はありますか？ 

A8  玄関横のスペースに設置予定です。 

Q9  駐車場はありますか？ 

A9  お車での送迎は禁止とさせて頂きます。従って駐車場の用意はありません。安全管理の点、

および近隣の住民の皆さまとのお約束事でもありますので、ご理解ご協力をお願いします。 

Q10  プールはありますか？ 

A10  常設の固定プールはありません。簡易型のプールの設置を検討中です。 

Q11  ランチルームは全員で使うのですか？ 

A11  今のところ、2，3，4，5 歳児クラスでの使用を考えています。 

 

 

【 生活について 】 

Q1  朝は何時までに登園させたらよいでしょうか。年齢ごとの 1 日の流れを教えて下さい。 

A1  3 歳クラス以上になると主活動が始まるのが 9:00 すぎになりますので遅くとも 9:30 までに

登園できるとお子様が活動に入りやすいと思います。ただし、基本的にご家庭の事情に合わ

せて登園していただいて構いません。その際は事前にご連絡いただければと思います。 

おおよその 1 日のタイムスケジュールは以下のとおりです。 

※変更になる可能性がありますので、ご了承ください 

   順次登園後 9：30～ モーニングトーク（朝の会） 

             （0，1，2 才児は朝おやつをいただきます） 

        10：00  散歩 あるいは園庭で戸外あそび 室内あそび 

        11：00  お食事 （3，4，5 才児は 11：30～） 

             順次お昼寝 

        15：00  おやつ 



        16：00  園庭で戸外あそび 室内あそび 

             順次降園 

        18：15～ 延長保育 

    乳児クラス（0～2 歳）のお子様は園生活に慣れるまで、個別に対応いたします。 

Q2  布おむつを使用とのことですが家庭で紙おむつを使用している場合、登園、降園時のおむつ

はどのように対応しているのでしょうか。また、トイレトレーニングは一緒に取り組んでい

ただけるのでしょうか？ 

A2  朝、園で保護者の方に布おむつに替えて頂いてからの受け入れとなります。夕方は保護者の

方にお引渡し後、布おむつから紙おむつに替えて頂きます。 

なお、使用した紙おむつの廃棄は、保育園で対応させて頂きます。 

トイレトレーニングは、お子様の様子の排尿間隔に合わせて対応いたします。 

ただし、個人差があるものですので「〇歳までにオムツが外れるようにする」というような

考え方は致しません。 

Q3  2 歳児でも布おむつの利用でしょうか。 

A3  入園時の面接にてお子様の状況を伺い判断させていただきたいと思っています。布おむつは

おむつカバ―にあてる厚手のタイプとトレーニングパンツにあてられるような薄手のタイ

プの 2 種類あります。それをお子様の発達・状況に応じて使用したいと思っています。 

Q4  布おむつを使用する理由、メリットを教えていただきたいです。 

A4  布おむつを使用する理由は大きく分けて 2 つあります。 

１つ目は、子どもたちと保育士の愛着関係を形成するためです。布おむつは、おしっこなど

をした際に染みやすく、紙おむつに比べると頻繁におむつ替えを行う必要があります。その

おむつ替えをする時間を、子どもと保育者が 1 対 1 で関わる事のできる大切な時間である

と位置付けています。おむつ替えの際は目と目を合わせ、微笑みかけながら言葉を交わすよ

うにしています。丁寧なお世話を通じて人への信頼感を持った子どもたちは、安心して周囲

の環境へと関わろうとします。そのような環境から子どもたちの主体性も育まれるもので

あり、主体的な子どもたちの姿を支えるための施策の一つとして、布おむつを使用していま

す。 

2 つ目は、子ども自身が快・不快を感じられるようにするためです。1 つ目の理由とも重複

しますが、子どもたちが不快な状態を感じるという事は大切です。湿った布おむつの心地悪

さを感じ、保育者に訴える。おむつを取り換えた際の清潔な心地良さを理解する。それらの

経験を通して、身の周りの快・不快に気付くことが大切だと考えています。 

