
ローリスナーサリー大森 宛
FAX: 03-5763-5217

ふりがな

保護者名

メールアドレス

ふりがな

お子様名

生年月日 お子様の年齢

希望コース

平日希望保育時間

土曜希望保育時間

過去の見学来園

認可園・他認証園
その他園への申請

キャンセル待ち

下記内容を確認後、□にチェックをお願いいたします。

□2020年　　月　　日より、ローリスナーサリー大森の月極保育利用を申し込みます。

□入園申込書の内容は、事実と相違ありません。

□本契約時、保育を必要とする書類・緊急時連絡先(職場等)を提出します。

□仮契約の際は、入園金（￥25,000）を期日までに支払うものとし、

　　入園をキャンセルする場合は返金されないことを承諾します。

　　　　　　 年　　　　月　　　　日 保護者氏名 印

　　　　　　 　

（　男 ・ 女　）

西暦　　　　　　　　年　　　　月　　　日生
　　　歳　　　ヶ月

※2020年4月1日時点

現在、継続的に通院治療等を行っていますか？ （  無  ・  有  ⇒　　　　　　　　　　　病院  ）

2020年度　入園申込書

ご住所

　　〒

　　①　　　 　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　（  続柄 　　　　　　　　自宅 ・ 職場 ・ 携帯  ）

　　希望する  ／  希望しない　　※キャンセル待ちの有効期限は2021年3月31日までとなります。

□私は、別紙『ご利用のしおり』の内容を確認し、承諾しました。

ご連絡先
　　②　　　 　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　（  続柄 　　　　　　　　自宅 ・ 職場 ・ 携帯  ）

　　無　／　有

アレルギーはございますか？ （  無  ・  有  ⇒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ）

ひきつけ・ぜんそく・その他、気になるところがあればお書き下さい。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ）

健康状態

　　週 ４日 ・ ５日 ・ ６日 ／ ９時間 ・１０時間 ・１１時間
※週何日、1日何時間かお選び下さい。

※９時間は週５日・６日のみです。

　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　～　　　　　　 ：　　　　　　（ 月 ・火 ・水 ・木 ・金 ）

　　無　／　有　　 　　　　：　　　　    ～  　　 　　　：　　　　　　（ 月　　　回くらい）

　　無　／　有

受付No. 

郵送先： 〒143-0016 大田区大森北1-26-17 第一生命ビル1,2階  ローリスナーサリー大森 入園係 宛 



確認票 

記入日：    年   月   日          児童名：                 

 生年月日：    年   月   日 

                              保護者名：               

１．保育について 

現在、利用希望のお子様の保育はどうしていますか 

□ 預けている     → □ 月極め 

 □ 一時保育 

□ 預けていない    → □ （      ）が保育している 

 □ 職場に連れて行っている（父・母・その他） 

 □ その他（具体的に） 

  

  

２．保育を必要とする理由について 

□ 就職・復職が決まったため （      月復職予定）  

□ 介護のため  

□ 資格等取得による通学を必要とする学業があるため  

□ その他（具体的に）  

  

  

※上記の証明となる書類（就労証明書等）   □有   □発行可能   □無 

入園申込みには必要ありません。ご入園時にご提出をお願い致します。 
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ローリスナーサリー大森（東京都認証保育所） 

東京都大田区大森北１丁目 26番 17号  

第一生命ビル１・2階 

TEL：03-5763-5200 

FAX：03-5763-5217 

 

 

株式会社ユニマットマミー＆キッズ 

東京都港区南青山 2丁目 12番 14号 

TEL:03-6447-1386 

FAX:03-5770-1649 

http://www.unimat-mk.co.jp/ 

 

 

ローリスナーサリー大森    

（東京都認証保育所） 

2020年度ご利用のしおり 

 

http://www.unimat-mk.co.jp/


ご利用のしおり  ローリスナーサリー大森 

 

◎ 入園手続き 

以下の書類を入園時に提出していただきます。 

① 保育委託契約書・契約書別紙 2部 ⑦ 食事調査表 

② 児童票 ⑧ 送迎者登録カード（兼 緊急時持出カード） 

③ 健康等調査票 ⑨ 初月保育スケジュール表 

④ 生育歴 ⑩ 就労証明書 

⑤ 保険証・母子手帳コピー ⑪ 預金口座振替依頼書 

⑥ おうちでのご様子   ⑫ 住民票（東京都内のもの） 

 

