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社会福祉法人 山善福祉会

●　認定こども園　●
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対 象 児

定 員

開園時間

建物概要

：認定こども園

：〒659-0036　芦屋市涼風町 5番

：Tel.0797-34-3333  Fax.0797-34-3334

：shiosai@yamazen-fukushikai.or.jp

：大須賀　恵実

：社会福祉法人　山善福祉会

：0歳の乳児～就学前の幼児

：1号認定園児／ 90 名　2・3号園児／ 90 名

：午前 7:00 から午後 7:00（土曜日のみ午後 6:00 まで）

：鉄筋造一部鉄筋コンクリート平屋
　敷地面積／ 3,561.55 ㎡　建物面積／ 1,523.85 ㎡

社会福祉法人 山善福祉会

ー　教育・保育の目標　ー

ー　姉妹園&関連施設　ー

「人の心と人の和を」大切にし、
「大地に根差した生きる力を育む」保育を行います。

「大地に根差した生きる力を育みます」

ともだちっていいな《人間関係》
友達と楽しく過ごし、

自分も人も大切にする心を育て、
人と関わる力を養います

自分でできたよ《表　現》
さまざまな表現活動を体験し、

自分の思いや感じた事を
豊かに表現できる子どもを育てます

げんきいっぱい《健　康》
食べる・眠る・遊ぶ・・・

生活リズムを大切にし、健康や安全など
生活に必要な基本的生活習慣を

身に付け、心と体の健康を育てます

保護者とともに学び
喜び合える関係を《子育て支援》
家庭や地域の様々な社会資源との

連携を図りながら、
保育園の特性や職員の専門性を

生かし、子育て家庭を支援します

見つけてみよう、
やってみよう《環　境》
自然や社会の出来事に

興味や関心を持ち
五感 （視覚，聴覚，味覚，

嗅覚，触覚）を育み
豊かな感性や感覚を育て

環境に関わる力を養います

話してみたい、聞いてみたい《言　葉》
言葉への関心や興味を持ち、

言葉の豊かさを養い、伝え合う喜びや
思考力の基礎を培います

■認定こども園さんすい学園
大阪府茨木市東太田 3-8-3　TEL.072-626-9047 Fax.072-626-9200
■認定こども園おとのは学園
大阪府茨木市平田 1-29-38　TEL.072-637-1122 Fax.072-637-1288
■認定こども園豊原学園
大阪府茨木市豊原町 14-14　TEL.072-640-0017 Fax.072-640-0018
■鮎川保育園
大阪府茨木市鮎川 2-22-20　TEL.072-633-0006 Fax.072-633-1856
■認定こども園いぶきの丘学園
大阪府茨木市東太田 1-4-10　TEL.072-626-0088 Fax.072-626-0055
■並木第二保育園
神奈川県横浜市金沢区並木 1-23-6　TEL.045-771-0556 Fax.045-771-0538
■ファームおとのは（大阪府茨木市／水田）　■ファーム豊原（大阪府茨木市）
■ファーム笠置（京都府相楽郡／お茶畑）
■ファーム八幡（京都府八幡市／たけのこ山）

放課後児童
ク ラ ブ

地域子育て
支 援 室 あります！

阪神高速5号湾岸線南芦屋浜 IC

市立潮見小

ミズノスポーツプラザ潮芦屋

海洋町

陽光町

南浜町

涼風町

芦屋市
総合公園

潮芦屋
ビーチ

芦屋マリーナ
新西宮
ヨット
ハーバー

しおさい
こども園

深江浜 IC

■阪神芦屋駅から
　阪急バス「涼風町東行き」乗車（約 15 分）
　「南浜町」下車、徒歩 1 分
■JR 芦屋駅から
　阪急バス「浜風大橋南行き」乗車（約 11 分）
　「芦屋市総合公園前」下車、徒歩 6 分



●　認定こども園　●

はだし保育で、足の裏から強い子に！
「はだし保育」を取り入れています。足の裏に受ける様々な刺
激に、自身の感覚をたくましく豊かにし、足の指でぎゅっと
踏みしめたり、つま先立ちをしたりすることで足指を鍛え、
身体のバランス感覚を養ってほしいと考えています。

「食」へのこだわり。
■こだわりの「お米」と「お茶」
当法人が自給自足した安全なお米を使用します。また、園に
設置している専用冷蔵庫で玄米を保管、精米機で精米し、お
米のおいしさを保ちます。お茶葉も、山善ファームで収穫さ
れたほうじ茶を中心に使用します。

■咀嚼を促す玄米のごはん
玄米には白米よりも様々な栄養素が豊富に含まれています。
園では、子どもたちが卒園時には玄米十割のご飯を食べられ
るようになることを目標に、成長に合わせて段階を踏みなが
ら実践していきます。

