
1.法人の概要

1. 名称 ： 学校法人 金塚学園 【昭和 21 年 9 月 14 日法人設立】

2. 住所等 ： 大阪府大阪市阿倍野区旭町 1 丁目 4 番 46 号

       電話番号 06-6641-0598・9945 【ＦＡＸ兼用】

         HP  http://www.kanazuka.ac.jp/

3. 設置する学校

    認定こども園 金塚幼稚園  認可定員 140 名

    ※平成３０年度より、幼稚園から幼保連携型認定こども園に移行

4. 理事長 髙島正三郎

   園 長  森田智子

   保育教諭 22 名 職員 3 名 講師 4 名 調理員 3 名

2.事業の内容

①金塚幼稚園の教育目標

心身共に たくましく 気力のある子ども

1. 健康に留意し、たくましい気力を養うと共に、常に注意深く物事を

察知できるこども

2. 友達と親しく、又異年齢の子どもをいたわり、思いやるこころを持てる子ども

3. 自然に興味を持ち、生き物を愛護し情緒の豊かな感性を表現できる

子ども

4. 人に頼らず、自分で何事も進んでやろうとする気持ちを持てる子ども

②学年、実員(内訳)、学級数   

                                   令和 4 年 7 月 1 日 現在

０歳児 １歳児 ２歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合 計

クラス わかば もも さくら うさぎ・りす ぱんだ・きりん すみれ・ゆり

R.2   6 １２ １２ ４０   ２８ ３１ １２８

R.3   6 １２ １２ ２９   ３８ ２７ １２４

R.4   6 １２ １２ ３２   ２９ ３９ １３０



③保育時間

  教育時間    午前 10 時～14 時

   保育短時間  午前 ９時～１７時

   保育標準時間 午前７時３０分～１８時３０分

    備考  平日は教育時間内でのバス送迎があります。

         土曜日開園 午前９時から１７時［就労証明の有る方のみ予約制］

休日  日・祝日・盆休み・年末年始・春休み

④給食

  週 5 回(月～金)  

   ※3 歳児からは、金曜日についてはお弁当持参も可

    土曜日は希望者のみ〔予約制〕

⑤課内カリキュラム

  幼児期に目指す１０の育ちと 3 本の柱を目標に掲げ、年間を通して、あらゆる活動

の場の環境を整えながら、バランスの取れた育ちと活動を目指す。

  週一回 講師による体操教室

  月一回 講師による英語教室

⑥講師による課外活動

  体操クラブ・サッカークラブ・新体操クラブ・英語教室・学習教室

   ※保育終了後、入会者のみ

⑦預かり保育・延長保育

  早朝７時３０分～

  保育終了後 ～１９時

   夏期･冬季・春季 預かり保育有り

    ※お盆・年末年始・3 月末・全休園日有り

⑧年間行事計画

４月 入園進級式 保育参観 PTA 総会

５月 年少・年中児 園外保育〔動物園 等〕 親子遠足 ４･５月生まれ誕生会

土曜参観

６月 年長組園外保育〔キッズプラザ〕 プール開き

７月 ６･７月生まれ誕生会 夏まつり〔縁日 盆踊り〕 年長組お泊り保育

夏休み(夏季預かり保育有り)



８月 夏季保育

９月 新入園児募集要項配布開始 ８･９月生まれ誕生会

10 月 新入園児受付開始（1 号のみ） 運動会 芋掘り遠足 焼き芋パーティー

10･11 月生まれ誕生日会

11 月 園外保育

12 月 クリスマス会 お餅つき 12・1 月生まれ誕生日会

冬休み(冬季預かり保育有り)

１月 お年玉抽選会 こま回し大会(年長児) カルタ大会(年中児・年少児)

２月 子ども作品展 ２･３月生まれ誕生会 保育参観 PTA 総会

      新入園児保護者説明会

3 月 お別れ茶話会 園外保育〔動物園〕 卒園式 修了式

       春休み(春季預かり保育有り)

⑨危機管理と安全管理

・正門はオートロックで施錠しており、保護者 関係者には関係者証を提示して頂き

解錠するようにしている

・幼児については年２回  乳児については毎月 火災・防災・防犯の避難訓練を

行い、警察・消防・病院等と 各関係施設と連携を図り、緊急時に備えている

・危機管理マニュアルを作成して、それに則り 園児の登降園時や園内・園外活動に

おいてより安全に行えるように心がけている

・警察署 消防署 市大病院 小学校 地域と連携を取り、緊急時の対応が迅速に行

えるように準備している

・災害時には、保護者の手元に子どもたちが帰れる環境までの間、園児の安全に

は万全を期して園内にて保護する。

・暴風警報 特別警報 発令の際は休園

      

沿革

  昭和２１年９月１４日

    金塚小学校内に大阪府認可 私立金塚幼稚園 設立

  昭和２５年４月

     阿倍野区旭町２丁目６０番地 独立園舎に移転(木造普通家屋)

昭和２８年１月

     学校法人 金塚幼稚園 に組織変更

昭和４４年１２月２５日

     学校法人 変更申請により 学校法人金塚学園 寄付行為認可



  平成４年９月

     鉄筋鉄骨２階建園舎 工事完成

平成１４年４月

     未就園児クラス“わかば保育園” 開設

  平成１５年５月

     学校法人 金塚学園 わかば保育園として大阪府承認改正

  平成３０年４月

     学校法人 金塚学園 認定こども園 金塚幼稚園 開設

3.幼稚園の概要

     創立７7 年を迎え、保育教育の資質向上に努め、地域に根差した園として確

立いくことが必至であった。

子どもや保護者の“安心・安全”を確保するためにも、広い敷地を利用して、新

園舎を増築し、平成１４年に開設した未就園児クラス「わかば保育園」のノウ

ハウを生かし こども子育て新制度に沿って、平成 30 年度より、幼保連携型認

定こども園 【学校法人 金塚学園 認定こども園 金塚幼稚園】として開園して

5 年目を迎える。

★新型コロナウィルス感染症及びその他の感染症対策について、現在以下のご協力

をお願いしています。

   

日頃の健康管理に留意しながら保護者の方々にも協力して頂きながら感染防止

に努めています。入り口での手指の消毒やマスクの着用は、できる限り協力をお

願いしながら 園内消毒や手洗い・うがいの徹底、登園時の手指の消毒協力など

徹底しています。

発熱症状が有った園児については、家庭で 24 時間の健康観察の協力、又同居

している方の体調不良にも慎重に対応をお願いしています

   

園関係者に“陽性者”“濃厚接触者”の特定が有った場合には、厚生労働省の定

めている定義に従い、大阪市・大阪市保健局 と協議を重ねてしかるべき措置を

迅速に行い、対応をお知らせしています。

   

   季節性の感染症に対しても体調管理や健康観察は同等に行っており、園生活や

行事についても、状況に応じて延期や縮小等、感染拡大防止に努めながら行い

ます。