Q5  布おむつの洗濯は業者に依頼するのでしょうか？ 

A5  はい、業者に委託します。 

Q6  園内は上履きですか？ 裸足ですか？ 

A6  上履きを使用して過ごしたいと考えています。 

Q7  お散歩の頻度とコースは決まっていますか？ また、お散歩時の安全対策についても教え

て下さい。 

A7  今後、お子さんの安全確保ができるコースを確認のうえ、遊べる公園を決めてまいります。



お散歩の頻度は、週 1～2 回程度を予定しています。安全対策としては、コース上のハザー

ドマップを作成し、職員への徹底を行うとともに、子どもたちへの安全教育にも役立ててま

いります。 

Q8  お昼寝のときの寝具は、どのようなものになりますか？ 

A8  コット（簡易型ベット）を使用する予定です。掛け布団や、下に敷くバスタオルはご家庭か

らお持ち頂く予定です。 

Q9  お昼寝時の安全確認（うつ伏せ寝の対策等）について教えてください。 

A9  0～2 歳児のお昼寝には保育士が配置されており、5 分単位で呼吸等の状態確認を行います

が、うつ伏せ寝を見つけた場合は 5 分毎に限らず身体の向きを整える事になります。また、

3 歳以上のお子さんのお昼寝にも保育士を必ず配置し、常時確認をする体制を取ります。 

Q10  5 歳児も他の年齢の子どもと同じように昼寝しますか？ 

A10  はい、昼寝を予定しております。但し、最終年度の年明け、就学前時期より徐々に昼寝回数

を減らしていく予定です。 

Q11  慣らし保育の期間は、どの程度でしょうか？ 

A11  慣らし保育は、通常 2 週間程度お願いをしています。お子様がスムーズに園生活に慣れるこ

とができるよう、ご協力をお願いいたします。 

 

 

【食事について】 

Q1  給食は自営でしょうか、委託でしょうか。また、メニューの特徴やこだわりがあれば教えて

ください。 

A1  食事提供は全て自営で運営しています。茶々の保育の基本は「食」から始まります。保育園

で育てた野菜をお子さん自らが収穫して食べたり、苦手な野菜を身近に感じ親しみを持つ

ことで食べられるように工夫したり、調理と保育の連携を大切にしております。また、法人

内の栄養士（全園 15 園に計 28 名在籍）の各園代表者が、2 か月に一度集まる調理部会で、

旬の食材や毎月の献立を話し合い、15 園のノウハウを共有しております。 

加えて、園内でもプランター等を使用し野菜を育てる等の活動を実施する予定です。 

Q2  食材の産地表記はされますか？ 

A2  食材の産地表記は今のところ考えていません。取引業者により可能、不可能があると考えら

れます。 

Q3  子どもたちが口にする食品の添加物や産地は明記されますか？ 

A3  全てではありませんが明記することは可能です。しかしながら、どこまで告知するかについ

ては、現在決定しておりません。 

Q4  アレルギー対応はされていますか？ 小麦や卵のアレルギー等がある場合は？ 

A4  個人面談をさせていただき、医師のアレルギー指示書を基に除去対応いたします。また、お

子様の日常の様子にも注意を払い、安全面に配慮しながら状況に応じた対応も行うことと

しています。 



Q5  食事がビュッフェ形式とのことですが、アレルギーの場合はどのように提供しますか？ 

A5  食物アレルギーをお持ちのお子さんについては、ご家庭やかかりつけ医、園長、看護師、栄

養士と連携を取りながら、除去食を提供できるようにします。その際は、ビュッフェ形式で

はないお食事になります。 

Q6  ビュッフェは好き嫌いを助長させませんか？ 

A6  嫌いな食材でも少し食べることを子どもたちと約束しています。毎日の積み重ねや、集団で

の生活の中で少しずつ食べられるようになって行きます。 

Q7  冷凍母乳は預かっていただけますか？ 

A7  冷凍母乳のお預かりはしておりません。全員粉ミルク対応となります。和光堂「はいはい」

を使用します。 

Q8  お弁当を持参しなければならない日はありますか？頻度はどれくらいでしょうか？ 

A8  お弁当の持参は、年間で 2～3 回程度になるかと思います。 

 

 

