
品　　名 ぱんだ きりん くじら 備  　考

肌着（半袖又はランニング） ３枚 ２枚 ２枚 ・吸汗性の良い「綿」の物。

パンツ ２枚 ２枚 2枚 ・保育園より借りた場合は、新品の返却となります。

上着・ズボン ３枚 ３枚 ３枚

靴下 1足 1足 1足

＊遊びの中で汚れる事がありますので、汚れても良い服をお持ち下さい。

シ
ー
ツ
関
係

シーツ持ち帰り用袋 １枚 １枚 １枚

・持ち帰りのシーツ等を入れる袋です。
・シーツ、毛布の入る大きめな袋。
・布地（縦５㎝×横１５㎝位）に名前を書いて袋の
　中央部に縫いつけて頂くとわかりやすいです。
・くじら組は、途中より風呂敷使用となります。
　時期については担任よりお知らせ致します。

敷き布団 １枚 １枚 １枚

・寸法＝７０㎝×１２０㎝
（薄すぎない物をご用意ください）
・布団をふとん庫から出す際に分かりやすいように、
　折り畳んだ外側中央に横書きで大きく名前を記入
　して下さい。

毛布 １枚 １枚 １枚
・寸法＝９０㎝×１２５㎝位　（厚手の物）
　毛布の中央に、横書きで大きく名前を記入して下さい。

タオルケット １枚 １枚 １枚
・寸法＝９０㎝×１２５㎝位
・通年使用します。
　中央に、横書きで大きく名前を記入して下さい。

布団カバー（シーツ） １枚 １枚 １枚
・敷き布団の大きさにあった物をご用意下さい。
　四隅にひもなど付けたもの、チャック式ですと
　子どもが扱い易いです。

【衣類】

【シーツ持ち帰り用袋】

※シーツ交換後は、布団庫へ保護者がしまって下さい。
※土曜日にシーツをかける場合は、7：００～１１：００、１５：００～１７：００
   布団乾燥の日は１５：００～１７：００になります。

寝具類は全て（敷布団、カバー、毛布、タオルケット等）布団の中央に布地に名前を書いた物
を縫いつけて下さい。直接書いていただいても結構です。（布団を引き出す時に分かりやすい
よう、半分に折った所に大きく）

準備用品一覧表（３，４，５歳児クラス）

＊衣類の数につきましては、１日の生活の中で使用する目安です。汚れて持ち帰った場合は、同じ数だけ補充して下さい。

衣
類
箱

・ズボンの裾が長いとけがをする原因になりますの
　で直して下さい。フードのついている物、オーバー
　オール等のつなぎのズボン、スカートズボン、又
　チュニック等丈の長い上着は避けて下さい。

【敷布団】 【毛布・タオルケット】 【布団カバー】



品　　名 ぱんだ きりん くじら 備  　考

歯ブラシ
歯ブラシケース

１本 １本 １本
・歯ブラシ、歯ブラシケースともに大きく名前を記入
　て下さい。歯ブラシは毎日持ち帰ります。

上履き １足 １足 １足

・毎週末持ち帰りますので、洗濯をお願いします。
・避難訓練の際は、上履きのまま避難しますので、
　訓練で使用した際も持ち帰りとなります。
・シンプルな物をご用意ください。

上履き入れ袋 １枚 １枚 １枚
・上履きの持ち帰りに使用します。
（レジ袋でも可）

外靴 １足 １足 １足 ・園庭遊びに使用します。  毎週持ち帰ります。

外靴入れ袋 １枚 １枚 １枚
・外靴の持ち帰りに使用します。
（レジ袋でも可）

通園リュック １個 １個 １個
・持ち物の入る大きさの物
・キーホルダー、お守り等はつけないで下さい

口拭きタオル １枚 １枚 １枚

・給食やおやつの時に口の周りの汚れを拭くのに
　使います。毎日お持ちください。
・おやつの際にも使用することがありますので、
　予備を衣類箱に入れておいて下さい。

