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学校法人 奈良カトリック学園  事業報告 

 ２０２０年４.１～２０２１年３.３１ 

１、法人の概要 

 ① 運営者  ：学校法人 奈良カトリック学園 

 

 ② 所在地  ：奈良市登大路町３６番１  ＴＥＬ：０７４２－２２－４０８９ 

                    ＦＡＸ：０７４２－２６－３２６１ 

 

 ③設置する学校：認定こども園 奈良カトリック幼稚園   

    定員     ２１０人 

  利用定員     １４７人 

１号認定児  １１９人 

１号認定 
合計 

５歳児 ４歳児 ３歳児 

４０名 ４０名 ３９名 １１９名 

 

２・３号認定児 ２８人  

２号認定 ３号認定 
合計 

５歳児 ４歳児 ３歳児 ２歳児 

７名 ７名 ７名 ７名 ２８名 

 

２０２１年３月３１日現在数 

１号認定 

５歳児 ４歳児 ３歳児 満３歳児 計 

３１名 ３７名 ３７名 １０名 １１５名 

 

２号認定 

５歳児 ４歳児 ３歳児  計 

６名 １１名 ９名  ２６名 

 

３号認定 

２歳児 計 

７名 ７名 

 

 

合計 

１４８名 
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④役員の状況 :  理事長 １名 

          理事  ４名 

          監事  ２名 

          評議員 ６名 

 ⑤教職員の状況：    園長 １名 

         主幹教諭  

         保育教諭１６名（常勤９名 常勤的非常勤２名 非常勤５名） 

         保育士  ３名（非常勤３名） 

         その他職員１名 

         事務員  ２名（常勤１名 非常勤１名） 

         園医   ３名（小児科医 歯科医 薬剤師） 

         講師   ２名（英語 体育） 

      

２、事業の概要（２０２０年度 奈良カトリック幼稚園の概要） 

 

 本園の目的及び特色 

カトリック精神に基づいて、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、子どもを

教育・保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。 

学校教育法第２２条及び、子ども子育て支援法その他の関係法令を遵守し、この規程の定め

るところにより運営管理をする。 

 

 提供する教育・保育の内容 

 カトリック精神に基づく宗教教育 

かけがえのない命をいただいていることを知り、神への賛美と恵みに感謝し、園生活の中で

仲間づくりを体験し、自分と他人を大切にする心を育てる教育を行う。 

 

 モンテッソーリ教育 

豊かな自然の中でのびのびと遊び、自分自身の力でたくましく生きようとすることを手助け

し、自らの興味や関心に従って自分で作業を選び、自分のペースで活動することによって達

成感、満足感を味わいながら自己形成ができるよう、環境を整え援助する。 

 

 ３歳児、４歳児、５歳児の混合縦割り保育 

異年齢児とのかかわりの中で、お互いが助け合い、学び合いながら人格を形成していくこと

を目指す。 

 

 恵まれた自然環境の中で四季を感じる体験 

畑での野菜作り・梅ジュース作り・落ち葉やどんぐりを使った造形活動 

 

 図書室・お料理活動   専門講師による体育・英語指導 

週に一度の絵本貸し出し・クッキング活動（おにぎり作り・いも煮など） 

  モンテソーリ体育教師による指導・歌ったり踊ったりゲームなどで楽しく英語に親しむ 



3 
 

 

 

 給食 

給食を通じて食育を行う。旬の食材を使い、食べる喜びを五感で味わえるような食事を提供

する。また、園の畑の野菜を収穫し、先生や友だちと調理すること、食べることを楽しんで

行えるような体験を取り入れていく。給食は業者に委託し、栄養士を配置し自園内で調理す

る。おやつについても、できる限り手作りのものを提供する。 

給食委託会社：（株）花萬         所在地：京都市伏見区深草ノ壺町３７－１－１０３号 

電話：０７５－６４３－８７１９ 

 

