
  ①毎日の持ち物 

◎連絡ノート  ◯帽子 （普段かぶっている帽子で良い）  

◎顔拭きタオル・・・・２枚（ハンドタオルサイズ）  

◎手拭タオル・・・・・1枚（紐つき）               

◎体拭きタオル・・・１枚（バスタオルサイズ） 

◎エプロン…２枚（食事・おやつ用） 

◎コップ…１個（専用巾着袋に入れて） 

◎哺乳瓶・・・保育時間内で使用する本数（３～４本） 

◎着替え・・・・紙おむつ（10枚すべてに名前を記入） 

              ズボン、上着（各５～６枚） 

    ②毎週月曜日に持たせる物 

◎お昼寝のお布団セット（カバーもかけて下さい。） 

 ③毎月、月初めに持ってくる物 

 ◎ティッシュペーパー１箱 

④年度初め・途中で持ってくる物 

◎ムーニーのおしりふき 2パック 

◎５斤のビニール袋（100枚入り） ３シメ（汚れ物入れに使用） 

  令和４年度                                         鳳友福祉会 つなぐ認定こども園 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※注意事項 

1. 各クラスの活動に合わせ規則正しい生活を送る上でも９時までに登園お願いします。 

2. 週の始めには爪が伸びていないか、清潔チェックをお願いします。 

3. すべての持ち物には名前を書いてください。（洗濯で薄くなってきたら、書き足すようお願いします。） 

4. 靴は履いたり脱いだりしやすいサイズの合ったデザインを選んでください。（スリッパ・サンダル不可） 

5. 体調の悪い日・欠席する場合は、朝９時までに連絡下さい。 

6. 土曜日保育を希望する場合は、その週の木曜日午前中までに担任まで連絡下さい。 

7. 園にはアレルギー児もいる為、登園時の顔や服の汚れに気をつけ、食べ物の持ち込みのないよう 

御協力お願い致します。また、ご自宅など園外からの玩具は持たさないようにお願いします。 

8. フード付きの上着は危険を伴うこともありますので園で着用することはできません。 

9. 伝染病に感染した場合は園へご連絡ください。再登園の際には、必ず完治証明（医者記入）又は登園届（保

護者記入）の提出が必要となります。又、園で薬を飲ませる場合は与薬依頼書が必要となっています。（薬

の容器に記名し、1回分ずつ持たせて下さい。） 

10. コロナウィルス感染防止対策の為、保育中に 37.5度以上の発熱の際には保護者の方に連絡を入れます。 

２４時間発熱（熱が 37度以下で 24時間経過後）しなければ、登園可能となります。 

11. 座薬投与、予防接種後の登園はできません。 

12. 保育アプリ（イロドリンク）、玄関先及び掲示板などの連絡事項は、ご確認くださいますようお願いします。 

13. 門、玄関、戸は子ども達の安全を守るため、開けたら必ず閉めるようご協力お願いします。 

14. 保護者以外の方が送迎する時は、必ず園へご連絡をお願いします。 

15. 新入園児につきましては、入園後の一週間は慣らし保育で午前中となります。(お迎え時間１１時～１２時) 

16. 帽子：普段使っている帽子で良いです。紐のゆるみは、危険を伴うことがありますのでご確認お願いします。 

17. 連絡帳は 5冊分まとめて代金徴収となり、追加になりましたらその都度徴収させて頂きます。 

18. 教材費・アレルギー児はアレルギー検査結果票(必須)を４月４日（月）までに提出お願いします。 

ひよこぐみ・0歳児クラスの持ち物 



   

毎日の持ち物 

◎連絡ノート   ◎帽子  ◎エプロン・・１枚（食事用） 

◎顔拭きタオル・・・・２枚（ハンドタオルサイズ）      ◎手拭きタオル・・１枚（ひも付き） 

◎体拭きタオル・・・・1枚（フェイスタオルサイズ）     ◎コップ・・１個（専用巾着袋に入れて） 

◎着替え・・・・紙おむつ 5～6枚（すべてに名前記入） 

             ズボン、上着（各３～4枚）（自分で脱ぎ着しやすいもの） 

毎週月曜日に持たせる物 

◎お昼寝のお布団セット（カバーもかけて下さい） 

   毎月持ってくる物 

     ◎ティッシュペーパー１箱 

年度初め・途中で持ってくる物 

◯５斤のビニール袋（100枚入り） 2シメ（汚れ物入れに使用） 

令和４年度                                          鳳友福祉会 つなぐ認定こども園 

 

