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心豊かに、心優しく、社会で自立する能力を育てる
●ご挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

ご存知のように、昨今は少子化で子どもといえども、今までのような“自然
に友達になる”といった自由な繋がりができにくい時代になりました。

●本園の特色ある豊かな教育内容

その結果、繋がりを結ぶ場として、これまで以上に幼稚園や保育園などが大
切な存在になってきました。

①人間性を育てる

「まことの保育」・・・・・・ ２

②豊かな表現力を培う「造形表現」・・・・・・・・ ３
③豊かなこころを育てる「音楽リズム」・・・・・・・ ４
④健康なからだを育む「運動環境」・・・・・・・・ ５

さらに最近の子どもは“友達”といっても、例えばＴＶゲームが好きな者同
士、サッカーが好き同士とより同質な者同士だけで繋がろうとしています。
このままだと、多様な体験の機会がどんどん減り、意見の対立や衝突などイザ
コザを経験することもなく、未熟な精神のまま大人となっていきます。
現在、我々の未来を担う多くの若者がフリーターやニート、若年失業者とな
ったり、深刻な状況にあります。親にとっても不安に包まれる時代です。
さて、子ども達が将来、社会で通用する大人になる為には、創造性・コミュ

⑤考える力を育てる 「かずあそび・ことばあそび」・・・ ６

ニケーション・美的センスなど豊かな人間性が必要です。そこで、子どもの感
性と知性豊かに育てるためには、より良い教育的刺激のある幼稚園選びが重要

⑥四季折々の自然にふれる「自然体験保育・園外保育」・・・・・ ７

な課題になります。
特に幼児期は、人間の一生の中で心身の発達が盛んな時です。幼稚園は、

⑦保護者の楽しい交流 「お母さんのサークル活動」・・・ ８
⑧働くお母さんも安心！ 「預かり保育（キッズルーム）」・・･ ９
●お母さんからの質問にお答えします・・・・・・・・

１０

●楽しい行事 思い出いっぱい・・・・・・・・・・・

１４

家庭では味わえないいろんな活動を先生や友達と一緒に経験することによっ
て、自分で考え、行動し、言葉や表現力を豊かにさせ、人間関係も深めてい
きます。
友達と一緒に歌い、絵を描き、ごっこ遊びを通して一人では得られない楽しさ
や、力を合わせることの喜びや、集団生活の決まりなど園生活を通して知って
いきます。
本園は宗教的情操教育・生命の大切さを教える“まことの保育”を基盤に、
それを支えるカリキュラムと質の高い保育と実績を誇りにしています。

●いっぽいっぽ

お父さん・お母さんの我が子への思いを大切にしながら、お子さんの豊か
な人間性を育てると共に、社会で自立する能力を育てる後押しの保育を精一
杯行っていきたいと思います。
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園長 小谷秀成
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本園の特色ある豊かな教育内容

造形表現
豊かな表現力を培う

まことの保育

絵画
幼児が描こうとする気持ちをそのまま画用紙一杯に引き出すためには、子ども
達の毎日の生活の中に感動がなくてはなりません。子どもと日々接する中で、子
どもの興味や関心を知り、生活の中で感動を呼び起こし、その中で美しさ･快さ･
驚きや発見を十分に経験させることが大切です。そして、子ども一人一人の心を
ゆさぶる保育者の《導入》が大事となります。
壁面合同制作
本園の特色ある活動の一つに、クラスの壁面合同制作があります。クラスの子
ども達全員で作る壁面は、子ども達の宝物であり秘密の場所でもあります。この
秘密の環境から、お店やさんごっこや人間関係やことばや社会や色彩感覚などが
育ちます。壁面制作は子どもの知を育む場所でもあり、他園にはない素晴らしい
環境です。

