
令和３年度事業報告書 
学校法人貴庵寺学園 
理事長 川柳史朗 

１． 法人の概要 

・ 設置する学校 
リリー幼稚園 

・ 当該学校の定員、園児数の状況 令和 4 年 3 月 1 日現在 
区分

歳児 学 級 数 定 員 学 級 数 園児数 男 児 女 児
8 160 7 115 60 55
5 150 4 83 48 35
5 150 4 84 41 43

18 460 15 282 149 133

左 の 内 訳現 員 数

5歳児
計

3歳児
4歳児

園 則 上

 
・ 役員・教職員の概要 

【役員】 
 理事 理事長 川柳史朗 
  理事 川柳玄弘 
  理事 大橋将孝 
  理事 海野和明 
  理事 海野純一郎 
  理事 川合百合子 
 監事 監事 鈴木 武 
  監事 加藤 昇 
【評議員】 
  13 名 
【教職員】 
 教員 24 名（非常勤教員 8 名含む） 
 職員 10 名（非常勤職員 8 名含む） 

 
２． 事業の概要 

令和３年度の当園の事業内容 

「心ゆたかにたくましく生きる子」の教育目標を具現化し得るよう、年間行事計画に基

づく行事を実施しました。（新型コロナウイルス感染症の流行による影響のため当初の

年間行事計画から変更がありました。） 

（１）令和３年度年間行事実績 
実施月 実 施 事 業 内 容 

４ 月 
・入園式（4/1 AM10:00～11:00 場所 遊戯室） 

・リリー幼稚園総会（保護者会）（4/9 12 13） 

・花まつり（4/8 場所 本園舎） 

５ 月 

・小運動会（5/17 年中組 場所 第 2 運動場） 

・小運動会（5/18 年長組 場所 第 2 運動場） 

・小運動会（5/19 年少組 場所 第 2 運動場） 

・子育て広場 ポッポルーム （5.21.28） 

６ 月 

・動物教室 （年長組 6/1 場所 日本平動物園） 

・年長組 水泳指導 （6/29 場所 セイシン葵の森） 

・年長組 泥んこ遊び（6/7 場所 リリー農園） 

・年長組 ふれあい農園田植え（6/12 場所 リリー農園） 

・年長・年中組 モッチー先生運動遊び （6/16.30） 

・創立記念の日式典（6/18 場所 遊戯室） 

・内科検診（6/15 PM1：00～） 



・子育て広場 ポッポルーム （6.25） 

・園外保育（年少組 6/16 城北公園 満３歳児組 6/30 あさはた緑地公園 年中組 6/23 城北公園） 

・園外保育（年長組 富士川楽座 6/9 ききょう・きく組 6/10 うめ・ばら組） 

７ 月 

・歯科検診 （7/1 AM9:45～） 

・年中組 モッチー先生運動遊び （7/13） 

・七夕のつどい （7/7 遊戯室） 

・年長組 DAY CAMP（7/9 場所 魚魚の里、本園舎他） 

・夏期保育 （7/20.2126.27） 

・リリー夏祭り （7/17 AM9:00～PM1：40 場所 遊戯室 クラス別分散実施） 

・子育て広場 ポッポルーム （7/29 31 場所 遊戯室） 

８ 月 
・子育て広場 ポッポルーム （8/4.6 場所 遊戯室） 

・夏期保育 （8/26～30   AM8：00～11：30 ） 

・ホームカミングデイ（卒園生『一年生』の集い） （8/3） 

９ 月 

・年長組 水泳指導 （9/8.29 場所 セイシン葵の森） 

・モッチー先生運動遊び （年長組 9/6 年中組 9/13） 

・年長組茶道教室 （9/15.17.29） 

・年長組書道教室 （9/15.16.17.27.29） 

・子育て広場 ポッポルーム 中止 

