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【保 育 園 の 概 要】 

施設名

所在地

設置年月日

定員

施設管理者

事業主

Sunny Side 保育園 

阿南市富岡町第住町５０４ 駐車場有 

TEL ０８８４－４５－０３６１ 

平成２６年４月１日 

２６名 

園長 濱田 芙美 

㈱岡部機械工業  ㈲樫の木商会   

運営代行会社  一般社団法人 阿南英語保育サービス 

【保 育 理 念】 

Living Learning Smiling 毎日が冒険！ 

見つけるみんなの幸せ、世界に羽ばたく保育園！ 

一． 子どもたちの知りたい、やってみたい、つたえたいをかたちにする 

一． 家族のようにふれあい、温かく、のびのびと愛されるこども 

【保 育 目 標】 

明るく元気な子ども 

豊かな感性と思いやりのある子ども 

よく考え工夫するこども 

We are family !!! 



【保 育 園 の 特 徴】 

 

ALL Englishの世界 

登園してきた子どもたちは「Good morning！」と元気に挨拶をしてくれます。降園まで一日中英語のシャ

ワーを浴びていますので、吸収がとても早く職員も驚いています。＊英検 Jr.認定校（旧称：児童英検） 

 

 

外国人支援員が常駐、日本人保育士も英会話研修を受けています 

外国人講師はネイティブスピーカー！日本人保育士も英語力の保持のため英会話レッスンを受けています。

日本人職員は全員保育士資格をもっているので、安心して預けていただけます。 

 

 

恵まれた環境 

園庭には砂場や遊具が設置！近くには、公園や神社、コスモス畑など自然がたくさんあり、お天気の良い日

は必ずといっていいほどお外に出ています。 

 

 

融通の利く利用時間（土曜日、祝日も OPEN！） 

勤務証明書の提出は必要なく、日曜日以外はどなたでも朝７：３０から預けることができます。 

急な残業や予定等がはいれば、夜８：００までご利用いただけますので、時間をきにせずお仕事や家事に専

念できます。（７：３０～、１８：００以降は延長料金が必要です） 

 

 

少人数制できめ細やかな保育 

少人数保育なので、目が行き届き、子どもたちとゆったり関わることができます。外国人講師も保育にはい

りクラス分けをしているため、英語の習得もはやく数ヶ月で話せるようになります。 

 

    Let’s play English!!! 
 



    
 

【Daily Curriculum】 

塾や英語教室と違い、限られた時間内で詰め込むのではなく、遊びや活動を通して楽しみながら自然に英語

が身に付くスタイルです。 

 

   
 

 
追記 

＊午前：自由遊び、体調チェックを行います 

    排泄やトイレトレーニングを行います 

＊午後：午睡中、年長児はお勉強（自由）をします 

＊設定保育では、先生たちが考えたプログラムに沿って英語を使いながら楽しく遊びます。 

 

 

 



【園 で の 過 ご し か た や 決 ま り ご と】 

 

[保 育 時 間] 

◎Monday to Friday 7:30-18:30  Saturday&Holiday 8:00-17:00 
※土曜日・祝日は 7:30から利用できますが、事前にお知らせください。 

＊7:30-8:00 18:00-19:00 は延長料金が必要です。 

◎日曜日、年末年始は休園日です。祝日で預かり園児が少ない場合または、日曜日等に行事がある場合は、

別日に臨時休園することもあります。 

◎保育時間に間に合わない場合や、お休みの場合、欠席日が分かっている場合は必ず連絡下さい。 

◎慣らし保育期間は月齢や状況により異なりますが、初日～3 日目：2 時間ほど、3～4 日目：昼食までを

ベースにして頂きます。お子様の状況や保護者様の就労時間によって期間を延長することもあります。 

                                                                                 
[飲 食] 

◎基本は、ご家庭からのお弁当持参です。夏場は冷蔵庫や保冷容器で保管し提供します。 

◎給食サービスを希望の方は、前月の 20日までに次月分の注文用紙に記入してください。お弁当代は保育

料と一緒に集金しますので、当日お持ちいただく必要はありません。 

＊委託会社：株式会社アイテイスト（ホテル石松）・ふくなが ＊アレルギー対応可（場合によって不可） 

◎おやつ、麦茶は保育園で用意します。 

◎食物アレルギーのあるお子様は、入所前に必ず医師の診断書を提出してください。入所後に発症した場合

も遅滞なく連絡下さい。 
 

 