◎ 園からのお願い 

・持ち物には全てお子様の名前をご記入ください。 

・連絡帳は、お子様の状態を把握するため大切なものです。毎日のご記入をお願い致します。 

・当日欠席される場合や登園が遅れる場合は、９：0０までにご連絡ください。 

・お迎えの方が通常と違う場合は、必ず事前にご連絡ください。ご連絡がない場合は、安全上の理由から保護者の方と

連絡が取れるまで、お引渡し致しかねますのでご了承ください。代理の方には、身分証明書を提示して頂きます。 

・不審者侵入防止のため、玄関ドアはオートロックになっています。来訪者の顔と名前をテレビモニターで確認をしてから

解錠いたします。玄関のドアは必ず閉めて下さい。 

・自転車での送迎の場合、専用の駐輪場はございません。周りの方にご迷惑にならないよう長時間の駐輪等はご遠慮く

ださい。また、自動車での送迎もご遠慮下さい。 

・送迎時はお子様と手をつなぎ、お子様から目を離さないようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 保育理念 ◎ 

子供達が一人の人格として尊重され現在を最もよく生きるために、保育園と保護者、地域全体がともに手を取り合い安全で

安心できる環境をつくり、子どもの最善の利益を考え創意工夫を図る。 

・子どもらしい子供に育てる。・豊かに生きる力を育てる。・保護者に信頼される温かな支援をする。・子どもたちの持つ興味の

芽を育てる。 

◎ 保育目標 ◎ 

・健康で明るい子ども・友達と仲良く遊べる子ども・心豊かな子ども・よく考え、やりぬく子ども 

・生活習慣の自立を目指し、心身ともに健康な子・自ら考え、進んで行動する子・仲間と共に過ごすことを喜び、思いやりのあ

る子・物事に感動し、豊かに表現する子・自分の気持ちを素直に言え、人の話を聞ける子 
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◎ 定員 

３７名（０歳 ９名, １歳 １２名, ２歳 １２名, ３歳以上 ４名） 

 

◎ 開園日 

月曜日～土曜日（日曜・祝祭日 および 12／29 から 1／3 を除く） 

 

◎ 開園時間 

午前 7時 30分から午後 8時 30分まで 

 

◎ 主な行事 

季節ごとの行事を大切にし、お子様自身が楽しい気持ちを持つことを大切に考えております。 

保護者様参加の行事はできるだけ多くのご家族に参加していただけるよう、土曜日を主に実施いたします。 

 

5月 こどもの日・母の日 10月 ミニ運動会・ハロウィン 

6月 父の日 11月 勤労感謝の日 

7月 七夕・夏祭り 12月 クリスマス会 

8月 水遊び 2月 節分 

9月 敬老の日 3月 ひなまつり・成長を祝う会 

                                        ※太字が保護者様参加行事です。 

毎 月・・・誕生会、避難訓練、身体測定、食育 

年２回・・・懇談会 

随 時・・・個人面談  

      

  夏祭り                       栄養士さんによる食育活動 

 

 

 

 

 

 

    ハロウィン                       ミニ運動会 
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 ◎ 持ち物 

【 0歳児 】 

持ち物 預ける量の目安 持参する日 持ち帰る日 

連絡帳（園で用意） 1 冊 毎日 毎日 

よだれかけ（必要な方） 3 枚 毎日 毎日 

着替え 3 組 毎日 毎日 

おむつ 7 枚～ 毎日 毎日 

外遊び用帽子(あごにゴムを付けてください) 1 つ 週初め 週末 

バスタオル（お昼寝用） 2 枚 週初め 週末 

ビニール袋 
常にカバンに１～2枚程度入れておいてください。 

汚れた衣類等に使いますので、脱いだ服が入る大きさでお願いします。 

 

 

 【 １～２歳児 】 

持ち物 預ける量の目安 持参する日 持ち帰る日 

連絡帳（園で用意） 1 冊 毎日 毎日 

着替え 2～3 組 毎日 毎日 

おむつ 7 枚～ 毎日 毎日 

外遊び用帽子(あごにゴムを付けてください) 1 つ 週初め 週末 

バスタオル（お昼寝用） 2 枚 週初め 週末 

ビニール袋 
常にカバンに１～2枚程度入れておいてください。 

汚れた衣類等に使いますので、脱いだ服が入る大きさでお願いします。 

 

 

