
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校法人 滋賀学園 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度 事業計画書 
（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで） 

 



Ⅰ 法人の概要 

･ 設置する学校等の概要(平成 26年 4月 1 日現在) 

学 校 名 学  部 学  科 
定  員 現  員 

入学定員 総定員 入学数 総 数 

びわこ学院大学 教育福祉学部 
子ども学科 

80  
340  

70 
315 

3 年次編入 10  3 

ｽﾎﾟｰﾂ教育学科 
40  

40  
18 

18 
3 年次編入 -  - 

びわこ学院大学 
短期大学部 

 ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 80  160  61 125 

滋賀学園高等学校  普通科 
310  

(外部募集 240) 
(内部進学 70) 

930  
215  

(外部 188) 

(内部 27) 
536  

滋賀学園中学校   70  210  29  70  

びわこ学院大学 

附属幼稚園 
  20  20  2  7  

びわこ学院大学 

附属保育園 
  60  60  19  69  

 

･ 役員･教職員の概要(平成 26年 4月 1日現在) 
【役員】       

理事 理事長 森  美和子 (常 勤)  監 事 森谷 伊三男 (非常勤) 

 理 事 豊田 一成 (常 勤)  監 事 山田 善造 (非常勤) 

 理 事 安居 長敏 (常 勤)     

 理 事 森  亘 (常 勤)     

 理 事 鈴木 武夫 (非常勤)     

 理 事 中村 功一 (非常勤)     

 理 事 沖田 行司 (非常勤)     

 理 事 中嶋 邦晴 (常 勤)     

        

【評議員】       

 評議員 17 名      

        

【教職員の概要(専任)】     

   教員 89名   職員 41名  

<内訳>       

 びわこ学院大学 

教員 30名 

 

職員 18名 

 

 びわこ学院大学 
短期大学部 

  

 滋賀学園高等学校 教員 45名  職員 4名  

 滋賀学園中学校 教員 11名  職員 1名  

 びわこ学院大学 

附属幼稚園 
教員 3名    

 びわこ学院大学 

附属保育園 
  保育士 16名  

 法人本部   職員 2 名  

 

 



Ⅱ 学園の法人会議及び監査について 

◇法人の会議等 

<理事会･評議員会> 

年月 会議区分 議題等 

平成 26年 5月 24 日 評議員会 1.平成 25 年度事業報告について 

2.平成 25 年度決算について 

3.平成 25 年度監査報告について 

理事会 1.平成 25 年度事業報告について 

2.平成 25 年度決算について 

3.平成 25 年度監査報告について 

評議員会 1.平成 25 年度決算報告について 

平成 26年 9月 

(予定) 

評議員会  

理事会  

平成 26 年 12 月 

(予定) 

評議員会  

理事会  

平成 27 年 3月 評議員会 1.平成 27 年度事業計画について 

2.平成 27 年度予算について 

理事会 1.平成 27 年度事業計画について 

2.平成 27 年度予算について 

 

◇法人の監査等 

年月 内容 

平成 26年 4月 期首監査(公認会計士) 

平成 26年 5月 平成 25年度決算監査(公認会計士) 

平成 26年 5月 学園監事による公認会計士からの監査状況報告聴取 

平成 26年 5月 学園監事による平成 25年度監査 

平成 26年 9月 滋賀県総務課による現地調査 

平成 26年 10 月 中間監査(公認会計士) 