１０ 月 

・参観会 （年少組 10/1.2 満 3 歳児組 10/20.22 分散開催） 

・年長組茶道教室 （10/1.20.22） 

・年長組書道教室 （10/1） 

・チャイルドサッカー大会（年長組サッカークラブ 10/10 場所 IAI スタジアム） 

・年長組水泳指導 （10/26 場所 葵の森） 

・年長組 大道芸鑑賞 （10/21 場所 本園園庭） 

・運動会 （10/16 AM9：30～PM0:00 場所 井宮北小学校） 

・年長組 園外保育 （10/19 場所 遊木の森） 

・年少組 園外保育 （10/21 場所 あさはた緑地公園） 

・モッチー先生運動遊び （年長組 10/4 年少組 10/25） 

・子育て広場 ポッポルーム （10/20.22 場所 遊戯室） 

１１ 月 

・造形展（11/20 AM9:30～PM2:00 場所 各保育室） 

・年中組 園外保育 （11/19 場所 安倍川河川敷） 

・年少組 園外保育 （11/18 場所 日本平動物園） 

・満 3 歳児組 園外保育 （11/13 場所 日本平動物園） 

・交通安全指導 （年中組 11/20 年少組 11/13） 

・年長組 賤機山 山登り （11/11 場所 賤機山 昭府町～浅間神社） 

・年長・年中組 モッチー先生運動遊び （11/16.25） 

・みかん狩り （年少組 11/25 年中組 11/26 年長組 11/27） 

・来年度入園児健康診断 （11/30） 

１２ 月 

・モッチー先生運動遊び （年長組 12/1） 

・参観会 （年長組 12/9 年中組 12/7 年少組 12/14 満３才児組 12/15.16） 

・成道会 （12/8） 

・クリスマス会 （12/13 AM11：00～12：00 場所 保育室、遊戯室） 

・子育て広場 ポッポルーム （12/3.10 場所 遊戯室） 

１ 月 

・新年のつどい （1/8 AM10：00～11：30 場所 園庭、保育室、遊戯室） 

・モッチー先生運動遊び （年少組 1/12 年中組 1/17） 

・水泳指導 （年長組 1/12 年中組 1/19.20） 

・角笛シルエット劇場観劇会（年長組 1/13 市民文化会館大ホール） 

２ 月 

・音楽発表会 （2/4 AM9:20～12:00 場所 市民文化会館大ホール) （年中組 中止） 

・年中組音楽発表会 （2/19 遊戯室） 

・年長組交通安全指導 （2/12） 

・水泳指導 中止 

・モッチー先生運動遊び （年長組 2/28） 

・参観会 中止 

・年長組園外保育 中止 

・子育て広場 ポッポルーム 中止 



3 月 

・ひなまつりのつどい （3/3） 

・劇参観会 中止 

・卒園お祝いミニコンサート 中止 

・満 3 歳児組園外保育 （3/2 場所 田町公園） 

・年少組園外保育 （3/1 場所 駿府城公園） 

・年長組園外保育 （3/4 場所 貝立公園） 

・終了証書授与式 （3/18 AM9:20～11：00 場所 遊戯室） 

 
（２）預かり保育 

・実施日数 228 日 延べ利用利用人数 8,216 人 
（３）人材育成としての教員資質の向上研修 

・園内研修を 20 回実施。 
・静岡県私立幼稚園振興協会による外部研修に 5 回参加。 
・静岡市私立幼稚園連合会研修に 3 回参加。 

（４）子育て支援 
・未就園児を対象とした子育て広場（ポッポルーム）を 9 回開催しました。 
・未就園児（0.1 歳児）を対象とした少人数（10 名以下）での子育て支援としてよち