【 3～5歳児 】 

持ち物 預ける量の目安 持参する日 持ち帰る日 

通園かばん １個 毎日 毎日 

連絡帳（園で用意） １冊 毎日 毎日 

着替え １組 汚れ物を返却した分を随時 

外遊び用帽子(あごにゴムを付けてください) １つ 週初め 週末 

バスタオル（お昼寝用） 2 枚 週初め 週末 

ビニール袋 
常にカバンに１～2 枚程度入れておいてください。 

汚れた衣類等に使いますので、脱いだ服が入る大きさでお願いします。 
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◎ 食事 

１．園での食育の考え方 

子どもの発達に合わせた食事の量・素材・栄養・季節を考え健康な体を作ることを目的とし、食べ物に対する興味や 

マナーを守りつつ、楽しく食事をする習慣が身に付くよう心がけて提供します。 

※素材そのものを使った活動や、食器の扱い方を保育に取り入れ学ぶ取り組みを行います。 

 

 

２．給食内容 

＜離乳食等＞ 

・お子様の発育段階にあわせて提供します。 

・生後 9～1１ヶ月頃のお子様が自分で食べられるトレーニングを始めます。 

・アレルギー反応等防止のため、お子様が初めて食べる食材は事前にご家庭でお試しいただいたことを確認し提供します。 

 

 

＜食物アレルギー対応等＞ 

・食物アレルギー対応 

アレルギー対応食が必要な場合は､医師の診断書及び「食事変更届」の提出が必要です。 

また、年に 1回以上医師の診断書をご提出願います。 

※アレルギー用の粉ミルクはご家庭でご用意頂き、園にお持ちください。 

※重度のアレルギーのお子様はお弁当をご用意いただく場合があります。 

※完了食開始の際は、アレルギー対応食献立表をもとに保護者の方と面談させて頂きます。 

※園内においてアレルギー症状が出た場合は、すぐに医師の診断を受けて頂きます。 

・宗教上の理由による対応 

宗教上の理由による除去には、できる限り対応させて頂きます。万が一、不可抗力・事故等により除去食品を摂取

してしまった場合には、責任を負いかねる場合があります。 

 

 

 

 

給食の一例です。 
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◎ 健康診断（無料） 

・年に２回、嘱託医による健康診断を実施します。 

・身体重測定は、毎月実施します。 

 

 

◎ 安全 

施設内では、指を挟まない構造の扉など怪我をしにくい保育室にするよう配慮しています。 

また、万が一に備えて避難路を確保するほか、毎月 1回の避難訓練も行っております。 

病気・怪我などの応急処置は各職員が研修、勉強しておりますが、保育中に発生した事故に対する賠償責任保険に

も加入しています。 

〔 １名 ２億円 １事故期間中１０億円 〕 

 

 

◎ 衛生 

・ペーパータオル 

   園での手洗い時は、ペーパータオルを使用します。 

・布団 

   園では、お昼寝用布団・シーツをご用意しております。 

   ３歳児以上はコット（ベッド）を使用します。 

 

 

◎ 予防接種について 

予防接種を受けられた時は必ず園にお知らせください。生ポリオワクチン等は下痢や嘔吐で排出されてしまう可能性もあ

ります。予防接種を受けた後は安静が必要ですので、登園を控え、ご自宅で安静に過ごされるようお願い致します。 

 

 

◎ 病気の時 

症状が強く出ている時はお預かりできません。お子様自身の体調回復、他のお子様への感染予防のために、登園はお

控えください。また、37.5℃以上の熱がある場合はお預かりできません。保育時間中に体温が上昇した場合は、37.5℃

を目安にご連絡をさせて頂きます。（あくまでも目安です。） 

発熱に限らず感染症の可能性がある場合、発疹や嘔吐、下痢、食欲不振などの症状がある場合も連絡させていただ

きます。連絡させていただいた際には、早めのお迎えをお願いします。 

 

 

◎ 園での与薬について 

保育スタッフは医療行為を行うことができません。そのため原則として園での与薬は行うことができません。慢性疾患等 

（食物アレルギー・アトピー性皮膚炎・溶連菌感染症など）の場合はスタッフにご相談ください。 
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◎ 感染症について 

お子様が感染症に罹った場合は医師の診察を受けて、学校保健安全法で定められた登園停止期間・登園基準（別

紙１）に従ってご自宅で療養をしてください。病後、登園する際は医師の許可を得てからの登園となります。また、感染症

によっては医師による『登園許可書』又は保護者による『感染症届出書』の提出が必要な場合がございますのでご了承くだ

さい。 (『登園許可書』と『感染症届出書』は園でご用意しております。) 