                          ０歳児クラスの持ち物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※注意事項 

1. 各クラスの活動に合わせ規則正しい生活を送る上でも 9時までに登園お願いします。 

2. 週の始めには爪が伸びていないか、清潔チェックをお願いします。 

3. すべての持ち物には名前を書いてください。（洗濯で薄くなってきたら、書き足すようお願いします。） 

4. 靴は履いたり脱いだりしやすいサイズの合ったデザインを選んでください。(スリッパ、サンダル不可) 

5. 体調の悪い日・欠席する場合は食事の都合もありますので朝９時までに連絡下さい。 

6. 土曜日保育を希望する場合は、その週の木曜日午前中までに担任まで連絡下さい。 

7. 園にはアレルギー児もいる為、登園時の顔や服の汚れに気をつけ、食べ物の持ち込みのないよう、 

御協力お願い致します。また、ご自宅など園外からの玩具は持たさないようにお願いします。。 

8. フード付きの上着は危険を伴うこともありますので園で着用することはできません。 

9. 伝染病に感染した場合は園へご連絡ください。再登園の際には、必ず完治証明（医者記入）又は登園届（保

護者記入）の提出が必要となります。又、園で薬を飲ませる場合は与薬依頼書が必要となっています。（薬

の容器に記名し、1回分ずつ持たせて下さい。） 

10. コロナウィルス感染防止対策の為、保育中に３７.５度以上の発熱の際には保護者の方に連絡を入れます。 

24時間発熱（熱が 37度以下で 24時間経過後）しなければ、登園可能となります。 

11. 座薬投与、予防接種後の登園はできません。 

12. 保育アプリ（イロドリンク）、玄関先及び掲示板などの連絡事項は、ご確認くださいますようお願いします。 

13. 門、玄関、戸は子ども達の安全を守るため、開けたら必ず閉めるようご協力お願いします。 

14. 保護者以外の方が送迎する時は、必ず園へご連絡をお願いします。 

15. 新入園児につきましては、入園後の一週間は慣らしで午前保育となります。（お迎え時間１１時～１２時） 

16. 在園児は、４月１日（金）から通常保育となります。 

17. 園用クラスカラー帽子は黄色ですが、普段かぶっている帽子や、兄弟の使用した物でも良いです。 

（紐のゆるみは、危険を伴うことがありますのでご確認お願いします。） 

18. 連絡帳は、5冊分まとめての代金徴収となり、追加になりましたらその都度徴収致します。 

19. 教材費・アレルギー児はアレルギー検査結果票(必須)を４月４日（月）までに提出お願いします。 

たんぽぽぐみ・1歳児クラスの持ち物 



  毎日の持ち物 

◎連絡ノート   ◎帽子（ゴムつき） 

◎顔拭きタオル・・・・２枚（ハンドタオルサイズ） 

◎手拭タオル・・・・・1枚（ひも付き） 

◎体拭きタオル・・・・フェイスタオル 

◎コップ・・・・１個（専用巾着袋に入れて） 

◎着替え・・・・紙おむつ ２枚（名前記入）新入園児は２～３枚多めに 

             ズボン、上着（各３～4枚）≪薄着≫ 

             パンツ 3～４枚    肌着２～３枚 

     ※リュックサックに毎日の持ち物を入れて登園して下さい。    ※毎日靴登園です。 

毎週月曜日に持たせる物 

◎お昼寝のお布団セット 

年度初め・途中で持ってくる物 

＊ティッシュペーパー1箱（その都度追加あり） 

＊５斤のビニール袋（100枚入り） 1シメ（汚れ物入れに使用） 

令和４年度                                             鳳友福祉会 つなぐ認定こども園 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※注意事項 

1. 各クラスの活動に合わせ規則正しい生活を送る上でも 9時までに登園お願いします。 

2. 週の始めに爪が伸びていないか、清潔チェックをお願いします。 

3. すべての持ち物に名前を書いてください。（洗濯で薄くなってきたら、書き足すようお願いします。 

4. 靴は着脱しやすいサイズの合ったデザインを選んでください。(スリッパ・サンダルは不可) 

