
入園案内 
 

 

学校法人大阪集成学園 

守口幼稚園 

 この度、お子様がお健やかにご成長され、就園適齢期になられましたこと 心よりお喜

び申し上げます。当幼稚園では、来る 10月１日より平成 27年度新入園児を募集致します。 

21 世紀に羽ばたく子供たちの無限の可能性を伸ばす為に、その人格形成の基礎となる大切

な幼児期を、のびのびと明るく楽しく、すくすくと元気に、また心優しく情操豊かに過ご

せるよう、様々な経験や活動を実践している幼稚園です。ひとりひとりの個性を大切にお

おらかさの中で、知性、感受性、健全な心身を育んで参ります。園児募集にあたり、当園

の概要をご案内致しますと共に、お子様のご入園を心よりお待ち申し上げております。 

 

１.当園の歴史と特色 

☆本園は、創立者の教育理念に基づいて昭和 24年に創立されて文部科学省大阪府の認

可を受け 66年の歴史を持つ幼稚園です。前身は大阪集成高等女学校であり、私学の名

門として守口及び大阪の教育に熱心な有識の家庭の子女が学ばれ多くの人材を育成し

てきました。空襲による大破壊のあと、学園再建の願いも虚しく、高等女学校は閉校

となりましたが、その伝統を受け継ぎ守口幼稚園が創立され、戦後の混乱期にもかか

わらず教育環境を整備し、欧米の幼児教育に学び、優秀なすばらしい幼児教育を実践

して参りました。全日本私立幼稚園連合会、大阪府私立幼稚園連盟に所属する伝統と

実績のある幼稚園です。 

 

☆健康な身体作りと健全な情操の滋養に努め、明るく、思いやりのある、心豊かな子

供を育てることを目標としています。音楽教育、造形絵画教育、語学教育、健康教育、

道徳教育、食育を通して“知性”と“感性”を育み幼児の心身の調和した発達を促す

為に、運動遊びや体力作りに力を注いでいます。文部省の認可定員は 1クラス 35名で

すが当園は少人数制を実施し、子供たちの育ちに丁寧に関わり人間関係学上、信頼や

相互の思いやりを育てる事を大切にし、その人格形成に大きな影響を与えています。

年間を通して幼児に主体性を持たせた楽しく有意義な行事を行い、きめこまやかな行

き届いた指導を実践しています。グローバルな視野から子供たちに国際交流の重要性

を知らせると共に、国際人として必要な語学を身につける第 1 歩として早期英語教育

を実施しています。“のびのびとおおらかに心優しく”“あそびを大切に”“ひとりひと

りのいのちのかがやきを尊重すること”“善いこと悪いことを知る”“感謝する心育て”

を教育方針の中心におき教育していきます。 



 

2.募集人数 

☆ 2年保育       10名   ☆ 1年保育       若干名 

☆ 3年保育       50名   ☆転入、転園児受け入れ可能 

☆満 3歳児        20名 

3.応募資格 

☆平成 21年 4月 2日生まれ～平成 25年 4月 1日生まれまで 

4.願書配布期間 

☆平成 26年 9月 1日〈月曜日〉より毎日午前 9時～午後 6時まで 

  〈ただし日・祝日を除く〉 

5.願書受付期間 

☆平成 26年 10月１日〈水曜日〉より毎日午前 10時～午後 6時まで 

    〈ただし日・祝日を除く〉定員になり次第締め切ります。 

6.入園料 

  ☆60,000円〈兄弟姉妹同時入園の場合は 10,000円減額致します。〉 

  ☆如何なる理由があっても納入された入園料は園則によって返金できませんのでご了

承下さい。 

7.願書提出について 

  ☆願書用紙に所定事項記入、捺印の上、健康診断票と入園料をそえてお申し込み下さ

い。健康診断票は各自のかかりつけの医院又は病院で、所定の診断書により各自で

診断を受けて下さい。入園後の園生活の参考にさせていただきます。 

 