 

保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことはもち

ろん、一人一人の子どもが一日快適に生活できることが大切です。 

保育園入園児がよくかかる感染症については、登園の目安を参考に、かかりつけの医師の診断に従ってください。なお、

保育園での集団生活に適応できる状態に回復してから登園するようご配慮ください。 
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◎入園金 

入園に際し、入園金 25,000 円をお支払いいただきます。（一家族） 

 

※再入園ご希望の際には再度入園金をいただきます。（退園後一年間以上利用がなかった時） 

※一旦納入された入園金は、いかなる場合も返還いたしません。 

◎ 保育料 

・基本コース 

 月極保育（祝日を除く月～土 基本保育時間 7:30～18:30） 

入園月より 1 ヶ月単位で次表の料金を頂きます。（日割り計算は実施しておりません） 

 

下記より「週何日コース・何時間」を選択し、基本保育時間枠の中で契約利用時間をお決め頂きます。 

利用時間の設定は 15分単位。月内の契約利用時間の変更は不可といたします。 

翌月の利用コースを変更される場合は、必ず前月 23日までに書類をご提出ください。(利用コース変更届、契約書別紙) 

 

 

週４日コース（月～金から４日選択） 

 

10時間 11時間 

0歳 64,000円  68,000 円  

1歳 62,000円  66,000 円  

2歳 60,000円  64,000 円  

3～5歳 58,000円  62,000 円  

※週 4日コースの曜日変更は週ごとに可能です。 

 

週５日コース（月～金） 

 

9時間 10時間 11時間 

0歳 70,000円  74,000 円  78,000円  

1歳 68,000円  72,000 円  76,000円  

2歳 66,000円  70,000 円  74,000円  

3～5歳 64,000円  68,000 円  72,000円  

 

週６日コース（月～土） 

 
9時間 10時間 11時間 

0歳 77,000円  85,000 円  90,000円  

1歳 75,000円  83,000 円  88,000円  

2歳 73,000円  81,000 円  86,000円  

3～5歳 71,000円  79,000 円  84,000円  
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・基本コース外 

利用コース設定日数を超える追加料金（基本時間内の 10時間） 

 平日（祝日を除く月～金） 土曜日（祝日を除く） 

全年齢 4,000円/１日 4,000円/１日 

 契約外の土曜日ご利用は 1週間前までにお申込み下さい。 

 （土曜日は平日と開園時間が異なる為、職員が不在の場合がございます。前週の金曜日までにお伝え 

  頂けますと確実にお申込み頂けます。） 

 キャンセルは水曜日の 17時までにご連絡下さい。 

 

 

※上記料金には月年齢に応じて昼食・おやつ代（補食・夕食は別途）・保育材料費が含まれます。 

※月極保育料金は入園した年度当初（４月１日）年齢での請求となります。 

※月 220時間以下の保育料金（延長時間も含む）は、３歳未満児は 80,000円、３歳以上児は 

77,000 円を上限と致します。 

※ご家庭の事情による当日予定変更・キャンセルによる利用料金の割引・振替保育はできません。 

※兄弟割引はございません。 

※活動内容によって基本料金以外に費用が発生する場合には別途ご案内の上ご請求致します。  

※社会情勢等の理由で月極保育料金の改定を行う場合は、３ヶ月前に予めご連絡致します。 

 

 

・時間外保育料金 

早朝  7:30 ～ 契約利用開始時刻 200円／15分 

夜間 契約利用終了時刻 ～ 20:30 200円／15分 

        ※超過 1分目から発生し、15分単位で請求させて頂きます。 

 

 