よちルームを 3 回開催しました。 
・2 歳児を対象とした預かり保育教室（ちゅうりっぷ組）を令和 3 年 5 月より開室しま

した。週 2 日（9：30～11：30）、年間 45 回実施 
（５）学校評価委員会 

・別紙の通り教職員による自己評価、学校関係者評価委員会による評価を行いました。 
（６）建物・施設設備 

・西館屋上外壁防水修繕工事を予定通り実施し工事完了しました。 
・スクールバス車両１台更新（静岡 200 は 76 平成 14 年 3 月登録車両 49 人乗） 

（７）借地（静岡市葵区昭府 2 丁目 580 番 8 職員駐車場）の賃貸借契約更新について 
・賃借人 相続人杉山静江氏と賃貸借契約を締結完了。 

 
３． 財務の概要 

別紙計算書による。 
 
 



【資金収支計算書】 【事業活動収支計算書】

科　　目 決　算　額 科　　目 決　算　額

学生生徒等納付金収入 110,737,160 学生生徒等納付金 110,737,160

手数料収入 0 手　数　料 0

寄付金収入 0 寄　付　金 207,800

補助金収入 62,359,876 補　助　金 62,359,876

国庫補助金 0 　国庫補助金 0

県補助金 58,210,000 　県補助金 58,210,000

市町補助金 4,149,876 　市町補助金 4,149,876

資産売却収入 330,000 付随事業収入 17,761,766

付随事業・収益事業収入 17,761,766 雑収入 5,925,309

受取利息・配当金収入 2,703 　教育活動収入計 196,991,911

雑　収　入 5,925,309 人　件　費 121,297,693

借入金等収入 0 経　　　費 63,798,904

前受金収入 1,120,000 徴収不能額等 0

その他の収入 8,804,765 　教育活動支出計 185,096,597

資金収入調整勘定 △ 6,988,275 　教育活動収支差額 11,895,314

前年度繰越支払資金 61,868,798

　収入の部合計 261,922,102 　　　　　　受取利息・配当金 2,703

　教育活動外収入計 2,703

人件費支出 121,297,693 　　　　　　借入金等利息 0

経費支出 49,304,491 　教育活動外支出計 0

借入金等利息支出 0 　教育活動外収支差額 2,703

借入金等返済支出 0 経常収支差額 11,898,017

施設関係支出 13,461,800

設備関係支出 8,945,680 資産売却差額 330,000

資産運用支出 0 その他の特別収入 0

その他の支出 9,234,827 　特別収入計 330,000

予備費 0 資産処分差額 3

資金支出調整勘定 △ 7,804,850 その他の特別支出 0

翌年度繰越支払資金 67,482,461 　特別支出計 3

　支出の部合計 261,922,102 　特別収支差額 329,997

予備費 0

基本金組入前当年度収支差額 12,228,014

基本金組入額計 △ 14,146,090

当年度収支差額 △ 1,918,076

事業活動収入計 197,324,614

事業活動支出計 185,096,600

特別収支

令和３年度　学校法人貴庵寺学園　財務状況

収入の部

支出の部

教育活動収支

教育活動外収支



【財産目録】               

科　　目 決　算　額

基　本　財　産　　計 515,316,969

運　用　財　産　　計 73,168,909

資　産　の　部　合計 588,485,878

固　定　負　債　　計 0

流　動　負　債　　計 10,052,395

負　債　の　部　合計 10,052,395

差　引　純　資　産 578,433,483

【貸借対照表】               

科　　目 決　算　額

固　定　資　産 515,316,969

　　　　有形固定資産 508,751,750

　　　　特定資産 0

　　　　その他の固定資産 6,565,219

流　動　資　産 73,168,909

資　産　の　部　合計 588,485,878
固　定　負　債 0
流　動　負　債 10,052,395

負　債　の　部　合計 10,052,395
基本金 824,268,586
第１号基本金 810,268,586
第４号基本金 14,000,000
繰越収支差額 △ 245,835,103
純資産の部合計 578,433,483
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 588,485,878



令和3年度の教育活動等に対する学校評価書
令和4年3月7日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校法人貴庵寺学園リリー幼稚園長　川柳玄弘

