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施設紹介愛の園幼稚園
について

沿革と建学の精神

難波愛の園は認定こども園です

以愛為園（愛を以て園と為す）
● 沿革
　1950 年（昭和 25 年）5 月、創設者 濱名ミサヲ先生は「第二次世界大戦
後の混乱した世相」の中、戦後の復興は、特に幼児教育にあるという強い思
いや重要性を痛感し、また、尼崎市からの私立幼稚園の新設について強い要
請もあったことから、私財を投じて幼稚園を設立しました。
　2016 年 4 月幼稚園型認定こども園へ移行し、3 号認定を受けた 2 歳児か
らも受け入れられる幼稚園、また、2018 年 5 月からは、1 歳児の受入れを
開始しました。

● 建学の精神
　濱名ミサヲ先生は、人の心を受け入れ思いやる「愛」を幼児期に充分に培う場
となることを願い建学の精神を「以愛為園」愛を以て園と為すとし、「愛の園幼稚園」
と命名いたしました。
　人間愛を育む学園であることをめざし、子ども達には他者に対する思いやりを、
教職員には教育力あふれる学園づくりを求め、現在も濱名山手学院全体の建学の
精神として継承しています。
　2020 年 4 月に学校法人濱名学院と学校法人神戸山手学園が大学統合・法人合
併を行い、新たな出発を迎えました。新たな教育ミッションは、「『他者を尊重し
つつ、主体的・能動的に自らの人生を切り拓く』ことができる人間を世界に送り
出すこと」です。具体的には、「Communication（対話、伝達）､Consideration
（熟慮、考察、思いやり） & Commitment（参画、貢献）」を価値基準とし、この
“３つのＣ” を実行できる人間の育成を目指します。

濱名ミサヲ先生の像

　認定こども園とは、幼稚園または保育園などで就学前のこどもの幼児教育や保育を一貫して提供する機能
と、地域における子育て支援を行う機能の両方を備えている施設で、都道府県知事から認定を受けた施設の
ことです。

第１グラウンド・駐車場

第２グラウンド

多目的ホール

保育室（幼児）

園庭

ビオトープ “ビオ・あいのそのガーデン”

保育室（乳児）
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難波愛の園幼稚園が
めざすもの

学年別教育目標

5歳児…様々な物事に興味・関心を持って主体的に協同的に遊びをすすめていく
4 歳児…身近な人やものに愛情をもってかかわり、いろいろな経験をもとに意欲的に取り組む
3 歳児・満 3歳児…遊びや生活の中で、自分の思いを伝えたり表現したりしながら、友達と関わる
2 歳児…身近な人に親しみ、自分の要求や思いを十分に出して生活する
1 歳児…愛情をたっぷり受けながら自我を豊かに育て、安心して過ごす

あ
相手のことを考え、
思いやりの
気持ちを
持つ子ども

い
命を

大切にする
子ども

の
ノーと言える
勇気をもつ
子ども

そ
創造性
豊かな
子ども

あ い

の

そ

の

5 歳児5歳児

4歳児4歳児
3歳児・満 3歳児
3歳児・満 3歳児

2歳児2歳児
1歳児1歳児

の
のびのび遊び、
意欲をもって
活動する
子ども
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園の魅力

総合学園として

　総合学園ならではの安心のバックグランドとして、大学の看護学、心理学、教育学、特別支援教育、美術教育、理科
教育の専門家がついています。
　特別支援学校教諭や自然災害対応のための防災士資格を持つ教員が複数いるのもこのような大学との関係があるから
です。このように、本園では、大学と連携した質の高い教育、保育を受けることができます。

姉妹校である「関西保育福祉専門学校」は、本園の創設者濱名
ミサヲ先生が本園開設 3年後の 1953 年（昭和 28年）に、自らの
幼児教育理念を体現していくためには、その教育理念を真に認識・
理解している教員によらなければならないと、自らの手で幼稚園教
員の養成を行うことを決断され、本園の２階に昼間・夜間の２部
１年生で尼崎教員養成所（当時）を開設されました。以来、本園で
は関西保育福祉専門学校から 4,000 人を超える実習生を受け入れ
てきました。