[行事・年間スケジュールについて] 

◎年間を通して、自然や環境への理解を深め、知的好奇心をのばす海外風行事を行います。もちろん、日

本文化を取りいれた夏祭りや節分もあります。 

◎保育園では毎日お昼寝をしますが、4歳児以上は夏のプール後からお昼寝しません。ただし、体調や様子

を見ながら調整します。 
 

 

[記名について] 

◎着替えの服、下着、靴下、靴など持ち物には紛失等を防ぐため、はっきりと名前を記入してください。 

◎入園申込書や返信用のお手紙などは、記入漏れのないようお願いします。 

◎お子様のお名前は全てローマ字表記でお願いします。 

 



[病気・健康について] 

◎毎朝、ご自宅で検温をお願いします。３７．５度以上の熱がある場合は登園をお断りします。園で上記

のような状態（発熱・嘔吐・腹痛等）になった場合は、第１優先者の緊急連絡先へ連絡しますので、すぐ

にお迎えに来てください。 

◎感染症になり完治後の登園は、必ず治癒証明書、または登園許可証が必要です。園に指定のものがあり

ますので職員へお声がけ下さい。担当医の署名でも結構です。 

◎投薬（塗り薬含む）は基本行いません。誤飲を防ぐためにも必ず朝晩の処方にしてもらってください。 

 
[利用料について] 

◎保育料と諸費は、当月分毎月 10日までにお支払いください。前月末に月謝袋に料金を記入しています

ので、おつりがないよう職員へ直接お渡しください。 

◎水道光熱費、コピー代、損害賠償保険料、冷暖房費等は、保育料、諸費に含みます。 

◎兄弟入園の場合は、上のお子様の保育料が半額になり、入園料は一人分のみです。 

◎退園、休園、コース変更を希望する場合は、退会月の前月１０日までに必ずお伝えください。（いかなる

理由があっても、それ以降にお申し出の場合は、翌月分の利用料が発生しますのでご注意ください） 

◎休園可能期間は２ヶ月です。２ヶ月以上休会する場合は３ヶ月目から休園手数料２，５００円（月）が

発生します。 

◎週１～5までのコースは基本固定曜日での登園です。 

◎週 1～週 3コースの方は、1回のみ振替が可能です。2回目以降の振替は認めません。 

※ただし、振替は 1ケ月以内に消化してください。 

◎入園時は、年齢別に応じた入園セットを購入して頂きます。 
 

[安全・設備・環境・その他] 

◎各自ロッカーがあります。小さいお子様は保護者が保育室まで行き荷物の出し入れをお願いします。 

◎駐車場はありますが、数台しか停めれませんのでスムーズに登降所をお願いします。 

◎通常送迎者と異なる場合は、身分証明書（免許証）の提示を求めることもあります。 

◎避難訓練、誕生日会、身体測定は毎月実施します。 

避難場所→富岡西高等学校。緊急時は Line、電話でお知らせします 

◎歯科検診、内科検診は保育園内で年 2回、無料で実施します。（園医：井坂歯科・岸医院） 

◎台風による警報が発令されても開園します。ただし、職員が出社できない場合、避難指示や特別警報、

天変地異などの理由により開所が困難な場合は、急遽休園することがあります。 

◎入園時の状況に変更があった場合はお知らせください。（勤務場所の変更・家族構成の変更・住所の変更

など） 

◎日々の相談事、お困りのこと、苦情などは話しやすい職員まで何なりとご相談ください。 



◎提出していただく個人情報書類につきましては、職員一同、守秘義務にのっとり対応しております。 

◎損害賠償保険（施設・生産物）に加入していますが、心臓病など持病がある場合は責任を負いかねま

す。 

◎日々の生活の様子は、Facebook、Youtube、Blog、Twitter、園オリジナルホームページで見る事がで

きます。QRコードを取得し保育園の雰囲気をご覧ください。 

 

    
 

【入園手順】 

問い合わせ 

    ↓    ※どんな質問でも丁寧にお答えします。 

体験・見学 

    ↓    ※英語、生活を体験できます。 

検討 

    ↓    ※ご検討頂く時間を設けております。 

入園決定/お手続き 

         ※入園申込書・入園同意書・入園料をおもち頂きます。 

 

