令和 3 年度
学校法人さくら学園

＜事業計画＞

●各学校・施設における情報機器設備の充実を図り、外部への情報提供と本学園のアピールを
より一層高めることにより、園児・生徒・学生の募集活動に尽力する。
●昨年度に続き、新型コロナウイルス感染症予防における社会情勢を踏まえつつ、産学連携と
地域とのつながりを絶やさない学園として動ける手立てを講じていく。

●各学校の主な現況報告…新型コロナウイルス感染症予防対策のため、行事規模を縮小短縮。
・慈恵幼稚園
定員 315 名
令和 3 年度在園児数 306 名（年少 98 名、年中 104 名、年長 104 名）
iPad 購入
参観日・誕生日会・お泊り保育・マーチング中止
花祭り 5/6、運動会 9/19、音楽会 11/27,作品展 1/8,生活発表会 2/19
学園祭 10/23-24(園児参加)

・第二慈恵幼稚園
定員 310 名
令和 3 年度在園児数 326 名（0 歳児 1 名、1 歳児 10 名、2 歳児 12 名）
(3 歳児 100 名、4 歳児 102 名、5 歳児 101 名)
バス購入(1 台)
参観日(5 月 6 月:遊戯室で実施) 誕生日会,お泊り保育,JA まつり中止
運動会 10/21、生活発表会 12/11、作品展 1/8、音楽会 2/11

・安城生活福祉高等専修学校
定員 600 名
令和 3 年度在籍数 486 名（1 年 166 名 2 年 180 名 3 年 140 名）
保育・医療福祉科男子入学→姉妹校へ進学(保育、介護キャリア、医療健康)
アンフォーレイベント,安城七夕まつり中止
部活動 高校総体定通大会出場(卓球、バレー男子)
高校総体全日制大会出場(新体操、柔道)
第 64 回学園祭 ファッションショー 10/23(土)10/24(日)
中学生体験入学 7/27～9/25.計 7 開催
介護クラスの現場実習(デイサービス、グループホーム)

・慈恵歯科医療ファッション専門学校
定員 歯科衛生士学科 105 名,ベーシック科 40 名,医療事務学科 80 名
令和 3 年度在籍数 146 名
歯科衛生士学科 92 名 ベーシック学科 31 名 医療事務学科 23 名
ファッションベーシック学科に留学生入学(8 名…男 4、女 4)
戴帽式 9/30 学園祭 10/23-24 フッ素塗布ボランティア 10/18
歯科衛生士国家試験 3/6
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・慈恵福祉保育専門学校
定員 介護福祉学科 40 名、保育学科 40 名、福祉保育学科 40 名
児童教育専攻科 15 名
令和 3 年度在籍学生 117 名 (1 年生 70 名、2 年生 47 名)
留学生の国籍多種(ネパール 10、ベトナム 35、バングラデシュ 1)
介護福祉士国家試験(R3.1 月合格 日本人 12 名,留学生 11 名/19 名)
合宿 4/23、介護施設見学 5/11、慈恵祭 7/17、バーベキュー大会 8/12
ふれあい介護 7/3、介護技術講習会 8/17～8/27
地域との交流(年 6 回) 地域ボランティア(年 8 回)
体育祭 12/4 介護福祉士国家試験 1/30 卒業音楽発表会 1/21 ﾋﾟｱﾉｺﾝﾃｽﾄ 2/25

・グループホームじけい
利用者 17 名
地域との交流会
お花見 4/2 じけい演芸喫茶 4/11
近隣地域の行事参加検討中

・竜神こども園
令和 3 年度在籍園児数 199 名（乳児 44 名）
(3 歳児 56 名、4 歳児 47 名、5 歳児 52 名)
天井修繕、紫外線防止テンﾄ購入、園舎壁面修理
竹馬作り 5/12 運動会 12/2 遠足 10/26 六所山野外学習 11/16
生活発表会 11/26 子育て委員会講演会 10/27

・寿恵野こども園
令和 3 年度在籍園児数 237 名
（乳児 55 名、3 歳児 60 名、4 歳児 71 名、5 歳児 51 名)
配膳台・タオル掛け、ラジカセ購入
総合保育公開研修 6/15 乳児保育参観 9/10～9/12
六所山体験学習 6 月、プール開き 6 月、夏祭り 7 月、保育参観 9 月、
運動会 10/8 生活発表会 12/2-3

・じけいの森保育園
令和 3 年度在園児数 29 名（0 歳児 3 名、1 歳児 12 名、2 歳児 14 名）
七夕親子参観 7/2
親子ふれあい運動会 10 月、作品展 1 月、生活発表会 2 月

・デイサービスじけいの庭
サービス提供時間
10:00～15:30
定 員
10 名
利用者
17 名 (要介護Ⅰ11 名、要介護Ⅱ4 名、総合支援 2 名)
外出行事(手芸教室,料理教室,リハビリ教室以)中止
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