8.毎月の納付金 

  ☆保育料       月額 26,000円 

  ☆通園バス利用者   月額  3,000円 

  ☆絵本代       1,000円程度 

  ☆給食費用代     1週間 4回 1,110円〈現行〉 

  ☆保護者会費用    月    500円 

  ☆行事費用・教材費用実費徴収 ＊別紙参照 

  ☆制服代 体操服代金 用品代 全て購入の場合 82,000円程度 ＊別紙参照 

  ☆園児保険 5,500円～ ＊必ず御加入をお願いしています。 

  ☆保育料は毎月りそな銀行守口支店の保護者の口座から自動振替で納入して戴きます。

入園申し込み後 同所にて口座開設しておいてください。自動振替の手続きは改め

てご案内致します。 

 

 



  ☆大阪府認可園である当幼稚園園児保護者には次の様な公的補助金が交付されます。 

   平成 26年度実績 

◎幼稚園就園奨励補助金〈3・4・5歳児 所得制限あり〉 

                   大阪市、守口市、その他各市より 

◎私立幼稚園在園児保護者補助金〈3・4・5歳児〉各市より 

認可園はどの園でも同じ補助金がいただけます。 

 

9.保育期間 

  ☆第 1期   4月 2日～ 8月 31日まで〈夏季休暇約 35日間を含む〉 

  ☆第 2期   9月 1日～12月 31日まで〈冬期休暇約 15日間を含む〉 

  ☆第 3期   1月 1日～ 3月 31日まで〈春季休暇約 15日間を含む〉 

10.保育時間 

  ☆月・火・水・木・金曜日    午前 8時 00分～午後 2時 30分まで 

   全土・日曜日行事以外は休園です。 

11.服装 

  ☆当園規定の制服・制帽・体操服・スモック・上靴・下靴を着用すること。 

   靴下は白ソックス。 

12.用具 

  ☆当園規定の用具を購入、使用します。 

13.給食とお弁当 

  ☆月曜日     おにぎりとおじゃことソーセージ   阪急食品(210円) 

  ☆火・木曜日   給食                村上給食(320円) 

  ☆水曜日     パン給食と牛乳           HOKUO(260円) 

  ☆金曜日     お母様手作りお弁当を家庭より持参 

   毎月月初めに予定表と費用をお知らせし徴収します。 

   お誕生会の時はパーティランチを戴きます。〈月 1回月曜日〉(430円) 

14.正課授業 

  ☆体育・英語・書道・作法〈茶道〉は専門講師による指導を受けます。 

15.課外授業〈有料〉 

  ☆体育クラブ   水曜日     ☆書道クラブ   月曜日 

  ☆英語クラブ   火曜日     ☆ピアノクラブ  月・木曜日 

 

16.子育て支援センター事業 

  ☆ホームクラス〈長時間保育〉デイケア 1日 500円 帰りのバスお送りあり 

   保育終了時間後 2時 30分～6時 30 分まで ホームクラス担任 2人がお預かりします。 

   毎日あるいは随時利用が可能です。おやつがあります。家に帰っても近隣にお友達



が少ないとか兄弟姉妹がいらっしゃらないとか、お母様の御用のある時など園に残

って異年齢のお友達と楽しく遊びます。幼稚園の教諭たちが責任を持って指導しま

す。おやつタイムはクッキングを行い、食育を実施しています。工作、製作、トラ

ンプやカルタ、ゲーム、折り紙など楽しい活動で充実しています。欧米の知育玩具

もそろっています。おかたづけやお手伝いなど協調性・積極性も身につきます。家

でコンピューターゲームやテレビ、ビデオに洗脳されるよりも、人格形成にプラス

になる優しさや楽しさいっぱいの遊びタイムをホームクラスで過ごして戴きたいと

願います。夏休み・冬休み・春休みもあります。クラブと重なる場合は割引があり

ます。平成 18年度からはバスでの送迎を実施しています。休暇中も行っています。 

   平成 22年度からは土曜日もお預かりしています。(サタデースクール) ＊別紙参照 

 