人間性を育てる

本園は、約 140 年前浄土真宗本願寺派（本山・西本願寺）願成寺の寺子屋から発祥し
たお寺の幼稚園です。親鸞聖人のみ教えを基礎とした「まことの保育」の理念に基づいて
「ありがとう」「ごめんなさい」を素直に言える「仏の子ども」を育てる事を目標としていま
す。
「まことの保育」とは、浄土真宗のおしえをひらいた親鸞聖人の生き方に学び、生かさ
れているいのちにめざめ、ともに育ちあう、ということです。 私たちは自分一人の力で生
きていると思いこみ、何事もあたりまえと生きてしまいがちです。 しかし本当は、決してあ
たり前ではなく、他の多くのいのちに支えられ、そのおかげで生かされて生きているので
す。 生きとし生けるもの、それぞれにいのちの輝きがあり、互いにその違いを認め合い、
共に生き、共に育ちあうところに「まことの保育」の実践があります。
「まことの保育」によって、その行動の基礎・行動を促す力の基が育てられることと思い
ます。
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・・──◆美術展団体賞受賞◆──・・
★全国教育美術展 地区学校賞受賞（大阪府下第１位）
★全大阪幼少年美術展 毎年連続で学校団体賞受賞しています
過去１０年間の受賞
平成２０年 全大阪幼少年美術展大賞（第１位）
平成２１年 大阪市長賞（第４位）
平成２２年 奨励賞
平成２３年 奨励賞
平成２４年 大阪市長賞（第４位）
平成２５年 奨励賞
平成２６年 全大阪幼少年美術振興会賞（第２位）
平成２８年 堺市長賞
平成２９年 大阪府教育委員会賞（第６位）
平成３０年 堺市教育委員会賞（第８位）
令和 元年 全大阪幼少年美術展大賞（第１位）
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音楽リズム
豊かなこころを育てる

運動環境
体育あそび<健康なからだを育む>
子どもの世界は“あそび”です。どんな場にあってもどんな用具でも（棒切れ、綱

美しい心、やさしく思いやる心、進んで取り組もうとする心、最後までやりと
おそうとする強い心、励まし合い、人と協力しようとする心・・・
学級崩壊の昨今、子ども達にとって一番大切なのは、そういう心を育てていく
学習や環境です。本園では、「心」を育てる音楽に力を注いでいます。

一本）それが山になったり、清流になったり、大川になったり、木になったり自由
に考えて遊びを創造する能力を潜在的に持っています。
本園の体育あそびは、無限の運動が展開できる発想と工夫と応用の課程を取り入
れた、遊具の組み合わせによるサ－キットあそびを中心に行います。跳んだり、は

本園の「総合音楽」は、まさにその中核となる活動です。他では、ほとんど

ねたり、走ったり、ころがったり、その他ゲ－ムや球技や競技もおりまぜた、思わ

取り上げられていない子どものための正しい歌声づくりを入園時より目指すとと

ず体が動きだす楽しい体育あそびです。吹田市で初めて、保育の中に体育あそびを

もに、リズムの感得、身体表現、楽器でのより美しい表現、音楽のよさを耳から

取り入れた園です。

感じとる学習などを、総合的に構成したものが総合音楽です。
この活動は、１９８２年からの伝統と研究を積み上げ、幼児の情操教育にとっ
て、最も特色ある活動として全国的に知られ、音楽鑑賞教育振興会より幼稚園と
して全国で初めて、名誉ある「優秀賞」に輝きました。
大阪音楽大学講師田村義一先生、室内合唱団アンサンブル・ヘーメルス主宰
井上一朗先生に指導を受け、指導理念や指導法の確立につとめ、職員の不断の研
修の上に進められています。本園独自の教育で音楽的感性を育てる幼稚園です。

●＝毎週１回、専任体育指導員により実施。
●＝保護者の見学は１・２学期に限り自由です。（全園児６月頃から）
●＝希望者には週１回､課外体育クラブ・サッカークラブ・チアダンス(別途入会
金・会費が必要)を実施。