【Questionコーナー】 

 

Ｑ：週１回から通うことができますか？ 

Ａ：もちろんです。週 1日～週 6日のコースがございます。 

   （日数によって金額は異なります） 
 

Ｑ：本当に英語を習得できますか？ 

Ａ：個人差はありますが、日中は外国人の先生を含め日本人保育士も英語で保育をするので、習得は早い 

です。1歳児も、「It's mine don't touch（これ、私のもの！取らないで～^^）」などと言えるよ 

うになっています。 
 

Ｑ：どんな行事がありますか？ 

Ａ：インターナショナルということで、Halloweenや Easterなど 海外のイベントもとりいれています。  

もちろん、日本伝統の夏祭りや節分も行います！ 
 

Ｑ：どんな先生達がいますか？ 

Ａ：明るくパワフルな先生ばかりです！先生の取り合いになってます。 
 



Ｑ：事業所内託児所って何ですか？ 

Ａ：当園は、3つの企業が共同で運営している保育園になります。 

ただ、地域のお子様もご利用頂けますのでご安心ください。 
 

Ｑ：認可保育所（他の保育園）と何が違いますか？ 

Ａ：保育士の配置基準や安全面に関して認可保育所と変わりません。 

英語での行事は認可保育所と違うところです。 
 

Ｑ：保護者も子どもも英語が初めてですが大丈夫ですか？ 

Ａ：もちろん大丈夫です。ご安心ください。 

最初は情緒の安定を図るために日本人保育士が、親しみのある日本語で言葉がけをし慣れてきたら英 

語で関わります。保護者と外国人講師が触れあえるイベント「外国人の先生と英語を学ぼう♪」を 

月１回開催していますので、少しづつ雰囲気にも慣れると思います。 
 

Ｑ：日本の文化や歌などは習いますか？ 

Ａ：はい！通常保育の中に、外国と日本の文化をうまく取り入れています。 

四季折々にあった日本の歌もうたいます。 
 

【Pictureコーナー】 

行事やイベント、日頃の様子です。お子様もバイリンガルなる日が近い？！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

【も ち も の】 
 

＜はじめにおもちください＞ 

健康保険証の写し  母子手帳（健康診断書）の写し  入園申込書  入園同意書 

健康診断書  歯科診断書  ティシュペーパー（５） 消毒ジェル  おしりふき（３） 

布団セット  着替え（２） ビニール袋４５Ｌ（２） 

＊（カッコ）内は、個数です。 

 

＜毎日もってくるもの＞ 

かばん  ループタオル（１） カラー帽子  お帳面  マグカップ  歯磨きセット 

乳幼児さんは、オムツ・ほ乳びん・粉ミルク・給食エプロンなど必要なものをお持ちください。 

 
 

      
 
 

      
 
 
＊個人の持ちものには、必ずローマ字で記名下さい。 

＊個人のロッカー、靴箱、タオルかけを用意しています。 

 
 

FUMI 

Chiho 

Tasha 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sunny Side 保育園 入園申込書 
                              記入日：西暦     年   月  日 

 

 