手拭きタオル ２枚 ２枚

２枚
(ハンカチ）

１つ
（ティッ
シュ）

・タオル掛けに掛けられるように、紐を付けて下さ
　い。（ハンドタオル）１日の中で交換します。
　くじら組は、ハンカチとなります。ポケット
　ティッシュも持参です。

連絡帳 1冊 １冊 １冊
・保育園で販売します。
・シール等貼らないようにしましょう。

コップ １個 １個 １個

・子どもが使いやすい物で片柄がついている物。
　（洗いやすいシンプルな形）おもちゃ要素の物は
　避けて下さい。（二重のコップ、中の物が動く等）
・名前は側面に油性マジックで記入して下さい。
　（消えやすいのでまめに確認して下さい。）

コップ袋 １枚 １枚 １枚 ・寸法＝１７㎝×１９㎝位　巾着式

汚れ物衣類等を入れる袋
２枚
予備用
１枚

２枚
予備用
１枚

２枚
予備用
１枚

・レジ袋等 に名前を記入して下さい。
・忘れた場合は、保育園で貸し出します。新しい
   物を返却して下さい。予備用として１枚袋を
   衣類箱に常備して下さい。
（子どもが入れやすいように袋の口が閉まらない物）

■髪の毛の長いお子さんは、ゴム等（輪ゴムは切れやすい）で結うよう、また飾りの付いたゴ
ムやピンは接触等で危険なこともありますので避けてください。
■キャラクターのキーホルダ、シールなどをリュックや持ち物に付け過ぎますと紛失やトラブ
ルの誘引になりますので控えてください。また、おもちゃ類やお菓子を 園内でやり取りするの
はご遠慮ください。

※すべての物に名前を書き込んでください。

園
保
管

通
園
カ
バ
ン
内
（
毎
日
持
参
し
、
持
ち
帰
り
ま
す
）

【歯ブラシケース・コップ・コップ袋】

【口拭きタオル】

【通園リュック】

【幼児連絡帳】 保育園で販売



品　　名 きんぎょ ひよこ うさぎ 備  　考

紙オムツ(紙パンツ） 5枚 5枚 5枚 ・身体にあった物。

おしりふき １個 １個 １個
・おしり拭きは園保管になります。無くなったら補充
　して下さい。

肌着（半袖又はランニング） ３枚 ３枚 ３枚 ・身体にあった物。吸汗性の良い「綿」の物。

トレーニングパンツ
又はパンツ

不要 個別 3枚

・パンツは必要に応じて。
　（排泄の回数によっては５枚ほど必要になる場合も
　あります）保育園より貸し出した場合は、新品で
　返却となります。

上着・ズボン ３枚 ３枚 ３枚

靴下 ２足 2足 ２足

＊遊びの中で汚れる事もありますので、汚れても良い衣類をお持ち下さい。

シ
ー

ツ
関
係

シーツ持ち帰り用袋 １枚 １枚 １枚

・持ち帰りのシーツ等を入れる袋です。
・シーツ、毛布の入る大きめな袋。
・布地（縦５㎝×横１５㎝位）に名前を書いて袋の
　中央に縫い付けて頂くと分かりやすいです

敷き布団 １枚 １枚 １枚

・寸法＝７０㎝×１２０㎝
（薄すぎない物をご用意ください）
・布団をふとん庫から出す際に分かりやすいように、
　折り畳んだ外側中央に横書きで大きく名前を記入
　して下さい。

毛布 １枚 １枚 １枚
・寸法＝９０㎝×１２５㎝位（厚手の物）
　毛布の中央に横書きで大きく名前を記入して下さい。

タオルケット １枚 １枚 １枚
・寸法＝９０㎝×１２５㎝位
・通年使用します。
　中央に、横書きで大きく名前を記入して下さい。

布団カバー（シーツ）１枚 １枚 １枚
・敷き布団の大きさにあった物をご用意下さい。
　四隅にひもなど付けたもの、チャック式ですと
　子どもが扱い易いです。

衣
類
箱

＊衣類の数につきましては、１日の生活の中で使用する目安です。汚れて持ち帰った場合は、同じ数だけ補充して下さい。

寝
具
類

※シーツ交換後は、布団庫へ保護者がしまって下さい。
※土曜日にシーツをかける場合は、7：００～１１：００、１５：００～１７：００
   布団乾燥の日は１５：００～１７：００になります。