運動環境コーディネート<自分の能力を引き出す力>
子どもを取り巻く運動環境は年々変化し、それに伴い現代の子ども達は生まれ持った
能力の大半を発揮できず運動能力の低下や、怪我がよく発生すると言わるようになりま
した。子ども達の遊ぶ時間、遊ぶ仲間、遊ぶ空間（場所）がどんどん少なくなってきて
いる現代、幼稚園での体育指導の時間だけでは運動不足解消とはならない程、日常の運
動環境は減少しています。これらは如何に日常生活（保育）に恒常的に『運動』を取り
込む事ができるかが解決の糸口だと考えます。

“知識と意識と経験”→何度もチャレンジしてやっと成功した達成感を味わう。
最高の遊び！現代・未来の子どもの為により良い運動環境を
研究し普及させる事が使命です。

プレイランド
プレイランドとは、幼稚園の遊具や器具を組合せ発育発達の分野における最新情報を
常に追い求め、園庭の運動環境向上プログラムと相乗効果が期待されるオリジナル遊具
の総称です。
●＝毎週１回、専任講師により実施
●＝希望者には週１回課外教室「ASOVIVAスポーツ」(別途入会金・会費が必要)を

実施。
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自然体験保育・園外保育
四季折々の自然にふれる

「敬愛子ども農園」は岸部北３丁目（吉志部神社参道）の岸部敬愛幼稚園
旧園舎跡地にあり、３３０坪の広々とした畑です。桜の老木がゆったりと枝を伸
ばした昔ながらの景色の中にあります。
春はじゃがいも・たまねぎ・えんどう・キャベツなど艶やかな実りの顔を出し、
夏はなすび・キュウリが水々しく、秋はさつまいもの葉っぱが畑一面を覆い、冬
は大根・白菜・ほうれん草などを収穫します。
無農薬で育てていますので、実りだけでなく、季節によりコオロギやカエル、
ミミズなどの虫捕りをしたり、落ち葉や木の実ひろいなど、自然体験保育ができ

かずあそび・ことばあそび

る環境を整えています。又、豊作の時は収穫物でクッキング保育をすることもあ
ります。
栽培物の世話や観察を通して、その成長に気付き、感謝の気持ち、成長の喜び、
命の尊さ、環境問題（ゴミ、再生）、身体の構造など、「食育」を通して食の

考える力を育てる

大切さを伝えていきます。
20世紀最大の幼児心理学者、Ｊ・ピアジェ博士の幼児教育理論を保育の柱とし、
ピアジェ理論に基づいた教材、めざましあそび(４.５歳児用)、スタ－トシリ－
ズ(３歳児用)を使って、子どもの意欲と自主性を大切にしながら一人一人の個性
に応じた能力を育てています。
かず・ことばの正しい認識を与え獲得させるためには、経験学習が大切である
というピアジェ博士の理論に基づき、その目的にあった操作、経験を重ねていく
ように工夫されたものです。
人にとって大切なことは、知識よりは知恵だと思います。私たちが育てたいの
は、物知りだけの子ではなく暮らしの中に関わりながら変化し発達し続ける「生
きる力」をもった子どもです。自分の力で物事を多角的に考え、生活に応用出来
る子どもです。
この研究は公益社団法人日本幼年教育会が行い、本園はその研究指定園です。
理事長は日本幼年教育会の理事に就任しています。
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預かり保育（キッズルーム）
お母さんのサ－クル活動

働くお母さんも安心！
通常の保育終了後、延長預かり保育「キッズルーム」を開設します。
専任教諭が保育を担当致します。
ご利用の方は携帯アプリで予約し、費用は保育料と一緒に引落とします。

保護者の楽しい交流

本園は、保護者の親睦や趣味・娯楽を深め子育ての仲間を広げるサ－クル活動
を月１～２回程度行なっております。（希望者のみ入会）
クラフト部・K.I-Fitの２サ－クルは、部長を中心に和気あいあいとした雰囲
気の中で活発に活動しています。友達づくりに思い出づくりに多数のお母さんが
入会しています。活動内容の一例をご紹介します。