【コース選択】 希望コースに○をしてください 

週１日コース 週２日コース 週３日コース 

週４日コース 週５日コース 週６日コース 

半日コース 

※週６コース以外の方は、以下 

希望日をご記入下さい。 
（ ）曜日（ ）曜日（ ）曜日（ ）曜日（ ）曜日 

送迎時間/送迎者 送り時間/送迎者（   /   ）  迎え時間/送迎者（   /   ） 

フリガナ  性別 

お子さま氏名 
  

生年月日  

年 齢 （    ）歳 （    ）ヶ月   

食 事 偏食（あり ・ なし）   食事の量（多い ・ 普通 ・ 少ない） 

排 泄 オムツのみ ・ トレーニング中 ・ 日中パンツで過ごす 

性 格 優しい  活発  よく泣く  内気  頑固  わがまま 

ミ ル ク 回数（    時間に一回）    量（     ml） 

離 乳 食 回数（1 日に        回） 

フリガナ  生年月日  

保護者氏名 

 自宅℡  

続柄  

フリガナ  生年月日  

保護者氏名 

 自宅℡  

続柄  

ご住所 

〒    －                    ※マンション名・部屋番号までご記入ください。 

第 1 優先 

緊急連絡先 

氏   名 続 柄 勤務先 雇用形態 緊急連絡先 

   正社員 ・ 契約社員 

ﾊﾟｰﾄ/ｱﾙﾊﾞｲﾄ ・ その他 

携帯 

勤務先 

第 2 優先 

緊急連絡先 

   正社員 ・ 契約社員 

ﾊﾟｰﾄ/ｱﾙﾊﾞｲﾄ ・ その他 

携帯 

勤務先 

ご兄弟 

氏   名 続 柄 生年月日 年 齢 

  西暦     年  月   日  

  西暦     年  月   日  

雇用保険番号 氏名               （保護者） 
番号 

 
たてよこ 3 ㎝以上、 
点線の枠内でお子さま

のお顔がわかるお写真

をお貼りください。 
スナップ写真ＯＫ 



 

【お子さまの健康状態】 

＊現在、治療中の病気やけがはありますか？（ある場合は、具体的な病気やけがの名称をご記入ください。） 

    はい  ・  いいえ 

具体名： 

 

＊かかりつけ医さんをご記入下さい →  

＊過去に大きなけがや病気をされたことはありますか？ある場合は病気やけが、時期をご記入ください。） 

    はい  ・  いいえ 

具体名：                        時期： 

＊現在、服用している薬はありますか？（ある場合は具体的なお薬名・服用量をご記入ください。） 

    はい  ・  いいえ 

具体名：                        服用量： 

＊アレルギー（薬・食物・動植物等）食べ物制限、喘息、アトピー等に注意が必要ですか？ 

（必要な場合は、具体的にご記入ください。）  はい  ・  いいえ 

具体的注意点： 

＊熱性けいれんの経験はありますか？ 

    はい  ・  いいえ 

＊英語にふれたことはありますか？ 

    はい  ・  いいえ 

＊その他、職員に対して希望されることや気を付けてもらいたいことをご記入ください。 

 

 

【個人情報の取り扱いについて】 

 
ご記入いただいた個人情報は、適切に管理し、下記の目的以外で利用することはございません。 

1. サービスのご提供、お申込み受付、入園審査等の手続き、その他の諸対応 

2. サービス・イベント・キャンペーン・セミナー等に関するお知らせ。その他のＰＲ 

3. イベント・キャンペーン・セミナー等の企画、運営、管理、その他諸対応 

4. 緊急時のご連絡、お問い合わせ、その他諸対応 

 

 

ご記入いただいた個人情報は会員様の同意なしに第三者に開示されることは一切ありません。ただし、 

下記の場合を除きます。 

1. 法令の指示により開示を求められたとき場合 

2. お子さま、保護者様ご本人もしくは第三者の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合 

3. 統計、分析などの目的で個人識別ができない状態に加工された場合 

4. 業務委託先への情報提供 

 

 

事業遂行上、個人情報の取り扱いを含む業務を委託する場合、当該委託先と守秘義務契約を締結し、委託した 

個人情報の安全管理が図れるよう適切な管理、監督を行います。 

・個人情報を扱える担当者は不正アクセスや紛失、漏洩などに対する予防に努め、以下の通り徹底した管理を行います。 
・個人情報が含まれる紙媒体やその他の電子媒体は必ず施錠できるキャビネットに保管し、厳密な鍵の管理をいたします。 

・サーバ上の電子データはＩＤ・パスワードを設定し、アクセスを特定の担当者に制限しています。サーバの管理は外部の事業者に委託しておりま

すが、当該委託先と守秘義務を締結し、適正な管理・監督を行っています。 



Sunny Side 保育園 入園同意書 
 
Sunny Side 保育園に入園するにあたり、下記事項を確認のうえ、ご署名ご捺印お願いいたします。 
 
 
【入園資格について】 
・ 入園のしおり、利用方針に同意される方。 
・ 感染症その他、他人に感染する恐れのある疾病をお持ちでない方。 
・ 精神、身体に関しまして、障がいをお持ちではない方。 
 