【 保育方針 】 

Q1  異年齢保育を行うとのことですが、年齢による能力の差もあると思われます。同じ遊びで、

大丈夫なのでしょうか？ 

A1  室内では様々なコーナーがあり、それぞれの年齢に即したものがあります。中には年少児に

は難しいものもありますが、年少児は年長児の遊びの姿をじっと見ています。この時間こそ

大事な時間です。いつか自分もできるようになりたいな、と思ったり、お兄さんお姉さんっ

てすごいな、と尊敬の念を抱いたりします。いつの間にか自分も出来るようになっているこ

とも多々あります。これは屋外でも同じことが言えます。走るのが早かったり、縄跳びが上

手だったり、逆上がりが出来たりと、年下の子どもたちは一緒に過ごす年上の様子をとても

よく見ています。そして、そのような時に、年長児は優しく教えてあげる姿もあり、異年齢

保育を通じた関係によって、子どもたち同士の配慮・自信・尊敬・挑戦など、様々な経験が

積み重なっていくものと考えています。 

なお、活動によっては年齢毎で生活する場合もあります。 

Q2  3 歳以上のカリキュラムを教えてください。 

A2  保育所保育指針に沿った、保育・教育内容を考えております。日々の暮らしの中で興味関心

をもち、学ぶ楽しさや粘り強く考える思考を持てるような教育計画を立てたいと考えてい

ます。 

Q3  提携している習い事はありますか？ 

A3  習い事を外部と提携して実施はする予定はありません。 

Q4  リトミックや体を動かす活動はありますか？ 

A4  身体・運動面での発達や学びも非常に重要だと考えています。リトミックについては、現状

取り入れる予定はございません。 

リズムに合わせて体を動かしたり、公園で思い切り走り回ったり、遊具等に登ったり、降り



たり等、様々な活動を取り入れたいと考えています。 

Q5  どろんこ遊びはありますか？ 

A5  どろんこ遊びを含む屋外での遊びは、日々、行う予定にしていますので、汚れても良い服装

で登園して頂けるよう、お願いいたします。 

Q6  英語、クッキング、体操などの活動はありますか？ 

A6  英語や体操などの外部講師の利用は、今のところ考えておりません。コーナー保育の中に、

英語表記に触れることや英語の歌を歌うこともあります。みんなでＡＢＣと唱えるよりも、

何かを知りたい、やってみたいと自ら主体的に思えるような環境が大切だと思っています。

そのような環境の毎日で、ある時英語に出会った時、スポンジのように吸収する姿があるか

もしれません。乳幼児期は多様な文化や価値観に触れる中で、互いを受容し合う心を育むこ

とが大切です。多様性理解のツールとして英語等の異文化に触れる事は積極的に行ってい

きたいと考えています。また、戸外あそびも存分に楽しめるようにしますので、その際に思

い切り体を動かします。クッキングは保育の中で展開します。 

Q7  子どもたちが、園外のコミュニティと関わりを持つ取り組みについて、どのように考えてい

ますか？ 

A7  子どもたちは環境の中で育ちます。園内はもちろん、その周辺環境も保育・教育を展開する

上で、重要な学びの深まりに繋がるものとなります。従って、子どもたちと対話をしながら

積極的に園外のコミュニティと関わりを持っていきたいと考えています。具体的な内容は

検討中ですが、近隣の施設や保育園、小学校等との交流を行ったり、郵便局や消防署等の見

学をしたりする事を想定しています。このような体験を通じて、自身と地域社会との繋がり

を考える機会にしていきたいと考えています。なお、開園年度は新型コロナウィルス感染症

の状況を鑑みながら実施予定です。 

 

 

 

