
２０２０年度

聖心幼稚園の紹介

● 聖心幼稚園ホームページで、さらに詳しく、幼稚園の様子をご覧いただくこ

検索とができます。 「奈良県 聖心幼稚園」

https://seishin-youchien.ed.jp/ です。ホームページのアドレスは、

● ホームページには、２０２１（令和３）年度の募集要項を掲載していますので、

ご確認ください。（ホームページからメールでお問い合わせもいただけます）

● わからないことがあれば、お問い合わせくだされば、お答えいたします。

● 2019年１０月以降、幼児教育無償化により保護者負担がこれまでより大幅に

減額されましたので、幼稚園選びの選択肢の一つに、ぜひ聖心幼稚園を加え

ていただけることを願っています。

● 特別指導の様子などをさらに見学したいという場合は、都合の良い日時をご

連絡ください。

奈良芸術短期大学附属

聖心幼稚園

聖心幼稚園紹介資料
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１ 教育目標

（１）規則正しい生活習慣を身につけ、健康な心と体を育成する。

（２）知育・徳育・体育を重視した教育活動を通して、個性を伸ばし、創造性を高める。

（３）自己創造と個性開花を目指す、生き生きとした幼児教育をすすめる。

「個性を伸ばし、創造性を高める」

● 美的感覚を養う

● リズム感を持ち 正しい音感を身につける

● 正しい文字をおぼえる

● 国際感覚をもつ

● 基礎体力をつくる

生き生きとした幼児教育

＜めざす子どもの姿＞

２ 本園の特色

幼稚園は「子どもが初めて出会う大切な学校」です。本園では、子どもたちは保護者の

皆様から預かった大切な宝物であるという認識のもと、一人ひとりの可能性を伸ばし、人

間性豊かな幼児を育成することを目指しています。

まず、クラスを少人数編成としています。一人ひとりに指導者の目が行き届くように、

そして、個性を大切にしながら心の教育やしつけ指導ができるように配慮しています。

思い切り遊ぶことや絵本の読み聞かせをすることも大切にしています。異年齢の子ども

たちと遊んだり、クラスの仲間と遊んだりすることで、人との関わり方を学び、言葉も豊

かになります。また、昼食後などにほぼ毎日行う絵本の読み聞かせでは、目をキラキラさ

せながら絵本の世界に入り込んでいる子どもたちの姿を多く見ることができます。この遊

びや絵本の読み聞かせを通した学びは、子どもたちの豊かな感性を育て、創造力を広げる

ことにつながっています。

幼児期は感性の発達が最も著しいときであり、その感性を十分にひきだせるように特別

指導にも力をいれています。英語（英会話）､音楽、書道、絵画、造形、体操といった科

目をとおして、園児の創造性の高揚と個性の伸長を図っています。芸術大学附属幼稚園と
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しての特性をいかし、専門の講師による適切な指導をおこない、子どもたちが生き生きと

活動できる教育環境を整えています。

３ 本園の沿革

昭和４２年 ４月 学校法人「聖心学園」が設立された。

昭和４３年 ４月 聖心幼稚園が開園した （平田俊夫園長就任）。

昭和４８年 ４月 奈良芸術短期大学附属聖心幼稚園となる。

昭和５０年 ４月 （平田静太朗園長就任）

昭和６１年１２月 新園舎完成に付き、学園の敷地内に本園を移転した。

（鉄筋コンクリート瓦葺き平屋 一部２階建て）

平成 ７年１１月 学園創立３０周年記念式典挙行

平成２６年 学園創立５０周年を迎える

平成２９年 ４月 （平田寛二園長就任）

４ 本園の環境

近鉄橿原神宮前駅から約８分
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５ 学級編成

種別 年 齢 学 級 名 担任数 園児数

３才児 さくら組 担任１名、副担任１名 １７名

４才児 ゆ り 組 担任１名、副担任１名 ２０名

５才児 ば ら 組 担任１名、副担任1名 １６名

計 ３ 学 級 ６名 ５３名

６ 一日のスケジュール（基本のスケジュール）

半日保育 延長保育 通常保育

7 50ーバス運行 バスによる登園、身支度など:

ー10 05頃着 （1回目のバスで早めに登園した園児は自由遊びの時間）:

10 05ー 朝会（園歌・体操など）:

★通常保育の時は、特別指導がある。

10 10ー12 10クラスごとの : :
遊びや活動

クラスごとの

遊びや活動降園準備

11 15ー 降園:

※ 4の特別指導の時間割によるP

※特別指導がない時間は、各クラス
ごとの遊びや活動を行う。

昼食：給食（月水金 、弁当（火木））

クラスごとの

遊びや活動

降園準備

13 15ー 降園:

降園準備

14 15ー 降園:

バス待ち時間（自由遊びと読み聞かせ）

３
年
保
育

特別指導の時間

（専門の講師による指導）

英会話・音楽・絵画・造形

体操・書道

クラスごとの

遊びや活動
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（ばら：年長、ゆり：年中、さくら：年少）※予定です。７ 特別指導

８ 主な年間行事

行 事月 行 事 月

始業式 入園式 おいも掘り、焼きいもパーティー4月 10月

個人面談 作品展、ハロウィンパーティー

5月 11月 フリー参観 どんぐり拾い健康診断（視力、検尿、内科）

昆虫館見学 キウイ取り遠 足 中等教育学校との交流

6月 歯科検診 避難訓練（火災） 12月 防災訓練（地震） 個人面談

プール開き 日曜参観 クリスマス会 終業式

7月 七夕祭り 夕涼み会 終業式 1月 始業式 参観日 奈私幼作品展

8月 保護者清掃奉仕 2月 豆まき 入園説明会

9月 始業式 運動会 3月 音楽・英語発表会

お別れ会 卒園式 修了式

曜日 特別指導 指導者 昼食

曜日 特別指導 指導者 昼食１０：１０開始 １２：１０終了

書　道 梶　原

金

英会話 マイク

給
　
食

絵　画 片　邊

ばら①

１０分間

準備

木

体　操 津　田
１０：１０～１０：４５（３５分） １０：４５～１１：２５（４０分） １１：２５～１２：１０（４５分）

準備

お
弁
当

さくら ゆ　　り ば　　ら

絵　画 片　邊
１０分間

水

音　楽 鎌　田

火

英会話 宮　田

絵　画 片　邊

給
　
食造　形 松　井

１１：００～１１：３０（３０分） １１：３０～１２：１０（４０分）

さくら ゆ　　り

お
弁
当

さくら① さくら②

１０分間 １０：２０～１１：１０（５０分） １０分間

１０：５０～１１：１０（２０分） １１：１０～１１：３０（２０分）

準備 ば　　ら 準備

１０：１０～１０：３０（２０分） １０：３０～１０：５０（２０分）

１０：１０開始 １２：１０終了

月

英　語 梶　原

音　楽 鎌　田
ゆ　　り

給
　
食１１：０５～１１：４５（４０分）

ば　　ら

１１：５０～１２：１０（２０分）

ゆり① ゆり② ばら① ばら②

１０：１０～１０：３０（２０分） １０：３０～１０：５０（２０分）

ゆり① ゆり②

１０：１５～１１：０５（５０分）
準備

１０：５０～１１：０５（１５分） １１：０５～１１：２０（１５分）

さくら① さくら②

１１：２０～１０：４５（２５分） １０：４５～１２：１０（２５分）

ばら① ばら②

１１：１５～１１：３０（１５分）

さくら②

１１：００～１１：１５（１５分）

さくら①

１０：３５～１１：００（２５分）

ばら②

１０：１０～１０：３５（２５分）

ばら①

１１：３０～１１：５０（２０分）

１１：００

１１：００

１０：１０～１０：３５（２５分）

ゆり①

１０：３５～１１：００（２５分）

ゆり②

１１：２０～１２：００（４０分）

ゆ　　り

１０：２０～１１：１０（５０分）

ば　　ら

１５分間

準備

１１：２５～１２：０５（４０分）

ゆ　　り

１０：１０～１０：５０（４０分）

さくら

１１：４０～１２：１０（３０分）

ばら②

１１：１０～１１：４０（３０分）

１１：３０～１１：５０（２０分） １１：５０～１２：１０（２０分）

ゆり① ゆり②

１０：１０～１０：４０（３０分）

さくら

１０：４０～１１：２０（４０分）

ゆ　　り

１１：２０～１２：１０（５０分）

ば　　ら

１０：１５～１１：００（４５分）

ば　　ら
準備