・補食、夕食 

月～土 
補食 270円  18:30お迎えの方から 

ご利用頂けます。 夕食 540円 

※当日キャンセルの場合にも上記料金が発生致します。 

※補食は前日、夕食は 3日前の 17時（水曜日のみ 4日前の 17時）までにお申し込みください。 

 キャンセル時も同様です。 
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別 紙 １  

感 染 症 一 覧  

保育所における感染症対策ガイドライン（厚生労働省）2012年改訂版を受け、当園では、登園停止の治癒証明必

要の感染症と治癒証明不要の感染症について、以下の通り「学校保健法」において定められている「学校伝染病」にかかっ

た場合、周囲の子ども達への感染防止等の目的から、登園停止期間を定めるものといたします。 

  病名 登園停止期間・登園基準 登園許可 

一

種 

ｴﾎﾞﾗ出血熱・ｸﾘﾐｱ・ｺﾝｺﾞ出血熱・痘そう・南米出

血熱・ﾍﾟｽﾄ・マールブルグ病ﾗｯｻ熱・急性灰白髄炎・

ジフテリア・SARS・鳥インフルエンザ（H5N1）・新

型インフルエンザ・・再興型インフルエンザ・指定感染

症・新感染症 

治癒するまで 

医師による 

『登園許可証』が

必要です。 

二

種 

インフルエンザ経過するまで 

（鳥インフルエンザ H5N1 を除く） 

発症した後 5 日を経過し、かつ解熱した後 3 日

（学童は 2 日）を経過するまで 

百日咳 
特有の咳が消失するまで又は 5 日間の適正な抗

菌性物質製剤による治療が完了するまで 

麻しん(はしか) 解熱した後 3 日（72 時間）を経過するまで 

風しん(三日はしか) 発しんが消失するまで 

流行性耳下腺炎(おたふく風邪) 
耳下腺、顎下腺また舌下腺の腫脹が発現した後

5 日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで 

水痘(水ぼうそう） すべての発しんが痂皮化するまで 

咽頭結膜熱（プール熱） 
主要症状が消退した後 2 日（48 時間）を経過

するまで 

結核 

病状が改善し医師が感染の恐れがないと認めるま

で 

髄膜炎菌性髄膜炎 

三

種 

コレラ・細菌性赤痢・腸チフス・パラチフス・腸管出血

性大腸菌感染 

(O26、O104、O111、O126、O145、O157) 

流行性角結膜炎（はやり目） 

急性出血性結膜炎 
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  病名 登園停止期間・登園基準 登園許可 

そ

の

他

の

感

染

症 

 

溶連菌感染症 
有効な抗生物質の投与後 24 時間以上経過し、全身状態が良好となっ

たとき 

医師による『保育

園に通園しても差

し支えない』との判

断を受けてからの

登園となります。

『登園許可証』は

不要ですが、保護

者による 『感染

症届出書』の提出

が必要です。 

ＲＳウイルス感染症 重篤な呼吸器症状がなくなり、全身状態が良好なこと 

感染性胃腸炎・ 

流行性嘔吐下痢症 

下痢（水様便・粘血便）・嘔吐がなくなり、全身状態が良好で脱水状態

がないこと 

ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ感染症 著しい発熱や咳がなく全身状態が良好であること 

手足口病 著しい発熱がなく摂食が可能で全身状態が良好なこと 

ヘルパンギーナ 摂食が可能で全身状態が良好なこと 

突発性発疹 著しい発熱がなく機嫌がよく全身状態が良好なこと 

帯状疱疹 著しい疼痛がなく全身状態が良好なこと 

伝染性紅斑(りんご病) 全身状態が良好なこと 

ヘルペス性歯肉口内炎 よだれが止まり、摂食が可能で全身状態が良好なこと 

ＥＢウイルス感染症 著しい発熱がなく全身状態が良好なこと 
医師による『保育

園に通園しても差

し支えない』との判

断を受けてからの

登園となります

（登園許可証は

不要です） 

ウイルス性肝炎 
Ａ型肝炎は肝機能が正常化すれば登園可能 

Ｂ型・Ｃ型肝炎キャリアは登園可能 

伝染性膿痂疹(とびひ) 皮膚が乾燥しているか、湿潤部位の被覆ができること 

頭じらみ 治療を開始していること 

伝染性軟疣腫(水いぼ) 登園は可能。多数の発疹がある場合は、プール活動を避ける 

疥癬 治療を開始していること 

※出席停止の日数の数え方について  

日数の数え方は、その現象が見られた日は算定せず、その翌日を第1日とします。  

「解熱した後3日を経過するまで」の場合、例えば、解熱を確認した日が月曜日であった場合には、その日は日数には数えず、

火曜(1日)、水曜(2日)、木曜(3日)の3日間を休み、金曜日から登園許可ということになります（図１）。 

図１ 「出席停止期間：解熱した後3日を経過するまで」の考え方  
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また、インフルエンザにおいて「発症した後5日」の場合の「発症」とは、「発熱」の症状が現れたことを指します。日数を数える

際は、発症した日（発熱が始まった日）は含まず、翌日を第1日と数えます（図２）。 

図２ 「出席停止期間：発症した後5日」の考え方  
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