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平成 30 年度(2018 年度) 事業報告書
【2018 年 4 月 1 日～2019 年 3 月 31 日】

１．事業報告
①法人の概要
〇名称：学校法人大阪キリスト教学院 聖愛幼稚園
〇住所：大阪市阿倍野区丸山通１丁目 3 番 61 号
電話番号 ０６－６６５１－８０３９
FAX

０６－６６５１－８０３９

ホームページ http://www.seiai-kindergarten.jp/
〇定員：170 名（実員：163 名 2019 年 3 月 1 日現在）
〇教職員の状況
園長 1 名 学級担任 7 名(主任教諭 1 名含む) フリー教諭 13 名 保育補助 2 名
子育て支援担当教諭 2 名 職員 1 名
② 事業の概要
〇本園の教育目的及び方針
キリスト教精神に基づき、幼児期より宗教心を育み命の大切さや感謝の心を育てる保育を行って
いる。園児ひとりひとりの個性を大切にし、幼児が遊びの中で主体性を発揮し、心の通う保育を
すすめている。また、集団生活の中で感謝、思いやり、勇気、責任感、探究心、忍耐、協調性な
どの自主性、社会性の芽を育んでいる。幼児ひとりひとりが喜びにあふれ、心満たされる園生活
の中で健康で心豊かに神と人とに愛され、喜ばれる人として成長できるような保育を目指してい
る。
〇在園児数(201９年 3 月 1 日現在)
3 歳児：54 名(2 クラス)
4 歳児：54 名(2 クラス)

合計 155 名

5 歳児：55 名(2 クラス)
〇開園時間

月～土

7：30～19：00

〇休園日 日曜、祝日、夏季(8 月 12 日～15 日)
年末年始(12 月 29 日～1 月 4 日)
〇保育時間
月・火・木・金

9：00～14：00

水

9：00～12：00

土

休園

〇預かり保育
月～金
土

早朝保育 7：30～9：00

保育終了後～19：00

8：00～16：00

〇保育料及び諸経費
保育料：22,000 円
教育充実費：20,000 円(年間)
おやつ費：700 円(8 月を除く)
ＰＴＡ会費：月 1,000 円(8 月 3 月を除く)
〇入園時費用
入園料：50,000 円
用品及び制服代：26,000 円
〇その他 子育て支援等
２歳児クラス(りす組)・・・毎日コース・月木コース・火金コース
園庭開放『元気いっぱい広場』
・・・毎週水曜日 9：30～15：00
図書室開放『絵本大好き』
・・・月 1 回水曜日 9：30～10：30
子育てサークル『みんなにこにこ』
・・・年間１２回
バイブルクラス・・・月 1 回 水曜日 10：30～11：30
子育て相談室・・・
『ふれあいカフェ』月 1 回 水曜日 9：30～12：00
電話相談 月～金 9：30～16：00
キンダ―カウンセラーによる相談 月 1 回 9：30～16：30
〇行事の実施状況
４月 入園式・クラス参観・クラス懇談・PTA 総会
５月 一日動物園・園外保育・眼科検診・内科検診・クラス懇談
６月 歯科検診・耳鼻科検診・じゃが芋掘り・花の日礼拝・園外保育・親子登園日
プール開き・森の幼稚園
７月 宿泊保育・個人懇談・夕涼み会・森の幼稚園報告会・卒園生同窓会
８月 プール登園
９月 祖父母の日・入園説明会・園外保育・森の幼稚園
１０月 運動会・教会学校出席・さつま芋掘り・親子遠足・森の幼稚園報告会・みかん狩り
2 歳児クラス説明会・防犯教室
１１月 個人懇談・新入園児面接・収穫感謝祭・森の幼稚園
１２月 園児クリスマス会・PTA クリスマス会・卒園生クリスマス会
未就園児クリスマス会
１月 もちつき・森の幼稚園
２月 お別れ遠足・雪遊び・一日入園・森の幼稚園
３月 お別れ会・卒園式・終了式・森の幼稚園

学校関係者の評価
評価年月日 ２０１９年 ７月２０日
評価者（保護者：5 歳児 3 名 ４歳児１名 3 歳児 2 名）

評価項目（抜粋）

評価

１．教育（保育） ・子ども一人ひとりをありのまま、型にはめようとせず、大切にしてく
内容や教育方針

れる教育方針が素晴らしいと思う。自由な時間が多く、園外保育がた

について

くさんある点も良い。
・子ども一人ひとりの個性を大切にし、子ども達の気持ちに寄り添った
保育が行われている。キリスト教保育に基づき「皆は神様に守られて
いるんだよ」と日々自然に教わっている。キリスト教に関する行事も
子ども達は楽しんでいる。
・個人の個性を尊重していると思う。また保護者とのふれあいも大切に
してくれ、負担のない範囲内で親もプログラムに参加出来ていると思
う。
・子ども達の自主性を尊重、また個性を大切にしてくれていると思う。
・遊びを通して子どもの主体性や心を育むという点において共感してい
る。
・自由に偏り過ぎてるように感じる。小学校へ上がる準備があるといい
と思う。
（座ってする授業など）他の幼稚園のいい所などあれば取り入
れて欲しい。