クラフト部

K.I-Fit
＊ヨガ ＊フラダンス ＊卓球
＊シェイプアップトレーニング
＊ストレッチ 等

＊ドライフラワ－のオ－ナメント
＊ステンシル
＊料理講習会
＊施設見学
＊アロマオイルマッサージ
他

●会場＝３階フレンドルームや地域の公共施設
●その他の保護者会活動
上記のサ－クル活動のほか、以下の保護者のお楽しみもあります。
＊レクリエーション大会（親睦会・バスツアー等）
＊運動会・もちつき大会・発表会等の幼稚園行事のお手伝い
＊クラス親睦会
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実 施 要 項
① 期間と時間
早朝保育部 午前 8 時～8 時 30 分（月曜日～金曜日）
一日保育部 保育終了後～午後 6 時（月曜日～金曜日）
土・日・祝日及び早朝の預かり保育は実施していません。
夏・冬・春休み期間中も実施致しますが、8 月は 8 時 30 分～17 時の利用となりま
す。日程表はホームページに掲載していますのでご参照下さい。
②月極保育部と一日保育部
（A）月極保育部（保育時間後～17 時までの費用）
５，６００円～１３，９００円 （おやつ代・飲物代含む）
※年度の保育日数で月額が変動します。
（B）一日保育部（お仕事や保護者のリフレッシュなど）
１５０円／１時間
（C）早朝保育部 (午前 8 時～午前 8 時 30 分)
２００円／３０分
③幼稚園バスの送り
帰りは幼稚園バスでの送りを行いませんので、
保護者が直接園までお迎え下さい。
また、長期休園期間（夏・冬・春）は登園の送迎バスもありません。
※課外クラブ入会児はクラブ後にバスで送ります。（短縮保育時）
※新入園児は４月の平常保育より預かり保育を実施します。
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お母さんからの質問にお答えします
Ｑ１ 並ばないといけないのですか。今年の受付状況を教えて下さい。
事前に優先予約受付を行なっておりますので、
並ぶことはまったくありません。
また、優先予約受付の受付状況は掲示板や電話でお知らせしますのでお気軽に
お問い合せ下さい。
尚、優先予約受付の詳細については、別紙「地元優先・地域優先予約のご案内」
をご覧下さい。

Ｑ２ １クラスの人数について
大阪府の認可は４・５歳児は各４クラス、３歳児は３クラス、定員はいずれも
最大３５名ですが、年度によりクラス数が変更されることがあります。

Ｑ３ 担任の人数について？
全クラスとも担任は１名ですが、必要に応じて保育補佐を配置しています。
特に３歳児は１クラス２５名を超えると２名の教諭が保育を行います。
適宜、細かい対応をしていますのでご安心下さい。

Ｑ４ 通園バスの停留所は毎年変わるのですか？

Ｑ６ 参観は月に何回ありますか？
運動会・造形展・保育発表会・お誕生日会などの行事も含め、お子さんの様子、
本園の保育内容を知っていただくために月１回程度行っています。その他体育
あそび（プール含む）は見学自由です(１･２学期のみ)。
また、お子さんの様子が心配な時は遠慮なく申し出て下さい。
詳しくは入園要項Ｐ８をご覧下さい。

Ｑ７ アレルギ－で給食が食べられません。
基本的に卵・乳・小麦・そば・落花生・海老・蟹の特定原材料７品とゴマの計
８品目に限り現物除去や中間除去を行い、代替食を提供します。他の献立を用
意します。完全除去は鶏卵のみです。調味料などの除去は出来ません。
尚、重度の症状（アナフィラキシー等）をきたす恐れのあるお子さんには、責
任を負いかねますので、対応を差し控えさせていただきます。
【特定原材料７品目＋ごま】のアレルギー対応
鶏卵…完全除去
乳・小麦・えび・かに…中間除去
そば・落花生・ごま…現物除去
① 入園時に、『アレルギー給食のお願い』と診断書もしくは、検査報告書（で