【 行事について 】 

Q1  行事は何がありますか？ 決まっている年間行事があれば教えてください。 

A1  入園式、卒園式以外の決まった行事は現時点ではありません。運動会や発表会等の実施も未

定です。子どもたちが主体的に学ぶ力を育む上で、行事は必ずしも必要ではないと考えてい

ます。園に通う子どもたちと対話をしながら、その時々に合った行事を考えていきます。園

での子どもたちの様子に関しては、日々、連絡帳アプリ「kidsly」を活用し、子ども達の成

長・発達や学びを記録したドキュメンテーション等をお伝えする予定です。 

Q2  遠足やお泊り保育はありますか？ 

A2  遠足は、保護者の方とお子さま（保護者の同伴なしで行う場合もあります）と一緒に行うこ

とを考えておりますが、詳細は未定です。お泊り保育についても実施は未定となっています。 

Q3  親子遠足等があった場合、仕事で参加できないこともありますが、大丈夫でしょうか？ 

A3  ご家庭のご事情に合わせていただければ大丈夫です。 



Q4  保護者の参加行事は年に何回ありますか？ 

A4  Q1 でも記載した通り、入園式、卒園式以外の決まった行事はありません。その他、保護者

の方との親睦を深める“お茶会”や、子どもたちの様子をご覧頂く“保育参加”等を実施予定で

す。新型コロナウィルスに関しての情勢を鑑みながら回数等を決定したいと考えています。 

Q5  特徴のあるイベントがあれば教えて下さい。 

A5  A1 でもお答えした通り、現在決まっているイベントはありません。園を運営する中で、子

ども達と共に考え企画していきたいと思っています。地域社会との繋がりを大切にしてい

きたいと考えていますので、保護者の方とも一緒に企画できたらと思います。 

 

 

【 園のルールについて 】 

Q1  預かっていただく子どもの体温の基準を教えてください。 

A1  原則的には、37.5℃を超えない事としておりますが、平熱やお子さんの様子でご相談させて

頂きます。 

Q2  延長保育が可能な人数は何名までですか？ また、延長保育は当日何時まで受け付けてい

ますか？ 

A2  18：15 以降が延長保育となります。人数の制限はありません。延長保育の申し込みは可能

な限り前日までの申し込みをお願いしておりますが、保護者の方の就業のご事情により、当

日の突発的な延長保育が必要になる事もあると思われます。延長保育が必要となった場合

には可能な限り早めにお知らせ下さい。なお、突発的なご事情と考えますので、受付締め切

り時間を設けることはありませんが、 延長保育が 19：15 迄の場合には補食を提供し、19：

15 以降の延長保育になる場合には夕食の提供を予定しております。食事の準備の関係上、

補食・夕食の受付締め切りは 16：00 頃とさせて頂きますので、よろしくお願いします。 

Q3  保育時間内であれば、送迎の時間が変動しても良いでしょうか？また、お迎えを祖母に依頼

した場合に問題はありませんか？ 

A3  送迎は、お仕事上の都合であれば時間が変動しても構いません。通常と異なる時間での送迎

となる場合は可能な範囲で事前にお知らせを頂けると助かります。送迎者が普段と異なる

場合は、必ず事前にスタッフまでお声掛けください。お子様との関係性が明らかでない場合

は、お子様の引き渡しができません。 

Q4  汚れ物（洋服）の処理について教えてください。 

A4  排泄で汚れた物は基本的には軽くゆすいでお返しできるようにと考えています。ただし、嘔

吐物、感染症拡大の恐れがある場合に関しては、感染予防のためそのままのお持ち帰りをお

願いします。 

Q5  送迎に自動車を利用しても良いでしょうか。その場合、一時駐車する場所はありますか？ 

また、自転車の利用は可能でしょうか？ 

A5  自動車やバイクでの送迎は禁止となっております。一時停車する場所もありませんので、自

動車バイクでの送迎はお控え下さい。なお、自転車での送迎は可能です。駐輪場は 10 台程

度の利用スペースがありますのでご利用ください。ただし、自転車を駐輪場でお預かりする



事は出来ませんので、ご注意下さい。 

Q6  紙おむつが必要になった場合、提供はありますか？ その場合、無料でしょうか？ 

A6  原則として布おむつの使用をお願いしています。肌トラブル等で一時的に紙おむつを使用し

ている時には、園の紙おむつを提供することは可能です。その際は、同じサイズの新品を後

日お持ちいただくようお願いしております。 

Q7  紙おむつのストック分を置いておくことは出来ますか？ 

A7  紙オムツの予備を、それぞれのロッカーに保管して頂いて構いません。ただし、日中は布オ

ムツを使用して生活しますので、園に紙オムツのストックはそれほど必要ないと考えます。 

Q8  通勤の際、ベビーカーを園に預けておく事は出来ますか？ 

A8  ベビーカー置き場がありますので、お預かりする事は可能です。ただし、スペースに限りも

ありますので、ご利用される人数によっては、お預かり場所を調整させていただく場合があ

ります。 

 