5. 体調の悪い日・欠席する場合は、朝９時までに連絡下さい。 

6. 土曜日保育を希望する場合は、その週の木曜日午前中までに担任まで連絡下さい。 

7. 園にはアレルギー児もいる為、登園時の顔や服の汚れに気をつけ、食べ物の持ち込みのないようご協力お願

い致します。また、ご自宅など園外からの玩具は持たさないようにお願いします。 

8. フード付きの上着は危険を伴うこともありますので園で着用することはできません。 

9. 伝染病に感染した場合は園へご連絡ください。再登園の際には、必ず完治証明（医者記入）又は登園届（保

護者記入）の提出が必要となります。又、園で薬を飲ませる場合は与薬依頼書が必要となっています。（薬

の容器に記名し、1回分ずつ持たせて下さい。） 

10. コロナウィルス感染防止対策の為、保育中に３７，５度以上の発熱の際には保護者の方に連絡を入れます。

２４時間発熱（熱が 37度以下で 24時間経過後）しなければ、登園可能となります。 

11. 座薬投与・予防接種後の登園は、できません。 

12. 保育アプリ（イロドリンク）、玄関先及び掲示板などの連絡事項は、ご確認くださいますようお願いします。 

13. 門、玄関、戸は子ども達の安全を守るため、開けたら必ず閉める様ご協力お願いします。 

14. 保護者以外の方が送迎する時は必ず園へご連絡をお願いします。 

15. 新入園児は入園後の一週間は慣らし保育として午前保育となります。（お迎え時間１１時～１２時） 

16. 在園児は、４月１日（金）から通常保育となります。 

17. 園用帽子は黄緑色ですが、他園で購入した帽子、兄弟の使用していた物があれば利用して下さい。 

（紐のゆるみは、危険を伴うことがありますのでご確認お願いします。） 

18. 連絡帳は、5冊分まとめての代金徴収となり、追加になりましたら、その都度徴収致します。 

19. 教材費・アレルギー児はアレルギー検査報告書(必須)を４月４日（月）までにご提出をお願いします。 

 

ゆりぐみ・２歳児クラスの持ち物 



毎日の持ち物 

◎連絡ノート     ◎手拭タオル・・・・・1枚（紐つき） 

◎摩擦用タオル・・・1枚（スポーツタオルサイズで子どもの手で絞ったり出来る薄手の物） 

◎コップ・・・・１個（専用巾着袋に入れて） 

○水筒・・・(水かお茶)◎着替え・・・・３～４セット（ズボンは半ズボン） ◎帽子（ゴムつき） 

毎週月曜日に持たせる物 

◎お昼寝のお布団セット（カバーをかけて下さい。） 

※６月頃から布団の代わりにタオルケット２枚になります。 

年度初め・途中で持ってくる物 

＊ティッシュペーパー1箱 （途中で追加あり） 

＊５斤のビニール袋２（100枚入り） ２シメ（汚れ物入れに使用） 

 ＊雑巾 1枚 

令和４年度                                             鳳友福祉会 つなぐ認定こども園 

                          ０歳児クラスの持ち物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※注意事項 

1. 各クラスの活動に合わせて規則正しい生活を送る上でも 9時までに登園お願いします。 

2. 週の始めに爪が伸びていないか、清潔チェックをお願いします。 

3. すべての持ち物に名前を書いてください。（洗濯で薄くなってきたら、書き足すようお願いします。） 

4. 靴は履いたり脱いだりしやすいサイズの合ったデザインを選んでください。(スリッパ・サンダルは不可) 

5. 体調の悪い日・欠席する場合は、朝９時までに連絡下さい。 

6. 土曜日保育を希望する場合は、その週の木曜日午前中までに担任まで連絡下さい。 

7. 園にはアレルギー児もいる為、登園時の顔や服の汚れに気をつけ、食べ物の持ち込みのないようご協力お願

い致します。また、ご自宅など園外からの玩具は持たさないようにお願いします。 

8. フード付きの上着は危険を伴うこともありますので園で着用することはできません。 

9. 伝染病に感染した場合は園へご連絡ください。再登園の際には、必ず完治証明（医者記入）又は登園届（保

護者記入）の提出が必要となります。又、園で薬を飲ませる場合は与薬依頼書が必要となっています。（薬

の容器に記名し、1回分ずつ持たせて下さい。） 

10. コロナウィルス感染防止対策の為、保育中に 37.5度以上の発熱をした際には保護者の方に連絡を入れます。 

２４時間発熱（熱が 37度以下で 24時間経過後）しなければ、登園可能となります。 

11. 座薬投与・予防接種後の登園は、できません。 

12. 保育アプリ（イロドリンク）、玄関先及び掲示板などの連絡事項は、ご確認くださいますようお願いします。 

13. 門、玄関、戸は子ども達の安全を守るため、開けたら必ず閉める用にご協力お願いします。 

14. 保護者以外の方が送迎する時は必ず園へご連絡をお願いします。 

15. 新入園児は入園後の一週間は慣らしで午前保育となります。（お迎え時間１１時～１２時） 

16. 在園児は、４月１日（金）から通常保育となります。 

17. 園用帽子はピンク色ですが、他園で購入した帽子、兄弟の使用していた物があれば利用して下さい。 

(紐のゆるみは、危険を伴うことがありますのでご確認お願いします。) 