平成 27年 1月 中間監査(公認会計士) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ 事業の概要 

<びわこ学院大学・びわこ学院大学短期大学部> 

1.教育活動 

①教育活動の重点目標 

本学の建学の精神に基づく、教育理念を教職員及び学生が共通の認識とし、その実現のため

にスポーツ教育学科新設による 2学科制となった。教育福祉学部と短期大学部の教育体制の整

備充実を図る。 

本年度は次に掲げる 6点の目標のもと、その達成を目指す。 

(1)広報活動の充実と入学定員確保 

   ・本学の教育理念･目標に基づく明確なアドミッションポリシーを、関係者に周知徹底す

るための広報の拠点を定め常時綿密な情報提供が出来るシステムを構築する。 

・新学科増設に併せ、教職員による訪問高校のエリア拡大と訪問回数の増加、さらにオー

プンキャンパスの充実を図る。 

(2)学習意欲喚起に向けた教育内容の充実 

   ・入学時の初年次教育を徹底して基礎学力の指導を行い、学生の進路意識の向上を図るキ

ャリア教育の充実と専門教育の早期の修学を行う。 

・講義内容の理解を深めるために、少人数クラスにおいて講義内容に応じたきめ細かい授

業方法・形態の工夫（少人数授業、対話・討論型授業・情報機器の活用等）を実施する。 

(3)キャンパスライフの充実 

   ・新設スポーツ教育学科学生によるスポーツ活動活発化･キャンパスアメニティも併せ、

学生による自主的活動の円滑化を図る。 

・スポーツ活動および文化活動に対する援助策の確立 

(4)外部連携研究センター新設による外部からの人的･物的資源の導入 

   ・教員の資質向上 

   ・大学の対社会認知度向上策 

   ・地域との連携 

   ・産学共同･産学官共同 

   ・公開講座 

   ・近い将来学外キャンパス設置 

・地元、近隣の自治体、諸団体との協定に基づく共同事業の実施とあわせ、地域の行政・

市民の活動への学生・教職員の積極的な参加を奨励する。 

・学生のボランテイア活動の正規の授業カリキュラムの中に位置づける。 

・県内の幼稚園・小学校・中学校・高等学校の現職教員に対する教員免許更新講習会の実

施 

・ 地域住民に訪問介護員、保育ヘルパーの資格取得の養成サービスを提供する。 

(5)進路保障に向けた積極策 

   ・企業(就職先)への拡大 

・保育･幼･養･小･学年進行に伴って中学･高校･特別支援への実習及び教育的対策としての

専門的人員配置 

  (6)教職員の質的向上策としての研修制度の充実 

   ・学生の意見を自己点検・評価に反映する教員体制の整備を行うとともに教育方法改善の

自覚を教員に促す。また、学生の授業評価を実施して、教員の授業改善に反映させる。 

・教育職員についてはＦＤの体制整備を行い、講義の公開制を勧め、相互に教員同士が授

業改善に努力する。また、事務職員については、ＳＤの内容を充実して、自ら活動する

職員の育成に努める。 

 



②年間行事計画 

(1) 東近江市との連携 

    おっぱい塾 

(2) 公開講座 

(3) 教員免許状更新講習 

(4) 介護技術講習会（6回） 

(5) 教職支援事業 

    公務員･一般企業就職･教職採用対策講座  

東京アカデミー講師による対策講座 計100コマ 

(平成26年4月から平成27年7月) 

    びわ学CNSを利用しての小論文対策（通年） 

    自然体験学習に関する指導力養成のための宿泊研修（冬1回） 

    教育ボランティア参加支援（通年） 

    教育情報提供（通年） 

(6) 就職支援事業 

    インターンシップ実習 

  就職活動支援講座  

   履歴書･自己紹介作成セミナー 

   就職面接対策講座 

   就職論文対策講座 

   就職メイクアップ講座 

   就職活動スタートアップセミナー 

   就職活動モチベーションアップセミナー 

   コミュニケーション能力アップセミナー 

  福祉施設人事担当者模擬面接会 

  モバイルを活用した検定対策支援 

    Web活用就職情報配信・相談 

    リカレント研修会 

(7) 高大連携    

    日野高等学校・滋賀学園高等学校 

    滋賀県立高等学校生徒対象の連続講座 

(8) 交通・生活安全・消防訓練指導 

(9) 留学生日本文化体験事業 

(10) 人権研修会（学生対象･教職員対象各1回） 

(11) 大学祭 

(12) FD研修会（2回） 

(13) SD研修会（2回） 

(14) 入試説明会（2回 彦根･草津） 
(15) オープンキャンパス（9回）7.8.9 回は入試相談会 

第 1回   3/22（土）  第 2回    6/28 （土）  第 3回   7/20 （日） 
      第 4回   7/26（土）  第 5回   8/23 （土）  第 6回   8/31 （日） 

第 7回  10/11（土）  第 8回    11/3 （月）  第 9回   12/13（土） 
(16) ライフデザイン学科入試            

AO 入試(A 日程)          8/18(月) 

AO 入試(B 日程)          9/13(土) 