原則的に現在のバス停は来年度も停まります。しかし、来年度のバスコ－ス、

きる限り６ヶ月以内のもの）を添付（コピーで可）提出して頂き、幼稚園

時刻は利用者の住所や乗車人数によっても異なるため、今年度と全く同じでは

と委託給食会社で確認し対応しています。

ありません。ご希望のバス停があればご相談下さい。交通事情や距離などでご

②アレルギーの為、給食を提供できないお子さんには、ご希望であれば給食で

希望に添えない時もありますが検討します。

使用する空弁当容器をお貸ししますので、
その容器で自家食を持参ください。

＊バス運行に関しては次の条件を設定しています。

お友達と同じ容器で食べる喜びを味わわせることが大切だと思いますので、

①運行時刻 ８時００分～９時４０分までを目安とします。

担任にお知らせ下さい。

②通園バス乗車時間は、園児の疲労を考え最長４０分を目安にしています。

※詳しいことは個々に対応してまいりますのでご相談下さい。

③１年間を通して同じ時刻です。

③宿泊保育はアレルギー特別食の献立を用意します。
雪あそびは除去程度で対応します。

Ｑ５ 保護者が幼稚園に来るのは月に何回ですか？
参観日やお誕生日会・行事などがあり、月に1～2回程度です。
クラス親睦会・サークル活動など任意参加のものがあります。
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Ｑ８ 子育ての悩みなどの相談について

Ｑ１１ ＰＴＡ役員はあるのですか？

本園は大阪府のキンダーカウンセラー事業を活用して、月１回無料で子育て相

正式名称は「山田敬愛幼稚園保護者会」です。

談や発達相談を行えます。また、大阪府私立幼稚園連盟に認定された「子育て

クラス役員を２名選出していただいております。

相談員」の資格を持った先生がいます。その他、子育てに関する悩みやお子さ

クラス役員の負担を軽減するため、運動会係、もちつき係など別の方にお願い

んの問題など相談事がありましたら、主任や担任にもお気軽にご相談下さい。

しています。妊婦や未就園児の弟妹がいる方は免除となります。

Ｑ９ 一人で排泄が、まだできないのですが・・・？

Ｑ１２ 運動会はどこでするのですか？

大丈夫です。入園までに時間をかけてゆっくり練習をして下さい。まずは失敗

万博外周運動場で行います。通常はチーム対抗戦。

を恐れずに、一人でする経験をさせお子さんにやる気を起こさせましょう。

毎年異なるテーマに基づいて、チーム対抗競技や年長リレー・パラバルーン、

そして、お子さんが一人で出来た時には｢すご－い、一人で上手に出来たね！｣

おゆうぎ、親子体操など、親子で一日盛り上がる内容となっています。

としっかり誉めましょう。そうすると、お母さんに誉められた喜びと一人で出

駐車場も完備されており、家族一緒にお越し下さい。

来た自信から｢またやってみよう！｣の気持ちになるはずです。
うまくいかない場合は失敗したことを責めないこと。「どうしてできないの？
この前は一人でできたでしょ」等の叱責は、お子さんにとって大きなプレッシ
ャ－になり逆効果です。大切な事は、お母さんが焦るのではなくお子さんに合
わせる事です。

Ｑ１３ 英語はありますか？
本園では、課外教室で「ＡＳＯＶＩＶＡイングリッシュ」を開講しています。
英語が自由に話せたらいいな。国際人になって欲しい。などなど、親ならだれ
でも願う方もおられることでしょう。日本人講師による“英語教室”ですので