18. ３歳児からはお話しも上手になるので、連絡ノートは毎日ではなく月ごとに書ける様式に変わります。 

スペースが足りなくなったら、紙を貼り付けてご利用下さい。 

19. 教材費・アレルギー児はアレルギー検査報告書(必須)を４月４日（月）までに提出お願いします。 

ひまわりぐみ・3歳児クラスの持ち物 



毎日の持ち物 

◎連絡ノート 

◎手拭タオル・・・・・1枚（紐つき） 

◎摩擦用タオル・・・1枚（スポーツタオルサイズで子どもの手で絞ったり出来る薄手の物） 

◎コップ・・・・１個（専用巾着袋に入れて）○水筒・・・(水かお茶) 

◎着替え・・・・３～４セット（ズボンは、半ズボンでお願いします。） 

◎帽子（ゴムつき） 

毎週月曜日に持たせる物 

◎お昼寝のお布団セット（タオルケット２枚夏用） 

 

年度初め・途中で持ってくる物 

＊ティッシュペーパー１箱 ※島ぞうり 

＊５斤のビニール袋（100枚入り） ２シメ（汚れ物入れに使用） 

 ＊フェイスタオル・・１枚（粗品の物でいいですよ）  

令和４年度 .                                          鳳友福祉会 つなぐ認定こども園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※注意事項 

1. 各クラスの活動に合わせ規則正しい生活を送る上でも 9時までに登園お願いします。毎日体操がありますので

動きやすい服装で、髪の長い子は髪を結んで登園お願いします。 

2. 週の始めに爪が伸びていないか、清潔チェックをお願いします。 

3. すべての持ち物に名前を書いてください。（洗濯で薄くなってきたら、書き足すようお願いします。） 

4. 靴は履いたり脱いだりしやすいサイズの合ったデザインを選んでください。(スリッパ・サンダルは不可) 

5. 体調の悪い日・欠席する場合は食事の都合もありますので朝９時までに連絡下さい。 

6. 土曜日保育を希望する場合は、その週の木曜日午前中までに担任まで連絡下さい。 

7. 園にはアレルギー児もいる為、登園時の顔や服の汚れに気をつけ、食べ物の持ち込みのないようご協力お願い

致します。また、ご自宅など園外からの玩具は持たさないようにお願いします。 

8. フード付きの上着は危険を伴うこともありますので園で着用することはできません。 

9. 伝染病に感染した場合は園へご連絡ください。再登園の際には、必ず完治証明（医者記入）又は登園届（保護

者記入）の提出が必要となります。又、園で薬を飲ませる場合は与薬依頼書が必要となっています。（薬の容

器に記名し、1回分ずつ持たせて下さい。） 

10. コロナウィルス感染防止対策の為、保育中に 37.5度以上の発熱をした際には保護者の方に連絡を入れます。 

11. 24時間発熱（熱が 37度以下で 24時間経過後）しなければ、登園可能となります。 

12. 座薬投与・予防接種後の登園は、できません。 

13. 保育アプリ（イロドリンク）、玄関先および掲示板などの連絡事項は、ご確認くださいますようお願いします。 

14. 門、玄関、戸は子ども達の安全を守るため、開けたら必ず閉める用にご協力お願いします。 

15. 保護者以外の方が送迎する時は必ず園へご連絡をお願いします。 

16. 新入園児は入園後の一週間は慣らしで午前保育となります。（お迎え時間１１時～１２時） 

17. 在園児は、４月１日（金）から通常保育となります。 

18. 園用帽子は 4歳児がオレンジ、5歳児が赤を使用していますが、他園で購入した帽子、兄弟の使用していた物

があれば利用して下さい。（紐のゆるみおよび名前の確認をお願いします。） 

19. 教材費・アレルギー児はアレルギー検査報告書(必須)を４月４日（月）までに提出お願いします。 

さくら・らんぐみ 4・５歳児クラスの持ち物  
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