    指定校制推薦入試         10/18(土) 

公募制推薦入試(前期)       11/8(土) 



公募制推薦入試(後期)       12/6(土) 

公募制推薦入試(自己推薦)     3/11(水) 

一般入試(前期)          1/31(土) 

一般入試(前期)          2/1(日) 

一般入試(後期)          3/3(火) 

社会人入試            11/8(土)･12/6(土)･1/31(土)･2/1(日)･ 

3/3(火) 

センター試験利用入試       A 日程 1/6(火)～ 1/30(金) 

                   B 日程 2/12(木)～ 2/26(木) 

  外国人留学生入試(国内Ⅰ期)    11/8(土) 

  外国人留学生入試(国内Ⅱ期)    1/31(土) 

(17) 教育福祉学部子ども学科入試 

AO 入試(1 次)           9/13(土) 

AO 入試(2 次)           9/14(日) 

    指定校制推薦入試         10/18(土) 

公募制推薦入試(前期)       11/8(土) 

公募制推薦入試(後期)       12/6(土) 

公募制推薦入試(自己推薦)     3/11(水) 

一般入試(前期)          1/31(土) 

一般入試(前期)          2/1(日) 

一般入試(後期)          3/3(火) 

社会人入試            11/8(土)･12/6(土)･1/31(土)･2/1(日)･ 

3/3(火) 

センター試験利用入試       A 日程 1/6(火)～ 1/30(金) 

                   B 日程 2/12(木)～ 2/26(木) 

                 C 日程 2/27(金)～ 3/16(月) 

編入学試験(指定校)        9/14(日) 

編入学試験(一般前期)       11/8(土) 

編入学試験(一般後期)       3/3(火) 

  外国人留学生入試(国内Ⅰ期)    11/8(土) 

  外国人留学生入試(国内Ⅱ期)    1/31(土) 

 (18) 教育福祉学部スポーツ教育学科入試 

AO 入試(A 日程)          8/18(月) 

AO 入試(B 日程)          9/13(土) 

AO 入試(B 日程)          9/14(日) 

    指定校制推薦入試         10/18(土) 

公募制推薦入試(前期)       11/8(土) 

公募制推薦入試(前期)       11/9(日) 

公募制推薦入試(後期)       12/6(土) 

公募制推薦入試(自己推薦)     3/11(水) 

一般入試(前期)          1/31(土) 

一般入試(前期)          2/1(日) 

一般入試(後期)          3/3(火) 

社会人入試            11/8(土)･12/6(土)･1/31(土)･2/1(日)･ 

3/3(火) 

センター試験利用入試       A 日程 1/6(火)～ 1/30(金) 



                   B 日程 2/12(木)～ 2/26(木) 

                 C 日程 2/27(金)～ 3/16(月) 

編入学試験(指定校)        9/14(日) 

編入学試験(一般前期)       11/8(土) 

編入学試験(一般後期)       3/3(火) 

  外国人留学生入試(国内Ⅰ期)    11/8(土) 

  外国人留学生入試(国内Ⅱ期)    1/31(土) 

 

2.施設・設備の充実 

(1) スポーツ教育研究教養棟建築工事 

(2) 部室設置工事 

(3) 老朽化に伴う新館エアコンの更改 

(4) トイレウォッシュレットの更改 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<滋賀学園高等学校> 