3　法　人　理　念　4

・子どもが豊かに伸びていく可能性を最大に発揮できる、現在（いま）
をもっともよく生きる保育環境で、生涯にわたる生きる力の基礎を
培います。

・子ども、保育者、職員、地域の人々がともに喜び、ともに育つパー
トナー関係を構築するとともに、社会的責任、公共の利益を追求し、
地域子育て支援の拠点的役割を果たします。

・子どもの最善の利益と福祉の増進を考慮し、子どもの主体性や人
権を尊重するとともに、豊かな人間性が育つよう愛情と知識と技術
をもって保育を行います。

3　教育・保育基本方針　4

3　クラス編成　4

１　子どもが安全で情緒の安定した生活ができ、自己を十分発揮
できる環境を整え、生活に必要な習慣、態度などを身に付け心身
の健康の基礎を培います。

２　子どもの主体的な活動や子ども相互の関わりを大切にし、様々
な体験を通して物事に対する興味や関心を育て、自分で考え意欲
的に行動し粘り強く関わる子どもを育成します。

３　人との関わりの中で愛情や信頼関係を育み、自分も人も大切に
する心を育て、自立と協調の態度を養うとともに、道徳性や社会性
の芽生えを培います。

４　家庭と綿密に連携し子どもの状況や一人ひとりの発達過程を踏
まえ、育ちの上で望ましい経験を豊かにし、養護及び教育を一体
的に行います。

0 歳児

遊戯室

ねっこひろば
地域子育て支援室

ひとしお
放課後児童クラブ

むすび

1歳児

2歳児

3・4・5歳児
混合クラス

＊各クラスの職員配置については国、市の基準に
　応じて配置をしております。
＊クラス編成については年度の園児数により
　変更いたします。

- 心と身体、
　味覚の発達を促す食事 -

3　1年間のたのしい行事　4

4・5・6月

毎月、避難訓練・身体測定・お弁当日 ( 月 1 回程度 ) があります。
お誕生日会は、お子様一人ひとりの生まれた日をお祝いするため、各クラスで行います。

・入園式（新入園児）
・クラス懇談会　・保護者会
・たけのこ掘り (５歳児 )
・保育参加　・内科検診　・歯科検診
・尿検査　・田植え (５歳児 )
・消防署見学（5 歳児）　・プール開き
・歯磨き指導
・保育講座 ( 保護者対象 )

7・8・9月
・七夕夏まつり　・交通安全教室
・1 号認定園児夏休み (7/21 ～ 9/2)
・保育参加、個人懇談 (0 ～２歳児 )
・遠足 (3 ～ 5 歳児 )
・保育参加、個人懇談 (3 ～ 5 歳児 )
・人形劇鑑賞

10・11・12月
・稲刈り (5 歳児 )　・お月見の会
・収穫祭　・内科検診
・消防署立ち合い避難訓練
・発表会 (3 ～ 5 歳児 )
・クラス懇談会　・クリスマス会
・1 号認定園児冬休み (12/22 ～ 1/6)
・年末年始休園 (12/29 ～ 1/3)

1・2・3月
・おもちつき
・保育参観 (0～2 歳児 )、クラス懇談会
・節分　・小学校体験（5 歳児）
・保育講座 ( 保護者対象 )
・お別れパーティー (5 歳児 )
・卒園式　・進級式　
・1 号認定園児学年末休み（3/2３～ 31）

3　1日の生活　4

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

0・1歳児 /はぐはぐ・にこにこ
2 歳児 / わくわく

3 歳児以上
だいち・あさひ・そよかぜ・あおぞら・こだま・なぎさ

3 号認定児 2 号認定児 1 号認定児

時間外延長保育 時間外延長保育

順　次　降　園 順　次　降　園

順　次　登　園
（合同保育） 順次登園（合同保育）

順次登園

14:00　降園

8:00～9:00
幼稚園型預かり保育

幼稚園型預かり保育

17:00 預かり保育終了

あそび（午前睡）

あ　そ　び
（午　睡）

お　や　つ

あ　そ　び

お　や　つ

おやつ（牛乳）

あ　そ　び

食　　事
食　　事

午　　睡
（あ　そ　び） 3・4 歳児

午　睡
5 歳児
あそび

3・4 歳児
午　睡

※
時間外延長保育、
幼稚園型預かり保育は
有料となります。
詳しくは園にお問い合わせ
ください。

5 歳児
あそび

おやつ・あそび

あ　そ　び

教育時間
（指導計画による活動）

及び
あ　そ　び

教育時間
（指導計画による活動）

及び
あ　そ　び
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