 アレルギー対応について 

全園児にアレルギー調査を実施し、必要な場合、医師の指示書を保護者から提出してもら

い、保護者と相談の上、献立の代替または除去食を提供する。その他、ハラルにも対応。 

 

 教育・保育を行う日及び時間帯 

＜１号認定＞ 

保育時間 月・火・木・金・・・午前 ８時３０分～午後 ２時 

         水・第３土・・・午前 ８時３０分～午前１１時３０分 

            

休園日  土曜日（第３土曜日を除く）・日曜日・国民の祝日及び国民の休日 

夏期休業   ７月２１日 ～ ８月３１日 

冬期休業  １２月２０日 ～ １月 ７日 

春期休業   ３月１９日 ～ ４月 ５日 

開園記念日 １２月 ３日  

その他、園長が必要と認めた日 

 

預かり保育（エンゼルグループ） 

  早朝預かり、保育後の預かり、長期休暇中の預かり保育は実費負担。 

    ・早朝  午前 ７時３０分 ～ 午前 ８時３０分    

    ・保育後 午前１１時３０分 ～ 午後 ６時３０分 （水曜日・保育時間短縮日 等） 

         午後 ２時    ～ 午後 ６時３０分 （水曜日以外）   

            ※細かい時間設定あり。 

    ・夏期・冬期・春期長期休業中 

         午前 ８時３０分 ～ 午後 ６時３０分 

 

実施日数（２０２０年４月１日～２０２１年３月３１日）・・・   ２３８日（昨年度 ２３７日） 

参加人数（２０２０年４月１日～２０２１年３月３１日）・・・延べ７４８８人（昨年度７２３２人） 

                   １日平均・・・     ３２人（昨年度  ３１人） 

    ４月１３日（月）～５月２９日（金） 臨時休業 

   （５月１８日（月）～分散保育） 

    ６月 １日（月）～保育再開 
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＜２・３号認定＞ 

保育日  保育標準時間認定（ 長１１時間） 

平日・・・・午前 ７時３０分～午後 ６時３０分 

       第３土・・・午前 ８時３０分～午前１１時３０分 

     保育短時間認定（ 長８時間） 

     平日・・・・午前 ８時３０分～午後 ４時３０分 

       第３土・・・午前 ８時３０分～午前１１時３０分 

 

休園日  土曜日（第３土曜日を除く）・日曜日・国民の祝日及び国民の休日 

年末年始（１２月２９日～１月３日） 

（職員研修日・その他行事等による休園協力日・お盆休み８月１３日～１６日等） 

 

延長保育 

   早朝延長保育、保育後の延長保育利用は実費負担。 

    ・早朝  午前 ７時３０分 ～ 午前 ８時３０分（保育短時間） 

    ・保育後 午後 ４時３０分 ～ 午後 ６時３０分（保育短時間） 

         午後 ６時３０分  ～ 午後 ７時（保育標準時間・保育短時間）       

 

預かり保育・延長保育料金表 

預かり保育 

（１号認定） 

早朝預かり ７：３０～ ８：３０ １５０円 

保育後預かり １１：３０～１８：３０ １,１００円（＋給食費３８０円）

１４：００～１８：３０ ７００円（月～金） 

長期休業中預かり ８：３０～１８：３０ １,１００円（＋給食費３８０円）

延長保育 

（２・３号認定） 

早朝延長保育 ７：３０～ ８：３０ １５０円 

保育後延長保育 

 

１６：３０～１８：３０ ３００円 

１８：３０～１９：００ １００円 

※預かり保育利用の場合、細かい時間設定あり。 

 

２０２０年４月２１日（火）～５月２９日（金）まで、真にやむを得ない事情の場合に受け入

れる『特別保育』に移行。原則、家庭保育のお願い。 
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 保育料及び諸費用について 

 

項目 内容 

保育料（月額） 居住地の市町村が所得状況に応じて設定した利用者負担額 ※２０１９．１０～無償化 

 

 

 

特定保育料 

 