1.教育活動 

①教育推進の重点と教育実践の重点 

建学の精神を不易の基本理念とし、「滋賀県のトップランナーとして、生徒を伸ばす、21

世紀型教育」を実践し、次世代を担う優れたリーダーを育成する。 

次世代を担うリーダーとは、各分野でたくましく個性豊かに活躍でき、随所に主となる人

材である。また、グローバルな視点に立ち、日本と地域、家族と友人を愛し、優れた知力と

創造力、良きマナーと高い倫理観、豊かな心と健全な身体を持ち、思いやりと他人の痛みの

分かる人間であってほしい。 

(1)教育 

優れた真の学力にもとづく卓越した進学実績と真の人間教育 

顧客である生徒と保護者、教育界、その他外部から本当に良いと評価される教育 

＊優れた学力と進学実績 

生徒に確かな真の学力をつけ、自ら学び考え創造する力を養い、常に自分を磨き、

希望の進路に必ず進める一流の進学実績を示す。 

・学年塾の再編（学年の枠を外し、３年間を見通した体系的な学びへ） 

・プロジェクト発信型英語プログラムの導入 

＊人間力 

知徳体のバランスの取れた人間力と豊かな情操、創造力、思いやり、模範意識、礼

儀、マナー、責任感を育て、自由と規律のしっかりした教育を行う。 

・基本的な躾の徹底（挨拶、清掃、ものを大切にする心、感謝と譲る精神、小さな

親切と善行のすすめ、ルールとマナー、等） 

＊社会力 

社会の中で生きる力（他者と自分、社会と個人について自ら考え、権利より責任、

義務をわきまえ、正しい勤労観を持つ）を養い、広い教養と視野を持ち、自己の得意

を発見させる。 

     ・ホームルーム、生活指導、クラブ活動、生徒会活動、奉仕と道徳教育、ボランティ

ア活動等の充実 

     ・国際交流のさらなる充実（海外留学、提携学校交流、留学生受け入れ、等） 

     ・教育相談、保健養護およびカウンセリングの充実・連携強化（勉学の悩みや心の悩

みに対応） 

  (2)教職員 

個として優れ、集団としての卓越した教職員チーム、品格ある教職員 

＊学校は教職員が常に学び、向上し、卓越した教育のため自らを磨き、切磋琢磨する場

であり、良いものから学び、常に改革進歩する組織体である。 

＊下記価値を全員が目標として共有し、実践する。 

     【滋賀学園の価値（滋賀学園全教職員が実践すべき７項目）】 

     ・建学の精神：建学の精神を深く理解し、実践すること。 

     ・顧客の声：生徒や保護者、地域等外部の声に耳を傾け、顧客の満足と評価を得るこ

と。また、生徒の安全安心を第一に守ること。 

     ・向上心：教育と授業の質の向上にたゆまぬ努力をし、互いに切磋琢磨すること。 

     ・倫理観と品格：高い倫理観を持ち、何事にも誠意ある対応をすること。品格ある教

職員であること。 

     ・情熱：情熱をもって教育を行うこと。明るく前向きで風通しのよい校風づくりに貢

献すること。 

     ・チャレンジ：新しい試みへ積極的にチャレンジすること。 



     ・他に学ぶ：他校や他分野の良いところを、常にハングリーに、謙虚に学ぶこと。 

(3)学校風土 

自由と規律ある、明るい学校風土で、公共性と社会的責任を果たす学校 

＊風通しが良く、誠実で明るく、真理に謙虚で、優れたものに学ぶ姿勢 

・全校で明るい挨拶 

・５Ｓ（整理、整頓、清潔、清掃、身だしなみ）の徹底 

・自由な中にも礼儀ある雰囲気の醸成 

＊活発な会議や委員会活動で、学校統治（スクールガバナンス）を確立 

＊安全・危機管理、個人情報保護のさらなる徹底 

＊ＩＴ活用度の向上 

＊同窓会、後援会の活性化 

＊地域と密接に関わり、地域からの支持を得る 

＊顧客志向で、外部から尊敬される品位を持つ 

(4)広報 

学校のブランド力を高め、募集定員を確保する広報 

＊スクールアイデンティティーの再構築 

＊学校の特色や実績について、地域や中学生の理解を深める 

・オープンスクールや学校説明会の充実 

・学校案内等の刷新（ホームページも含めた洗練されたたデザイン、統一感） 

＊ブランド力の向上 

・制服改定（25年度後半から検討開始、8月決定） 

 

②年間行事計画 

 (1)高等学校 30周年記念式典 11/3     於:本校,八日市文化芸術会館 

(2)新入生宿泊研修     4/10･4/11   於:ｱクﾃｨｰﾌﾟﾗｻﾞ琵琶（高島市） 

(3)高大連携(同志社大学)  4/21      出張講義①(1,2 年Ⅱ類生徒) 於:本校 

                5/29      〃  ② 

               6/24      〃  ③ 

                8/3      ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ 於:同志社大学 

                9/25     出張講義④(1,2 年Ⅱ類生徒) 於:本校 

                 11/7       〃  ⑤ 

               2/24        〃  ⑥ 

(4)ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ参加        7/下旬～     

(5)模擬試験等        5/28        実力ﾃｽﾄ(全学年全員)  