 
【個人情報について】 
一般社団法人阿南英語保育サービスは、当社が保有する個人情報について「個人情報の保護に関する法律」に基

づき以下の事項を公表致します。 
 
1. 個人情報の利用目的 

(1) サービスの提供、申込受付、入会審査等の手続き。 
(2) サービス･イベント･キャンペーン･会費等に関するお知らせ、その他の企業 PR。 
(3) イベント･キャンペーン等の企画、運営、管理、その他の諸対応。 
(4) 緊急時のご連絡、お問合せ、その他諸対応。 
(5) メールマガジンの送付。 
(6) 日常やイベントの写真・映像を店舗内、及び公開されたシステム（ホームページ、ブログ、Facebook 等）

へ掲載。 
(7) お子様の生活状況の確認の為に連絡。 
 

2. 委託について 
当社が個人情報の処理を外部へ委託する場合には、漏えいや再提供を行わないよう契約により義務づけ適切

な管理を実施させていただきます。 
 

3. 提供について 
個人情報を利用目的の範囲内で利用するとともに、適切な方法で管理し、法令で認められた場合を除き、ご

本人の承諾無く第三者に開示・提供することはありません。また利用目的外での利用や提供を防止するため

の規定や管理体制を整備します。 
 

4. 任意性について 
個人情報の提供については、お客様の自由なご判断にお任せいたします。ただし、必要な個人情報の一部を

ご提供いただけない場合、当社のサービスの一部をお受けいただけない場合がございますので、ご了承くだ

さい。 
 
５．個人情報の開示について 

当社は、開示対象個人情報について、利用目的の通知、開示、訂正、追加又は削除、利用の停止、消去又は

第三者への提供の停止を求められた場合は、これに応じます。その場合の問合せ窓口は、下記個人情報保護

管理者です。 
 

〒774-0030 徳島県阿南市富岡町第住町 504  
一般社団法人 阿南英語保育サービス 個人情報保護管理者  
電話: (0884)-45-0361（Sunny Side 保育所内に設置） 

 
【会費について】会費＝保育料・諸費 
・ 会費を滞納された時、また規約を守らない時は、退会して頂く場合がございます。 
・ お支払いただいた入園料、会費等は理由の如何にかかわらず返還いたしません。 
・ 月途中の解約は返金いたしません。 
・ 翌月のコースを変更・退会・休会の場合は、前月 10 日までにお申し出下さい。期日を過ぎてからの変更は

できません。10 日を過ぎると翌月の会費が生じます。 
 
 



【その他】 
・ 保育園内では、ケガが起きない様に十分注意しますが、万一ケガをした場合は園内で処置いたします。ただ

し、少々のすり傷、うちみ等はご了解下さい。 
・ 突発性熱性けいれんや事故等が発生した場合は、保護者様にご連絡しますが万が一繋がらない場合は緊急を

要す為、近隣病院へ救急搬送いたします。 
・ 食物アレルギーがあるお子様については、医師の診断書を必ず提出ください。 
・  
 
上記事項を確認し、入園いたします。 
 
 
 
平成   年   月   日 
 
お子様氏名            保護者氏名         印    続柄＿＿＿ 
 
 
□  保育園での生活や、イベントの写真・映像・お子様の写真を SNS に投稿することを承諾する方は、 

✓ チェックをお願いします。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

利 用 料 の ご 案 内  
 

 

 

入園料 ３２，４００円（初回のみ）   諸費 ２，５００円

（月） 
                                                           週１回 １，５００円 ＊税込表

記 

 

 
英語保育終日コース 回数 保育料（月） 諸費（月） 

 

7：30～１８：30 まで

お預かりします。 

７：３０～、１８：０

０～は別途延長料が必

要です 

（30 分 500円） 

週６回 ６０，０００円 １７，５００円 

週５回 ６０，０００円 １０，５００円 

週４回 ６０，０００円 ２，５００円 

週３回 ５０，０００円 ２，５００円 

週２回 ３７，０００円 １，５００円 

週１回 １８，０００円 １，５００円 

   

＊週 5までのコースは、基本固定曜日です。 

＊週 1～週３コースを利用の方のみ、振替が可能です。ただし、2回目以降の振替は認めません。 

＊振替は、1 カ月以内に必ず消化してください。 

＊兄弟児（２人目）半額です。※兄弟同時に利用の場合のみ。 

 

 

 

 

 

一時預かり 回数 保育料（時間） 諸費（日） 

開所時間内 利用可  １，０００円 ５００円 

＊入園料は必要ありません。 

 

 

 

 