幼稚園ではいつトイレにいくのですか？

安心して取り組んで頂けます。
吹田市内全ての小学校で外国語活動が開始されました。それに伴い、親御さん

入園当初は外遊びが中心です。定期的に音楽をかけトイレの時間を知らせ、先生と

の英語への関心が高まっています。どうすれば、子ども達の英語力は伸びるの

年長児が誘い連れて行きます。トイレの仕方、手洗いも子ども達が伝えると自然に

でしょう。それは余計なストレスがなければ、子どもは自然体で学ぶことがで

出来るようになりますので、ご安心下さい。

きます。「継続は力なり」幼児期から英語を楽しみましょう。

幼稚園で失敗しても構いません。心配な方は着替えを多めにご持参下さい。

Ｑ１４ プ－ル指導はどうしていますか？プ－ルは何処にあるのですか？

Ｑ１０ 親子教室はありますか？

体育あそびの指導員が、夏の時期はプ－ル指導を行います。指導員がいない日

就園前の親子を対象に月２回程度「敬愛なかよし広場」（プレスクール）を開

は、担任が行います。プ－ルは西ドイツ製の組立て式円形プ－ルで屋上に設置

いています。（有料）歌を歌ったり、ゲームをしたり、クッキングや制作、親

しています。完全浄化装置つき循環モ－タ－と消毒剤の使用で極めて良好な水

子遠足を通して親子とも友達の輪を広げます。こうした中で入園や集団生活の

質を維持。プ－ルは直径６ｍで年長用（水深７５㎝）と年中少用（水深５０㎝）

不安などをできるだけ取り除き、入園の期待を持たせるような楽しい教室です。

の２基があります。

２名の経験豊かな専任教諭が保育にあたります。
詳細は幼稚園までお問い合わせ下さい。
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楽しい行事・思い出いっぱい
本園は一年間を通じ沢山の楽しい行事があります。幼い時に沢山の想い出を持
たせたいという、園長の願いが込められているからです。
今まで知らなかった所に行くというだけでなく、幼児期から本物の社会や文化
や自然に集団で出会っていく経験が、子どもの生活や遊びの幅を広げることにな
ります。

「４歳児親子遠足」
お友達と一緒に楽しい親子遠足！

「一日動物園」

尚、行事費の別途徴収は一切ありません。

動物達が幼稚園に遊びに来ます

(但し卒園式後の親子パ－ティ－は参加自由ですので費用徴収しています)

手を合わせ、みほとけさまを
拝みます（願成寺にて）

５歳児「宿泊保育」東条湖おもちゃ王国にて
昼は遊園地。夜はキャンプファイヤー＆花火！

造形活動
何を作っているのかな～

体育あそびの先生がプール指導してくれるので
水なんかへっちゃら

王様と握手もしたぞ！

描画活動
今しか描けない夢一杯のかわいい作品です。
毎年趣向を凝らしたテーマで行う「運動会」
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５歳児「新幹線遠足」（姫路城）
夢の超特急 新幹線でひとっ飛び

毎週の体育あそびで心も体も鍛えます！

「いもほり」こども農園で色々な野菜が
採れました。

大っきなタマネギも採ったぞ～！

「もちつき大会」
よいしょー！よいしょー！
「おにぎりの日」自分で作ったおにぎりは
とってもおいしいよ！

敬愛なかよし広場（プレスクール）の
親子遠足。

５歳児「雪あそび」
「で～きた！」可愛い雪だるま

「保育発表会」の総合音楽（５歳児）
“昔物語”を指揮・歌唱・器楽・台詞
身体表現など子どもだけで演じる総合音楽。
本園の特色ある活動です。
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「保育発表会」の劇あそび
それぞれのテーマで劇あそびや歌
楽器演奏を発表します。お子さん
の一年の成長ぶりを感じます。

３階フレンドルーム
保護者のサークル活動や親睦会などを行い、
保護者同志の憩いの場として利用できます。

父の日のプレゼント。
（土曜参観）
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