寝具類は全て（敷布団、カバー、毛布、タオルケット等）布団の中央に布地に名前を書いた物
を縫いつけて下さい。直接書いていただいても結構です。（布団を引き出す時に分かりやすい
よう、半分に折った所に大きく）

準備用品一覧表（０、１、２歳児クラス）

・ズボンの裾が長いとけがをする原因になりますの
　で直して下さい。フードのついている物、オーバー
　オール等のつなぎのズボン、スカートズボン、又
　チュニック等丈の長い上着は避けて下さい。

【紙オムツ】 【おしりふき】



品　　名 きんぎょ ひよこ うさぎ 備  　考

歯ブラシ
歯ブラシケース

１本 １本
・大きく名前を記入して下さい。
・きんぎょ組のお子さんの使用時期については、
　担任より声を掛けさせて頂きます。

園用外靴 １足 １足 １足
・避難用としてもお預かりいたします。きんぎょ
　組は歩行が確立したら、担任より声を掛けさせて
　頂きます。週に１回程度を目安に持ち帰ります。

通園カバン １個 １個 １個 ・持ち物を一つにまとめられる大きめのバッグ。

手拭きタオル  2枚  2枚  2枚

・タオル掛けに掛けられるように、紐を付けて
　下さい。（ハンドタオル）
・きんぎょ組は立位が安定した頃より使用となり
　ますので追ってお知らせいたします。

よだれかけ

ガーゼ ３枚 ・ミルクを飲む時期だけ必要です。

エプロン ２枚 ２枚 ２枚 ・給食、１５時のおやつに使用します。

口拭き ３枚 ３枚 ３枚 ・ハンドタオルの物を用意してください。

連絡帳 1冊 1冊 1冊 ・保育園で販売します。

コップ

１個
但し
１歳に
なって
から

１個 １個

・子どもが使いやすい物で片柄がついている物。
　（洗いやすいシンプルな形）おもちゃ要素の物は
　避けて下さい。（二重のコップ、中の物が動く等）
・名前は側面に油性マジックで記入して下さい。
　（消えやすいのでまめに確認して下さい。）

コップ袋 １枚 １枚 １枚 ・寸法＝１７㎝×１９㎝位　巾着式

トイレ汚れもの用袋 １枚 １枚 １枚
・朝、トイレの所定の場所に掛けて下さい。
・レジ袋等などで結構です。忘れた場合は、保育園
   で貸し出します。新しい物を返却して下さい。

汚れ物衣類等を入れる袋
2枚
予備用
１枚

2枚
予備用
１枚

2枚
予備用
１枚

・レジ袋等 に名前を記入して下さい。
・忘れた場合は、保育園で貸し出します。新しい
   物を返却して下さい。予備用として１枚袋を
   衣類箱に常備して下さい。
（子どもが入れやすいように袋の口が閉まらない物）

※すべての物にわかりやすく名前を付けてください

園
保
管

必要に応じて通
園
カ
バ
ン
内
（
毎
日
持
参
し
、
持
ち
帰
り
ま
す
）

■髪の毛の長いお子さんは、ゴム等（輪ゴムは切れやすい）で結うよう、また飾りの付いたゴ
ムやピンは接触等で危険なこともありますので避けてください。
■キャラクターのキーホルダ、シールなどをリュックや持ち物に付け過ぎますと紛失やトラブ
ルの誘引になりますので控えてください。また、おもちゃ類やお菓子を 園内でやり取りするの
はご遠慮ください。

※０，１，２歳児のみ延長保育でおやつ・夜食を食べる場合は別にエプロン、口拭きをご用意下さい。

【乳児連絡帳（１，２歳）】保育園で販売　　　【乳児連絡帳（０歳）】保育園で販売　　

【エプロン】