              5/17      校外模試(3年進学希望者) 

         5/30･31     校外模試(3年進学希望者) 

               7/11         実力ﾃｽﾄ(全学年全員) 

               8/9         校外模試(3年進学希望者) 

8/24      校外模試(1・2年進学希望者) 

9/7      校外模試(3年進学希望者) 

              9/20･21        校外模試(3年進学希望者)  

               10/17･18       校外模試(3年進学希望者)  

              10/26     校外模試(3年進学希望者) 

       11/2          校外模試(1･2 年進学希望者) 

              11/5      実力テスト(全学年) 

              11/8          校外模試(3年進学希望者) 



              1/16･17        実力テスト(1･2 年) 

              1/17･18        ｾﾝﾀｰ試験 

              2/13･14       校外模試(2年進学希望者)  

(6)進路ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ       4/17         3 年生進路ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

              6/11         1 年生進路ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

              11/26･2/5     2 年生進路ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

                           保護者会(1年生 7/18 2 年生 12/22 3 年生 4/19) 

                           9/8            ｾﾝﾀｰ試験出願説明会 

                           9/            びわこ学院大学出願説明会 

(7)学校評価         公開授業    毎時間公開 

               授業アンケート 2 学期末実施予定(全ｸﾗｽ) 

               自己評価    6 月末と 1月の 2回実施 

(8)体育祭(中高合同)     6/13         於:本校 

(9)文化祭(中高合同)     9/4･9/5       於:本校 

(10)修学旅行(2年生)       2/6～2/11     行先:ドイツ 

(11)海外留学(1年)       1/24～12/5     行先:ニュージーランド・カナダ 

(高校生、中高一貫生徒) 

(12)英語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ      11 月       ﾐｼｶﾞﾝｶｯﾌﾟ 於:彦根市 

                 11/23        第 12回ﾆｭｰﾄﾝｶｯﾌﾟｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ(中学生) 

本校主催（於:びわこ学院大学） 

                 12 月     近畿高校英語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ 

                  2 月      全国高校英語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ 

(13)第 15 回ﾆｭｰﾄﾝｶｯﾌﾟｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会  9/27･9/28 (県内外中学生対象)本校主催 

(14)各種検定        英語検定(年 3回)､留学ｺｰｽの希望者は TOEIC 受験 

  6 月,10 月,11 月(2 次) ,1 月 

             漢字検定(年 3回) 6 月,11 月,2 月 

             数学検定(年１回） 11 月 

(15)AED 講習会      (2 年 S類) 4 時間程度実施 於:本校 

(16)全校携帯電話指導    5/2 

(17)性教育講習      6/18 

(18)交通安全・挨拶指導  毎月 2回 全職員 於:学校･交差点･自販機付近 

(19)人権講習会      7 月,12 月,3 月(全学年対象) 於:高校体育館･各 HR 教室 

(20)中学生対象開放講座  5 月,6 月,11 月 英検対策講座等 

(21)ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ(学校見学会)7月,9 月,10 月(中学校生徒･保護者対象) 於:本校 

(22)入試説明会      8 月(中学校教員対象)      於:本校 

               6 月(塾対象)            於:本校 

               9 月(塾対象)          於:本校 

               11/中旬･下旬，12/上旬･中旬   於:本校 

1/上旬(個別相談会)       於:本校 

(23)私学合同説明会    9 月(大津),10 月(草津,彦根) 

(24)入学試験       2/2･2/3           於:本校 

 

 

 

 

 



<滋賀学園中学校> 

 
１．教育活動 

 
 

 

 

 

※ 自主性・協調性を培い、自ら学び考えられる力を伸ばす 

※ 一人一人を大切にし、夢や希望を育み個性を伸ばす 

※ 心豊かで、たくましく生き抜く人間となるための力を伸ばす    

誠 実 ・ 忍 耐 ・ 努 力 
 
 
 

 
 

子どもたち一人ひとりを大切にする 
一人ひとりの持っている力を最大限に伸張することによって、生きる力、 

正義感、倫理観や思いやりの心を育てる。 

一人ひとりが大切にされる集団づくり 

道徳教育の充実・教育相談の充実・総合的な学習の充実 

 