17.年間行事予定 

  ☆ 4月  入園式 園内オリエンテーリング 懇話会 

  ☆ 5月  マザーズディコンサート シャボン玉大会  

         園外保育〈門真教習所にて交通安全研修〉 

園内ミュージカル観賞会＜クッキーズ＞ 

  ☆ 6月  日曜参観日〈製作展示会〉インターナショナルディ  

飛行機大会 お泊り保育 シャボン玉大会 園外保育〈ミュージカル鑑賞〉  

  ☆ 7月  七夕祭り シャボン玉大会 プール開き なつまつり 

  ☆ 8月  夏休み  

  ☆ 9月  入園説明会 親子フォークダンス練習会 シャボン玉大会 

  ☆10月  運動会 園外保育〈いもほり、みかんがり〉 バザー 

        親子遠足〈須磨水族園または王子動物園〉 シャボン玉大会 

  ☆11月  絵画製作展覧会   

  ☆12月  園内ミュージカル鑑賞〈クッキーズ〉クリスマスコンサート 移動動物園 

  ☆ 1月  カルタ取り大会 たこあげ大会  

  ☆ 2月  豆まき大会 人形劇鑑賞会 けん玉大会 なわとび大会 

  ☆ 3月  おひなまつり 生活発表会〈音楽会〉 園外保育〈海遊館〉 

            人形劇鑑賞会 お別れパーティ 卒園式 

   体験生活を通じての教育の深化と生活の充実を目指して幼児の活動を中心とした年

間行事を計画、実施していきます。平常の保育の中であるいは特別な日として楽し

く参加できることが大切です。園外保育は行事委員のお母様のみ付き添っていただ

きますのでご安心下さい。あくまで予定であって変更することもあります。このほ

か毎月お誕生会があります。 

 

 



18.国際交流センター事業(インターナショナルディの実施) 

  ☆世界各国からの留学生やゲストを迎えて子供たちにそれぞれの文化や言語を紹介し

ていただいたりして異文化にふれあい草の根交流を実践していきます。やがて世界

平和や人類愛につながる大切なグローバルな絆を子供たちと共に育てていきたいと

願います。国際理解教育の実践を通して異言語・異文化交流を目指します。JICA国

際事業団や ILEC(国際湖沼環境委員会)に属する世界各国の優秀な人材が来園されて

います。園児たちが英語でインタビューをします。 

 

19.教育相談事業 

  ☆幼児教育相談員の資格をもち教育相談カウンセリング歴 30年以上の園長がその任に

あたります。若いお母様がたの強い味方です。園長先生は、大阪信愛女学院で教育

相談・相談支援の講義で大学生達を指導しておられます。色々な問題や、心の悩み

を温かい眼差しで指導して下さいます。 

 

20.子育て支援クラブ“わいわいガヤガヤクラブ” 

  ☆月数回親子サークル活動をしています。0歳から 3歳まで就園前のお子様をお持ちの

お母様がたが参加して下さっています。体操の講師による親子体操と園長先生や担

当教諭の指導でお歌や手遊びを学んだり、製作したり、紙芝居や絵本読みなどとて

も楽しい右脳教育の時間です。100坪の広いホールでのびのびと心優しく豊かに過ご

していただいています。子供を育てる大切な時期に子供たちもお母様がたもよいお

友達との出会いや支え合い、助け合いのできるよい信頼関係を築きます。園庭開放

タイムも好評でベビーカーも持ち込めます。情報過多の時代に惑わされないでしっ

かりとした価値観で子育ての大切な時期を良い環境で過ごしましょう。ことわざに

“鉄は熱いうちに打て”と言われています。たくさんの良い刺激を受けて大脳生理

学的にもめざましい発達・成長をとげていきます。かわいい子供たちとすてきなマ

マたちが元気いっぱいサークル活動を展開しています。明るく楽しく、そして優し

さにあふれる守口幼稚園です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成２7年度 

入 園 案 内 
明るさと 優しさあふれる 楽しい 守口幼稚園 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地  ８００坪 

園舎  鉄筋８教室 別棟２教室 ２階ホール１００坪 

    良書あふれる図書コーナー 

    冷暖房完備 

園庭  緑につつまれた広い園庭 

(プール、砂場、遊具設置) 

美しく清潔なトイレ 

創立  昭和２４年 

 


