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学校法人 廣瀬学園 

 

 

 

 



１．法人の概要 

① 名  称  ：  学校法人廣瀬学園【昭和 42年 11 月 16 日法人設立】 

住  所  ：  大阪市住吉区苅田 1-7-19 

 

② 住  所  ：  〒558-0011 

大阪市住吉区苅田 1丁目 7番 20 号 

電話番号  ：  06-6698-0227 

ＦＡＸ   ：  06-6698-3818 

ホームページ   http://www.yosami.ed.jp/ 

メールアドレス   

 

③ 設置する学校 （平成 20年 5月 1日現在） 

 

Ａ 名称 よさみ幼稚園 認可年月日－昭和 28年 9月 11 日 

 住所 大阪市住吉区我孫子 2-10-5 

 定員 525 名  

 実員 554 名 教職員数 37名 

    

Ｂ 名称 東よさみ幼稚園 認可年月日－昭和 43年 3月 23 日 

 住所 大阪市住吉区苅田 1-7-19 

 定員 310 名  

 実員 288 名 教職員数 26名 

    

Ｃ 名称 名張よさみ幼稚園 認可年月日－昭和 58年 2月 1日 

 住所 三重県名張市夏見字芝出 545 

 定員 240 名  

 実員 213 名 教職員数 22名 

    

Ｄ 名称 青山よさみ幼稚園 認可年月日－昭和 62年 3月 24 日 

 住所 三重県伊賀市柏尾 1397 

 定員 200 名  

 実員 97 名 教職員数 15名 

    

④ 理事長：廣瀬 忠利 

 

※理 事 6 人 、 評議員 13人 、 監 事 2人 

定例理事会  年 2回開催  臨時理事会  1 回開催 

定例評議員会 年 2回開催  臨時評議員会 1回開催  

した。 



２．事業の概要 

 

① 学園の運営方針 

『清く・正しく・たくましく』自らの力で行動できる幼児の育成のために幼稚園の健

全な運営に努めた。 

設置している幼稚園は、大阪府と三重県と地域の異なりはあっても、未来の日本を背

負う幼児の育ちを保証し、幼児一人一人の育成に日々努力と、研鑚に励む教職員に働

きやすい環境づくりに廣瀬学園として取り組んだ。 

 

② 教育方針 

幼児期の育ちは、「あそび」としての体験から学ぶものです。その自らの体験を通して、

工夫することの喜び、努力することの大切さ、時には我慢することの必要性と、友だ

ちとのつながりから相手を思いやる心の育ちを学ぶ。 

人間としての基礎が幼児期の教育である。 

自立心・自主性の育成が当学園の各幼稚園の教育方針としている。 

 

 

１．身体を強く育てる。（体育あそび、乾布摩擦を通して） 

 

２．感情を豊かに、けじめある態度を育てる。（音楽リズム、造形活動を通して） 

 

３．自ら創意工夫する態度を育てる。（数と言葉の遊び、造形活動を通して） 

 

４．「六つの心」が自然と身につくように育てる。（社会、言葉を通して） 

「おはようございます」という     明るい心 

「はい」という            素直な心 

「すみません」という         反省の心 

「わたしがします」という       積極的な心 

「ありがとうございます」という    感謝の心 

「おかげさまで」という        謙虚な心 

 

 

 

異年齢交流保育を通して人と関わる力を育む 

「人と関わる力」を育てるためにクラスや学年という枠を超えてた異年齢での活

動を取り入れている。このことにより、互いに相手を思いやる心の育ちにむすび

つき、おおらかな 

人間としての基礎の育ちとなっている。 

 



 

③ 保育時間 

 

月曜日より金曜日 午前 8時 30 分…午後 2時 15 分 

土曜日      休園 

 

④ 納付金  12 ヶ月額 均等納入 

 

（単位 円） 

幼稚園名 よさみ 東よさみ 名張よさみ 青山よさみ 

保育料 20.000 20.000 20.000 20.000 

施設整備費 1.000 1.000 1.000 1.000 

教材費 1.000 1.000 1.000 1.000 

バス協力費 (12 ヶ月)3.300 (11 ヶ月)3.500 (11 ヶ月)3.500 (11 ヶ月)3.500 

給食費 (10 ヶ月)3.000 (10 ヶ月)3.000 (10 ヶ月)3.000 (10 ヶ月)3.000 

入園時入園料 40.000 40.000 50.000 50.000 

 

⑤ 預かり保育の内容及び費用 

・4ヶ園保育のあるときは、月曜日より金曜日は保育終了より午後 6時まで 

費用は、一日あたり 700 円  1 ヶ月 7，000 円 

・保育のない夏・冬・春の長期休園日 

午前 8時 30 分より午後 5時まで 

費用は、一日あたり 1，000 円 1 ヶ月 10，000 円 

 

⑥ 行事実施状況 

春、秋の園外保育、キンダーフェスティバル（よさみ幼稚園、東よさみ幼稚園のみ）、

宿泊保育、納涼の夕べ（盆踊り）、運動会、造形展、芋掘り、餅つき大会、クリスマス

会、生活発表会、音楽フェスティバル等の行事を行った。 

 

⑦ 施設関係 

（単位 ㎡） 

 よさみ幼稚園 東よさみ幼稚園 名張よさみ幼稚園 青山よさみ幼稚園 

園地面積 2808 1608 4752 15209 

運動場面積 1060 960 3959 3249 

園舎面積 

（延べ面積） 
2666 1705 1665 993 

 

⑧ 設備関係 

更新すべき機器備品を吟味している。 

 



 

＜事業概要＞ 

 

世界経済が危機的状況にあり、日本の経済も厳しいため、幼稚園ではなく、保育所への

入所希望が増えていること、及び少子化の影響により、年々園児募集の厳しさが増すばか

りである。 

しかし、就学前の幼児期の育ちは、人間としての基礎であり、最も大切な年齢であること

の思いを認識して各園の教職員一同心をこめて日々幼児の教育・保育を努めてくれている。 

 

・よさみ幼稚園、東よさみ幼稚園では、園舎の全面建て替えのため、私学事業団、及び大

阪府育英会からの借入金の返済を滞りなく行っている。 

 

・名張よさみ幼稚園、青山よさみ幼稚園では、私学事業団の返済は終了した。 

 

・名張よさみ幼稚園では、増築及び改築のため、中京銀行よりの借り入れの返済を継続し

ている。 

 

・青山よさみ幼稚園では、開園時の借入金について三菱東京ＵＦＪ銀行から三井住友銀行

に取引銀行を変更したため、返済利息が軽減され返済しやすくなった。 

 

 

 

 