 

【 入園の準備について 】 

Q1  入園時に用意するものはありますか？ 

A1  コット（昼寝用簡易ベット）に敷くシーツマットの様な物と上掛けをご用意いただきます。

その他 3，4，5 歳児クラスはお手拭き、上履き、0，1，2 歳児クラスは食事用のお掛け（フ

ェイスタオルを半部にし、ゴムを通したもの）、0，1 歳児は帽子をと考えています。あくま

でも予定ですので、詳細は入園決定時（開園前に開催される入園説明会）に、お知らせいた

します。 

Q2  日々の持ち物は、どのようなものがありますか？ 

A2  手拭きタオル、歯ブラシ、コップ等は毎日お持ちください。着替え等は各自のロッカーに入

れておいて頂き、適宜補充をお願いいたします。 

 

 

【 その他 】 

Q1  保護者会はありますか？ 

A1  今のところ考えておりません。園としては必ずしも保護者会の設置を保護者の皆様にお願い

することは致しません。開園後に保護者の方から保護者会のご要望があった場合にはその

取り組みに協力致します。 

Q2  保護者による園との関わり方については、どのような事がありますか？ 

A2  保護者の皆さまとの関係はとても重要であると考えています。園の保育・教育への想いを発

信すると共に、保護者の皆様からのご意見も頂戴し、対話を重ね、双方向のコミュニケ―シ

ョンを通して子どもたちにとってより良い保育・教育を共に創り上げていきたいと考えて

います。具体的な内容は現在検討中ですが、保育参加等、実際の園での子どもたちの様子を

ご覧いただく機会を設ける予定です。 



Q3  3 歳、4 歳、5 歳の入園傾向を教えてください。 

A3  ここ数年の傾向を見ますと、3 才児までは初年度から定員を満たしています。4 才児、5 才

児は数年かけて定員になっていく傾向があります。 

Q4  5 歳児も入園できますか？ また、人数が少なくてもグループに分けますか？ 

A4  はい、入園可能です。人数が少ない場合でもグループ分けはしますが、初年度、いくつのグ

ループに分けるかは入園のお子さんの人数が確定してから決定いたします。 

Q5  出産予定日が、来年 2 月下旬ですが、4 月の入園申請は可能でしょうか？ 

A5  入園の申し込み先は、渋谷区あてになりますので、渋谷区の保育課入園相談係にお問合せ頂

けるようお願いします。なお、当園では生後 57 日目からの受入れをさせて頂きます。 

Q6  習い事の送迎への協力はありますか？また、オプション授業などはありますか？ 

A6  習い事の送迎はありません。オプション授業に関しても実施する予定はございません。 

Q7  保育園を卒業した子どもたちの特徴（他園と比べると）を教えて下さい。 

A7  お子さん一人ひとりの個性もありますので、一概にお答えすることは難しいですが、一言で

表すのであれば、力強く一歩が踏み出せる子どもたちが多いのではないかと思います。それ

は“文字を正確に書くことができる”、“鉄棒で坂上がりができる”、“歌が上手に歌える”など、

“〇〇ができる”という、他者と比較した際に生まれる自信からくるものではありません。乳

児期の丁寧なお世話から生まれる人への信頼感、自身が大切にされているのだという安心

感。それらが土台となり、身の回りの環境に積極的に関わろうとする主体性が育まれていき

ます。興味を持ったものにとことん取り組み、周囲の友だちと共に考え、協同しながら物事

を解決していくプロセスを繰り返す中で、力強い一歩を踏み出すことができるようになっ

ていきます。“〇〇ができる”というモノサシで子どもたちを見るのではなく、私たちが育み

たいと考えているのは、内面の人間力の部分です。それこそが子どもたちが成長した時に、

最も大切であると考えているからです。 