実習園としての取り組み

オンライン保育・個別相談

　新型コロナウイルス感染の中で、何とか子ども達の元気な顔を見ること
ができないかと考えていましたところ、本法人理事長からの助言もあり、
Zoom 配信を活用したオンライン保育を実施したところ、子ども達や保
護者から大変な反響がありました。日々の保育の動画配信やご家庭と園を
結ぶ Zoom を使った個別相談など双方向性のオンラインを実施していま

　子ども達の自らの自然体験から、
生命の大切さをはじめ、自然の美し
さや不思議さに気付き、環境や生命
を大切に思う「こころ」を育てるた
め、園児、職員、保護者、園関係者
などみんなの思いがたくさんつまっ
た手作りビオトープを " ビオ・あい
のそのガーデン " と名付け、みんな
で大切に育成・管理しています。

　本園では、保育時間外に子ども達の興味・関心に応
じて、子ども達の豊かな感性や表現力等の芽生えを養
うため、「リトミック」、「ピアノ」、「体操」、「自然と
遊ぼう」、「童謡クラブ」、「絵画・造形遊び」、「ダンス」、
「英語」、「学研教室」、「スイミング」の各教室を設け
ています。指導者は、各領域の専門分野を極めた方に
指導をお願いしています。

課外教室

ビオトープ尼崎キャンパス尼崎キャンパス

三木キャンパス三木キャンパス

神戸山手キャンパス神戸山手キャンパス

関西保育福祉専門学校関西保育福祉専門学校



8 9

園の生活

7：30

9：20

10：00

11：30

12：30

15：00

15：30

7：30

9：00

9：30

10：30

12：00

13：00

14：00

14：30

18：30

難波愛の園幼稚園の１日は　　　　　　　　あそびから始まります難波愛の園幼稚園の１日は　　　　　　　　あそびから始まります

幼児クラスの 1日 乳児クラスの 1日

登園開始

朝のおやつ

みんないっしょの活動

給食

午睡

午後のおやつ

自分がやりたい遊び

年間行事

１学期

２学期

３学期

その他

※2019年度に実施された行事です。
※新型コロナウイルス感染症の影響により行事の実施や有無は、状況によって変更となります。

　４月　入園式、消防署見学
　５月　保護者会総会
　　　　個人懇談会
　　　　田植え体験（５歳児）
　　　　園外保育（４歳児）
　６月　検診（内科、歯科、眼科、耳鼻科）、歯磨き指導、
　　　　プラネタリウム見学（５歳児）、プール開き
　７月　宿泊保育（５歳児）
　８月　夏季保育、夏休み

　９月　稲刈り体験（５歳児）
　　　　いもほり（３，４歳児）
１０月　運動会
　　　　園外保育（３，４，５歳児）
１１月　交通安全指導（４，５歳児）
　　　　愛の園コンサート
１２月　クリスマス会、もちつき会、冬休み

　２月　生活発表会
　３月　お別れ会、卒園式、春休み

伝統行事（こどもの日、七夕、お月見、節分、ひなまつり）
誕生会
保育参観・オープンデー
身体測定
避難訓練
散歩

4月 消防署見学4月 消防署見学

6月 プール開き6月 プール開き

5月 田植え体験
（5歳児）

5月 田植え体験
（5歳児）

6月 歯磨き指導6月 歯磨き指導
7月 宿泊保育（5歳児）7月 宿泊保育（5歳児）

9月 いもほり（3,4歳児）9月 いもほり（3,4歳児） 9月 稲刈り体験（5歳児）9月 稲刈り体験（5歳児） 10月 運動会10月 運動会

10月 園外保育（3,4,5歳児）10月 園外保育（3,4,5歳児）

11月 愛の園
コンサート

11月 愛の園
コンサート

12月 もちつき会12月 もちつき会

2月 生活発表会2月 生活発表会

参観日参観日 伝統行事（七夕）伝統行事（七夕） 伝統行事（節分）伝統行事（節分）

延長保育

預り保育 (ホームクラス )
登園開始

登園

子どもが自由に
選んで行う活動

意図的に経験させる活動

給食

おそうじ

1日の活動の振り返り

降園
預り保育 (ホームクラス )
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子育て支援

子ども達の健やかな笑顔のために、
子育てをする人が元気になれる交流や遊びの場を提供する、
本園の子育て支援は『子育て応援隊』です！！

預り保育「ホームクラス」預り保育「ホームクラス」
７：３０から１8：3０まで開設
＊土曜日、長期休み（夏・冬・春休み）も、7:30 ～ 18:30 まで行っ
ています。
＊栄養士の献立のもと、午前中保育・長期休み・土曜日の給食（1号・
新 2 号認定の方は申し込みが必要）・毎日のおやつを提供してい
ます。

