
令和３年度 学校法人敬愛学園 山田敬愛幼稚園 

事業計画書 
自令和 3 年 4 月 1 日～至令和 4 年 3 月 31 日 

 

１）法人の概要 

＊名   称  学校法人敬愛学園（昭和４２年１２月１３日設立） 

 ＊本部所在地  大阪府吹田市桃山台 2 丁目 1 番 1 号  電話 06-6871-0021  Fax 06-6871-0024 

 ＊設置する学校 ・千里敬愛幼稚園 

           吹田市桃山台 2 丁目 1 番 1 号  電話 06-6871-0021   Fax 06-6871-0024 

         ・山田敬愛幼稚園 

           吹田市山田西 2 丁目 5 番 3 号  電話 06-6875-1655   Fax 06-6875-1875 

         ・岸部敬愛幼稚園 

           吹田市岸部北 1 丁目 15 番 8 号  電話 06-6387-9836  Fax 06-6387-2333 

 ＊理   事  理事長 小谷澄信 

         理事 ６名、監事 ２名、定例理事会年 2 回開催 

 

 

２）山田敬愛幼稚園の概要 

 ＊所 在 地  吹田市山田西 2 丁目 5 番 3 号 

         電話 06-6875-1655    Fax 06-6875-1875 

         ホームページ URL  http://www.keiai-gakuen.com/yamada/ 

         メールアドレス    yamada-ki-01@sutv.zaq.ne.jp 

 ＊定   員  ３８５名（5 歳児 140 名 4 学級、4 歳児 140 名 4 学級、3 歳児 105 名 3 学級） 

 ＊実   員  ２５５名（5 歳児 86 名３学級、4 歳児 103 名 3 学級、3 歳児  66 名 3 学級） 

 ＊教職員状況  園長１名、主任 1 名、副主任１名、指導主任 2 名、教諭 24 名、職員 9 名  

 

 

３）事業の概要 

 ＊保育目標 

   教育の目的は、立派な人格を持った人間を育成することです。そして、人格の基礎は幼児期に形成さ 

れます。山田敬愛幼稚園は幼稚園指導要領と、浄土真宗の生活信条、そして親鸞聖人の精神にもとづ 

き、すなおで明るく、やさしく、元気のよい、ほとけの子どもを育てます。 

    ★ほとけさまを拝む、明るくて豊かな心をもった子ども 

    ★健康で、心身ともに活動的な子ども 

    ★お友達と仲よくあそび、だれからも愛される子ども 

    ★「ありがとう」と、すなおによろこび、たたえる子ども 

    ★よく聞く態度と、理解力、創造力をもった子ども 

 

 ＊保育時間 

  月火木金曜日  午前８時３０分～午後２時 

  水曜日     午前８時３０分～午後１時 

    土曜日は完全休園 

 

 



 
＊令和３年度 年間行事予定  

 

月 行事名 目的・内容・対象園児等 

４月 
＊入園式 みんな幼稚園にようこそ！仲良く遊びましょう！ 

＊保護者個人懇談会 担任と保護者の懇談です 

５月 

＊保育参観 園生活の様子をご覧下さい 

＊３歳児親子遠足 バスにのってお父さん、お母さんと遠足に行きます 

＊４歳児親子遠足 バスにのって楽しい遠足です 

創立記念日 21日 親鸞聖人の誕生日を創立記念休園とします 

＊春の収穫 どんな野菜や果物が採れるか楽しみですね 

６月 

＊保護者会春のﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ お母さん同士の親睦を図って。保護者会企画行事。 

＊土曜参観 大好きなお父さんに心を込めてプレゼント 

＊内科検診 あ－んと口を開き、聴診器を当てて検診です 

＊歯科検診 虫バイキンはいないかな 

＊一日動物村 幼稚園にたくさんの動物達が大集合！ 

＊宿泊保育 東条湖おもちゃ王国。夢のホテルで１泊。年長児のみ。 

＊プ-ルあそび開始 水に慣れるために楽しく遊びます 

７月 

七夕かざり 僕や私の夢を笹飾りにしてお星様に託します 

さつまいも植付け 秋にはたくさんの収穫ができますように 

夏休み 期間中、約1週間のプール開放をします。 

10月 

＊運動会 赤白青黄の４チ－ムに分かれ競争します。 

＊５歳児新幹線遠足 憧れの新幹線で姫路城へ。年長児のみ。 

３・４歳児遠足 秋を感じながら遠足へ。（万博公園・伊丹ｽｶｲﾊﾟｰｸ） 

いもほり こども農園で秋の収穫を楽しみます 

 全国教育美術展出品 個人賞など、毎年多数受賞 

11月 
のびのび造形 特色ある活動、壁面製作と絵画の展示など。 

＊保護者会秋のﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ お母さん同志の親睦を図って。保護者会企画行事。 

12月 

保護者個人懇談会 成長したお子さんの様子をお聞き下さい 

＊もちつき 伝統行事を体験し、つきたてのおモチを頂きます 

冬休み よいお年を！ 

１月 
＊全大阪幼少年美術展出品 団体賞・個人賞・クラス賞など、毎年多数受賞 

卒園記念雪あそび(１泊) 東鉢伏へ。真っ白い雪の中で遊びます。年長児のみ。 

２月 ＊保育発表会 特色ある活動。美しい歌声と劇あそびを発表します。 

３月 

スポーツ大会 どの子もみんな金メダル、親子で楽しみましょう。 

卒園記念遠足 西本願寺にお礼参拝と岡崎動物園へ。年長児のみ。 

＊修了式 小学校でも元気のよい優しい良い子になります 

＊卒園記念親子パ－ティ－ みんなにお祝いされて卒園します 

春休み 4月にまた会いましょう 

 その他 ■２ケ月に１回お誕生会 ■毎月1回 全園児合同仏参 ■1学期に1回 身体測定 

■年４～５回避難訓練  ■毎月数回の研究保育     ■体育あそびは見学自由（２学期まで） 

＊＝新型コロナウィルス感染症の対策として、行事の延期・内容変更・中止の対応をしています。 



 ＊保育料及び諸経費 

   保育料   年額 308,400 円（25,700 円／月）各学年共通  

   給食費   年額 12,000 円（1,000 円／月）年額を均割する為 8 月も徴収 

   施設設備費 年額 12,000 円（1,000 円／月） 

   バス会費  年額  42,000 円（3,500 円／月） 

   保護者会費 年額  19,200 円（1,600 円／月） 

  

＊入園時の費用 

   入園料  3 歳児 80,000 円、4 歳児 70,000 円、5 歳児 40,000 円 

   検定料      3,000 円 

 

 ＊預かり保育 

   月～金曜日  早朝なし 

          保育終了後 午後 2 時～午後 6 時 

   長期休業中の預かり保育も一部実施（夏・冬・春） 

 

 ＊子育て支援事業 

  ◎園庭開放  在園児対象に実施。降園後の園庭を開放。 

  ◎未就園児クラス 

    「かくれんぼクラス」「きのこクラス」を隔週実施。2 歳児又は 3 歳児混合クラス。 

前後期 2 期制。２クラスで 50 名。担当教諭は 2 名。 

  ◎事業開放  一日動物園、もちつき大会は地域親子に開放。 

 

 ＊教員研修（園内研修のみ） 

  ◎造形研修会       

  ◎音楽（器楽）研修会   

  ◎音楽（声楽）研修会   

  ◎危機管理研修会     

  ◎ピアノ研修会 随時 

 