２ ． 教 育 の 在 り ・決められたことを同じようにこなすことを目標とせず、子どものやり
方、幼児への対応

たい事を尊重してくれるので子どもが自信を持って園生活を送れてい

について

ると感じている。
・強制するのではなく、常に子どもの意志を尊重してくれる。何か問題
があることを子どもがしても、感情的な怒り方や叱り方は全く無く、
その何がいけないのかを、子どもに悟らせながら注意してくれる。
・子どもの変化、良い所や悪い所をよく見てもらっていると思う。また
悪い所などは子ども自身が考えて改良できるよう話し合い導いてもら
っているなと感じる。
・いつも子ども達みんなが楽しく過ごせるよう、日々工夫した活動と愛
情深く見守っている。
・子ども一人ひとりの個性や気持ちを大切にした対応で小さな変化や成
長もよく見てもらっている。
・発表の場が少ないので、生活発表会や絵のコンクールに出展など積極
的にして欲しい。幼児の対応は目が行き届かないなら、目が行き届く
ように各保育室で遊んだり、一つのことを皆でするなどメリハリをつ

けて欲しい。森の幼稚園や遠足は自然体験がいっぱい出来てとっても
良いと思う。
３．教師の資質や ・いつも笑顔で接してくれて、安心している。担当の組以外の子ども達
適性について

のこともよく見ているなと感心する。
・どの先生も愛情豊かに子ども達と接している。子ども達への言葉の掛
け方が子ども目線で子どもの気持ちをよく考えられていることに感心
しとても勉強になる。経験が浅い先生には、ベテランの先生がフォロ
ーし、2 学期に入る頃には聖愛らしい先生に成長されていた。
・ベテランの先生の安定感は保護者としても安心ですので、新任の先生
方がそのように育って経験してさらに素敵な方向に行ってもらえたら
と思う。あと先生方がいつもニコニコ楽しそうで、とても雰囲気がい
いと感じる。
・ベテランの先生がいるので安心。
・どの先生も子どもへの声かけがすばらしいです。ベテランの先生も多
く、安心して通っている。
・すみれの先生が分かりにくいので、同じエプロンをするか、名札を付
けて欲しい。

４．子育て支援や ・園庭開放や子育てサークルは私も利用していたが、参加しやすい雰囲
地域との関わり
について

気だった。
・子育てサークルや園庭開放が未就園児に行われており、在園児の小さ
な兄弟や地域の子どもにとっても良い場になっている。花の日礼拝や
収穫感謝祭の日には、地域の方々の所に出向き、直接お礼を伝えるこ
とで、教育的にもとても良い影響があると思う。
・園庭開放や赤ちゃんルームの開放感があり、子育て支援されていると
思う。また花の日礼拝は地域の方へお花を渡しに行ったりと地域の方
とのふれあいの場があり勉強、いい経験をさせてもらっているなと思
う。
・子育てサークルや未就園児、園の行事に参加できる。卒園後も参加で
きる行事も多く楽しみにしている。
・2 歳児クラスの時間・曜日縮小に関して、維持を望む声が多かった。
・現状でよい

５．保護者への対 ・子どものことで気になる点を伝えると、園で様子を見てお迎えの時等
応について

に伝えてくれるので安心。
・何かあれば送り迎えの時に教えて頂ける。先生方の明るい挨拶や笑顔
は子どものみならず、保護者も元気をもらえる。保護者の体調が悪い
時は体調を心配して下さったり、感謝の気持ちでいっぱいである。
・園での様子を顔を会わせると教えてもらえるのでうれしい。
・多くの先生が関わっているので担任でなくても相談できる。

・相談や子どもの情報共有など、送迎時に毎日先生と会えるのでありが
たい。
・祖父母の日は子ども達を見たいので、歌や劇などをして欲しい。
６．安全管理等に ・入校証の確認がなされているのか疑問。誰でも入れる状態になってい
ついて

たら心配。避難訓練を毎月してくれて、子どものみについているよう
である。
・守衛の方が短大の入り口にいて下さるので、大変安心。ただ、入校に
際し顔パスのようになっており、入校証を着けていなくても入れるこ
とは少し問題なような気がする。
・多々細かい事故等ありましたが、それを機に改善の方向に気をつけて
いるので保護者としても改良できているかどうかを含め見極めつつ見
守っていけたらと思う。
・守衛さんが登校園時に立ってくれているので安心だが、幼稚園の玄関
の出入りはフリーで万が一不審者が入り込む可能性がゼロではない。
他園では常時門はロックされていて自由に出入りできないようにされ
ているところもある。
・2018 年よりメールシステムが採用され緊急時の情報が迅速に伝えられ
助かっている。
・月１回の避難訓練は続けて欲しい。

７．遊具、教材、 ・一輪車の練習ができる遊具（手すり）があるのが良い。
設備等、園内環境 ・古いものでも大切にきれいに使われている。小さい畑があり、子ども
について

達が何を植えるか話し合って決めたり、植物の成長過程を観察し、収
穫した野菜を食べさせて頂いている。
・遊具、教材ともに充実していると思う。
・園庭、裏庭に様々な遊具があり、年少児から年長児までが楽しめる。
ぬり絵やお絵かき、折り紙もたくさんさせてもらえるのが嬉しい。
・大きな遊具、たくさんの本、プール、畑など…とても充実している。
古くなったきた園舎は安全面が心配。他、また西門が利用できれば良
いなと思う。
・トイレが古く不衛生で暗い感じがする。PTA 見学会を止めてそこに予
算を使って欲しい。使用出来なくなった遊具はすぐに修理や廃棄をし
てすばやく対応して欲しい。

財務状況
公認会計士より、適正に処理されているとの報告を受けている。なお今年度も園の財務状況に関して積
極的に公開をいたしました。
この公表シートは財団法人
ある様式（項目）を使用した

全日本私立幼稚園幼児教育研究機構、私立幼稚園版「学校評価ガイド」に