　保護者の方が安心してお仕事が出来るように、また「子どもを少
しの間、預かってほしい」と思われる方のために、家庭的な雰囲気
の中で子ども同士が兄弟・姉妹のように楽しく遊んで過ごせるのが
「ホームクラス」です。子ども達は「泥団子づくり」や「虫探し」
などやりたいことを見つけ、じっくり遊びに向かっています。また
異年齢児が関わることで、子ども達の思いやりの気持ちを育くみ
ます。

ちびっこクラブ＜登録制＞ちびっこクラブ＜登録制＞
　地域の子育て支援として、就園前に幼稚園の
雰囲気を体験できるよう、親子で参加していた
だくクラブです。「親子ふれあい遊び」や「ミニ
ミニ運動会」「クリスマス会」など盛りだくさん
のプログラムを計画しています。親子で友達作
り、幼稚園生活へのステップとして楽しんでい
ただけると思います。

対象年齢 満 2歳以上のお子様とその保護者

日　　時 年間 10回～ 12回　10：00～ 11：00

乳児の子育てを応援するために、助産師や講
師を交えて育児相談や情報提供、子育て支援担
当の先生と親子ふれあいのプログラムで仲間づ
くりをお手伝いします。笑顔いっぱい愛情たっ
ぷりのクラブで保護者の方もリフレッシュして
ください。

にこにこクラブ＜登録制＞にこにこクラブ＜登録制＞

対象年齢 0 歳～ 1歳児のお子様とその保護者

日　　時 月 1回

　安心・安全に遊べる環境として、幼稚園の園庭
（第 1 グラウンド）を開放します。幼稚園の子ど
も達も遊んでいます。三輪車や砂場でいっぱい遊
びましょう。

＊開催日につきましては、ホームページ（園から
のお知らせ）でお知らせします。
＊幼稚園休園日・長期休み・園行事がある時はあ
りません。

対象年齢 未就園児のお子様と保護者

対象年齢 未就園児のお子様と保護者

　お子さんと保護者の方が自由に過ごせるような
環境として、保育室を開放します。月 1回程度「子
育てサロン」を開催して、助産師との育児相談会や、
親同士のコミュニケーションの場を設け、子育て
の情報交換をしていただければと思います。
＊開催日につきましては、ホームページ（園から
のお知らせ）でお知らせします。

　本園では、県より子育て支援・教育相談の指定
を受けています。「子育て支援カウンセラー事業」
として、毎月 1～２回、臨床心理士の子育て支
援カウンセラーが幼稚園にまいります。お子さん
の発達や生活の中で気になることや困っているこ
となどの相談を受けることができます。

★子育て支援事業実施日、事業内容等の詳細につ
きましては、毎年 4 月中旬ごろに『園からの
お知らせ』にて更新します。

わくわく幼稚園〈登録制〉わくわく幼稚園〈登録制〉 園庭開放【なかよしデー】＜参加費無料＞

施設開放【ゆりかご】＜参加費無料＞施設開放【ゆりかご】＜参加費無料＞

対象年齢

日　　時

　「幼稚園って楽しいところ」「先生やお友達と遊
ぶって楽しいな」「うれしいな」と感じ、就園前
の在宅児を対象に、子ども同士、時に親子で一緒
に、運動や製作などを楽しみながら基本的な生活
習慣を身につけ、無理なく集団生活に慣れ親しめ
るように援助していきます。「先生！見て」「○○
ちゃん上手にできたね！」とできることが増えて
大喜びの子ども達です！

2 歳児
週 2日で、月 5回～ 6回
5月～ 10月　2時間保育、
11月～ 2月　3時間保育（給食有）

保育相談〈無料〉保育相談〈無料〉

在園児の保護者対象
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