確かな学力・個性を伸ばす教育の充実 
  子どもたちの「自己発見」「自己探求」「自己決定」を重視した教育で、 

   確かな学力・人間力を育てる。 

   朝読書・国語、数学、英語教育の充実と中学校塾の開設・各種検定支援 

   

海外研修や海外留学で、自立した人間を育てる 
   海外研修や海外留学を通じて、英語が「自由に使いこなせる力」を養い、 

「自由に使いこなせる英語」を使って「何をするのか」を自ら発見できる子 

どもを育て.る。 

ＡＬＴの積極的な活用と語学力の向上 
 
 信頼される学校づくりの推進 

保護者との連携に努め、開かれた学校づくりの取り組みと教師の資質向上に努める。 

保護者会、施設整備の充実、魅力ある学校生活の創造、学校便りの発行、地域貢献、 

魅力ある授業の創造  

 

特別支援教育の理解と推進 
 関係諸機関・医療機関との連携、教育相談の充実とスクールカウンセラーとの連携  

教育
きょういく

目標
もくひょう
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平成２６年度の滋賀学園中学校の重
 

点目標と具体的実践 

～ 「いのち」・「思いやり」・「授業
 

」を大切にする滋賀学園中学生 ～ 



 ２．年間行事計画 

 全校 １年 ２年 ３年 入試関係 

４月 

入学式(7)・始業式(8) 

生歓迎会(16)    

保護者会(27)    

宿泊体験(11.12) 

（希望ヶ丘） 
  全国学力調査(22)   

５月 
春季総合体育大会(22.23) 

中間考査(29.30) 
  

24 時間合宿(9.10) 

海外研修説明会 
海外留学説明会 小学校・塾訪問 

６月 
体育祭(13) 

期末考査(2年)(23.24.25) 
  

海外研修説明会 

海外研修出発(27) 
海外留学説明会 塾説明会 

７月 

期末考査(1･3 年)(1.2.3) 

終業式・ 保護者会(18) 

夏季総合体育大会(22.23)  

     入試体験会 

８月 始業式(26)  
海外研修中間報告会 

海外研修帰国 
 入試体験会 

９月 
文化祭(4) 

校外学習(5) 
    海外留学説明会 入試体験会 

１０月 

中間考査(27.28) 

秋季総合体育大会(17) 

保護者会(31) 

   海外留学説明会  入試体験会 

１１月 
創立記念日(1) 

授業参観週間(17～21) 
     

プレテスト 

入試説明会 

オープンナイト 

地区説明会 

 

 

 

１２月 
期末考査(2.3.4) 

終業式・保護者会(22) 
海外研修説明会   海外留学説明会  

プレテスト 

入試説明会 

オープンナイト 

１月 

始業式(7) 

新春カルタ大会(8) 

保護者会(22) 

    海外留学出発(25) 

入試相談会 

Ａ日程入試(17) 

Ｂ日程入試(31) 

２月 学年末考査(3 年)(20.23.24) 海外研修説明会   私立高校入試 Ｃ日程入試(14) 

３月 

学年末テスト(1･2年) 

３年生を送る会(5) 

卒業式(7) 

修了式(24) 

    県立高校入試 
新入生 

オリエンテーション 

 
 

 

 



<びわこ学院大学附属こども園あっぷる> 
平成 26 年 3月 29 日現在 

 

１．園児数 

区分 年齢合計 学級の合計 

年齢・学級名 男   女 計 男 女 計 

  ４月 ４月 ４月 ４月 ４月 ４月 

あっぷる１組（０歳児） 0 0 0 
0 0 11 

      （１歳児） 5 6 11 

あっぷる２組（２歳児） 4 9 13 4 9 13 

あっぷる３組（３歳児） 7 12 19 7 12 19 

あっぷる４組（４歳児） 9 8 17 9 8 17 

あっぷる５組（５歳児） 13 3 16 13 3 16 

園児数合計 38 38 76 38 38 76 

 
内幼稚園児 

性別 男 女 合計   

  ４月 ４月 ４月 

あっぷる３組 1 1 2 

あっぷる４組 0 2 2 

あっぷる５組 2 1 3 

合計 3 4 7 

 
２．保護者数 

・幼稚園児→ 7 名 

・保育園児→ 52 名   合計 59 名 

 