1 幼稚園の教育目標

2

3 自己評価結果とそれに対する学校関係者評価委員結果

評価項目 自己評価 評価 学校関係者評価委員会から

＊結果の表示方法A 達成されている
B ほぼ達成されている
C 取り組まれているが、成果がやや不十分
D 努力を要する

5

・　絵画指導について園内研修を行う。
・　できる範囲で園外研修に参加する。 C

研修と研究

4

園内研修を行うことで反省点やアイディアをもらうことができた。
今年度よりリモート研修が増えて参加することができた。

C

農園の活動は積極的に行っていた。
園周辺の散策及び自然に触れることは前年度よりは増えた。

心ゆたかにたくましく生きる子

保育の計画性1

2
保育のあり方
幼児への対応

①体験から学べる環境構成
②子ども同士の交流を深める環境構成
③身体を動かせる環境構成

本年度の重点課題

具体的な取り組

地域の自然や
社会とのかかわり

・　安全に配慮して、園周辺を散策して自然に触れる。

3

B

B

朝、子どもからのあいさつは少ないが、日中や降園時は子どもから元気に
あいさつする姿が見られた。
子どもと一緒に考え、子ども同士でも話し合う保育を行った。

クラスごとの異年齢のかかわりが昨年より増えた。
子どもの良かったところを皆の前でも褒めて自己肯定感を持つように促し
た。

・　子どもが自ら「あいさつ」をすることができる。
・　子どもが主体的に活動する保育を構成する。

・　異年齢のかかわりを保育の中で位置づける。
・　子ども一人ひとりの良さを認めるようにする。

B
・　ホームページの活用方法。
・　懇談会、面接、電話で子どもの様子を伝える。
・　子どもの成長が分かり易く伝わるよう努める。

保護者への対応

A

B

A
各学年、毎月１回ホームページを更新して園の様子を伝えた。
ホームページの写真のことも話し、成長したことやその時の様子を詳しく伝
えた。

B

A

主体的な活動になるよう、話
に耳を傾けよく観察し、子ど
もの興味関心を活動の中心
に捉えている。活動が発展
するよう環境整備に努めな
がら見守る姿勢を大事にし
ているのがいい。

一人ひとりの良さや行動
を見逃さず、褒めることで
自信を持たせることがで
きている。少ない機会で
も異年齢とのかかわりを
大事にしている。

コロナ過で対面が難しく
なった分、保護者への対
応も難しいと思うが、その
状況の中工夫をしている
と思う。

成果が不十分という評価
も理由があってのことで
仕方がないと思う。コロナ
過で外出が難しい中、近
所（土手）や農園で自然
に触れることができてい
た。

各々自己評価は厳しい評
価の人もいるが、各々頑
張っていると思うし、園全
体としては評価したいと
思う。園内研修からの学
びが大きいことも分かっ
た。



4 本年度の総合的な評価結果

5 今後取り組むべき課題
課　題 具体的な取り組み方法

年間の行事の見直し
年間行事（特に他施設を使用する行事について）時期の見直し、変更、縮小
を再度検討する。

　年長組は、年間を通して朝の自由時間に第一運動場に行く姿が見られた。仲間を誘い、ドッチボール、リ
レー、鬼ごっこ、サッカーなど集団での遊びを楽しんでいた。また竹馬にも挑戦する姿が見られた。年中組・
年少組も寒い季節でも園庭に出て長縄跳びや鬼ごっこをして元気に遊ぶ姿が見られた。
　今年度も体験から学ぶことが制限されたが、一人一鉢や農園で作物を収穫することで、いろいろなことに
興味を持つようになった。また、ペア（年長と年少）のクラスで散歩に出かけるなど異年齢のかかわりをする
ことで、自由あそびの時に年長児が年中児、年少児、満３歳児に対してやさしく接する姿が見られるように
なった。
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