本園の教育・保育の質の向上を図るため、次に

揚げる内容で入園時に保護者から徴収。 

・入園受入準備金 

・教育充実費・・・外部講師、モンテッソーリ

教具、教員養成 

・施設充実費・・・施設関係 

・設備充実費・・・設備関係 

 

 

５０,０００円 

１号認定（入園料） 

２・３号認定（教育施設充実費）

 

 

 

 

実費 

教材費 ２,０００円/月 

給食費 １号認定 

２号認定※２０１９．１０～（主食・副食費込）

４,５００円/月 

６,５００円/月（３歳児以上）

絵本代     ４００円程度/月 

卒園アルバム代（年長のみ） ２,２００円程度/月 

保護者会費 ６００円程度/月 

遠足代等行事費  

 

制服等費用 

１・２号認定・・・制服、制帽、体操服上下、 

通園リュック等  

３号認定・・・体操服上下等    

３５,０００円程度 

 

８,５００円程度 

年間諸費 学校スポーツ振興センター加入金  ２４０円 

 

 未就園児保育（バンビーニグループ） ―２０２１年度園児募集のためにー 

     対象   ２歳・３歳 

費用   週１回コース   ５、０００円（教材費、その他含む） １５人 

     週２回コース   ８、０００円（教材費、その他含む） １５人 

     週３回コース  １１、０００円（教材費、その他含む）  ３人 

保育時間   ３時間３０分 

    実績   入会 ２８人（３歳児 １６人  ２歳児 １２人） 

         継続 ３３人（２０１９年度入会） 

         退会 ２８人（内７名 満３歳児入園） 

        3/31 現在 ３３人（内４月入園者 ２１人） 

 

 施設の充実・修理 

・幼稚園正門扉 改修工事 

・預かり５歳児保育室 一部床張り替え改修工事 
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広報活動    

 ホームページの充実 

出来るだけ子どもたちの園での様子が分かる様に、こまめに更新していく。 

 わくわくサマーランド ７月１８日（土） 

参加型の催しにするとともに、教員との交流を通して園の良さをアピールす

る。         

 ならリビング 幼稚園ガイド等掲載   

 

３、当該年度の主な行事 

     ４月 始業式 入園式  

５月 卒園児の同窓会（中止）     

     ６月 新入園児お祝い会 入園後面談 内科検診 尿検査  プール開き  

     ７月 年長発表会 年中遠足 保育参観（４日設定）年長夏キャンプ 終業式  

     ９月 始業式 年長若草山山登り 年少遠足 

    １０月 運動会 年長体験学習  

    １１月 親子イベント 保育参観（４日設定）ウォーカソン（中止） 

    １２月 年中発表会 年少発表会 クリスマス会 サンタクロース来園 終業式 

     １月 始業式 おもちつき 歯科検診  

     ２月 保育参観（内容を精選し、複数日設定） 

     ３月 マラソン大会 年長児を送る会 園内作品展 卒園式（第７４回）、終業式 

 

・各月の「子どものお祈り会、誕生会」 

・避難訓練６月から年に４回実施 

・園庭開放→毎日保育時間後 1時間（月、木、土は除く） 

 

 

４、保護者の活動 

 共に育つ会  第３金曜日（  東  ）  

今年度は、「共に育つ通信」に変更 

 愛育会（保護者）活動  ２号認定の保護者も積極的に参加 

クラス役員を廃止し、行事ごとに係選択制に変更 

 ボランティア活動 

今年度の活動は中止 

   ・演劇部→年２回の観劇会 

   ・コーラス部→年２回の音楽会 

   ・教材部→モンテッソーリ教材の製作 

   ・園芸部→園庭の花壇の世話 

   ・絵本の会→図書の貸し出し、本の整理、絵本の読み聞かせ 

   ・お父さんの会→ファミリーデー援助、バザー出店、園児との交流（運動遊び） 

                 休日ＢＢＱや川遊び体験 

 