・核家族数・・・・・31 軒 

・祖父母同居家庭・・17 軒 

 

・東近江市内・・・・74 名 （幼稚園 5 名  保育園 69 名） 

・東近江市外・・・・ 2 名 （幼稚園 2 名  保育園  0 名） 

＜愛荘町・日野町＞ 

 

３．ひとり親家庭・・・6 軒 

 

４．.職員 

常勤     18 名 

非常勤     1 名 

事務      2 名 
学生アルバイト 5 名  計 26 名 

 

 

 

 



平成２６年度 ＜年間主要行事計画＞ 

月 
日 

旬 

園行事 

日 健康安全な行事 日 

地域に開かれたこども園の取
り組み 

（子育て支援・小中･高・大連携

含む） 
園内 日 園外 

4 

4 入園式          

10 あっぷる集会（出会いの会）     
 

   

11 お花見会  大学構内、園周辺散策 18 内科検診    

26 保育参観及び保護者会    26 カンガルークラブ 26 未就園児 食育指導 

5 
2 

あっぷる集会 

  （こどもの日のつどい） 
    尿・ぎょう虫検査                29 

あっぷる広場・① 

（こどもの日のつどい） 

      21 視力検査・聴力検査  大凧祭り 

6 
2 あっぷる集会    12 歯科検診  

26 

あっぷる広場・② 

（親子ふれあい遊び）     布施公園散策 23 は・ハ・歯の教室（予定） 

7 

2 あっぷる集会    1 プール遊び開始  
22 

あっぷる広場・③ 
（大学生との交流） 7 七夕コンサート    

 
  

18 幼稚園 終業式    
 
  

7

～

11 

個別希望懇談 

22 幼稚園 夏休み    
 
   

滋賀学園中学校職場体験 

船岡中学校職場体験 

8 1 あっぷる集会 19 大凧会館見学（幼稚園登園日）  
 

7 蒲生おでかけ広場 

9 
1 

あっぷる集会 

  （２学期始業式） 
9 布引グリーンスタジアム散策    27 

あっぷる広場・④ 

 （運動会） 

27 運動会         

10 
1 あっぷる集会 15 電車遠足 10 親子防災訓練 28

～

31 

あっぷる広場・⑤ 

 （園見学会） 25 親子遠足・給食試食  布施公園散策 11 害虫駆除 

11 

1 創立記念日     消防署より来園    

3 びわこ学院大学学園祭に参加    14 内科検診    

5 
あっぷる集会 

  （あっぷる収穫祭） 
   

19

～

28 

全員個別懇談 21 
あっぷる広場・⑥ 

（学生との手作りおもちゃ遊び） 

7 祖父母参観 19 親子布引焼き体験（５歳児）    布引小１年生秋祭り交流 

12 

1 あっぷる集会       
 
  

5 もちつき大会       11 蒲生おでかけ広場 

22 
クリスマス会          

２学期終業式          

1 

7 新年のつどい       
 
  

 
あっぷる集会 

  （３学期始業式） 
      

 
  

17 子育て講演会  布引グリーンスタジアム散策    17 子育て講演会 

2 

2 あっぷる集会    7 害虫駆除 
 あっぷる広場・⑦ 

 （保育体験） 21 あっぷる発表会       
 

26 一日入園（新入園児面接）          

3 

2 あっぷる集会       
 
  

6 お別れ遠足    6 お別れ遠足 
 
  

18 お別れ会       11 蒲生おでかけ広場 

23 卒園式       
 
  

24 
幼稚園 

３学期終業式 
      

 
  

27 保育園修了       
 
  

備考 

＜誕生会＞ 

個々の誕生日にお祝い        

わが子への絵手紙プレゼント
教室 

＜大学教員の指導教室＞ 

（英語・パソコン・リトミック・チア
リーディング） 

毎朝のラジオ体操            

マラソン・サーキット遊び       

（奥田先生）  

                 

避難訓練（毎月） 

身体計測（毎月) 

布引小学校との交流 

滋賀学園中学校・高校との交流 

 
びわこ学院大学教員とのふれあい             

学生ボランティアの受け入れ 

 
 


