２０２１（令和３）年度事業報告書

特定非営利活動法人 愛知シュタイナー学園
１ 事業実施の概略
特定非営利活動法人愛知シュタイナー学園は、愛知県内の日進市とその周辺地域を中心に、ルドルフ・シ
ュタイナーの普遍的な教育理念を実践・発展させることにより、子どもの教育に係る問題の改善、解決を
図り、地域と社会に対し子どもたちの健全育成に寄与することを目的として、次の事業を実施した。具体
的には本法人の定款第２章第５条の事業として教育事業、講座事業、教員養成事業を下記の通り実施した。
当法人は２０１８年９月２８日付で認定NPO法人の認証を受け、より一層公益性の高い非営利活動を行
う法人としての責務を負っている。
２ 事業の実施に関する事項
特定非営利活動に係る事業
(1) シュタイナー教育を実践する愛知シュタイナー学園の運営
（ア）事業内容
子どもたちの健全育成を図るためにルドルフ・シュタイナーの教育理念に基づいた教育を、平日及び
土曜に有料で実施した。
（イ）実施日時
2021(令和3)年の４月から2022(令和4)年３月まで
（ウ）実施場所
愛知県日進市折戸町笠寺山４２番地の１３
（エ）従事者の人数
常勤教員 ８名
専科教員 １５名（書道、音楽、手仕事、コーラス、園芸各１名、英語、韓国語、体育、オイ
リュトミー各２名、伴奏者２名）年度途中採用者含む
器楽講師 ２名（ヴァイオリン、チェロ）
外部講師 １７名 （美術史、測量、哲学、骨学・射影幾何学、篆刻、演劇、統計学、
健康オイリュトミー、高等部国語各１名、数学２名、
高等部社会、コンピューター各３名）
（オ）受益対象者の範囲及び人数
・６歳から１８歳までの児童・生徒 ６０名
（カ）収入額
40,458,390円
・入学金 3,300,000円、高等部入学金 1,000,000円 参加費 35,381,000円、 他 777,390円
（キ）支出額
57,203,692円
人件費 35,279,921円
借地・駐車場費 2,652,000円 教育費 3,385,378円
設備・備品費 1,426,282円 修繕費 281,150円
光熱水道費 913,878円
消耗品・保健衛生費 286,883円 保険料 72,360円 既定慶弔費 10,000円
租税公課 2,206,750円
新校舎関連費用 10,689,090円
(2)

シュタイナー教育の研究及び普及活動

(1)講座事業
（ア）事業内容
シュタイナー教育に対する社会一般の理解・知識を深めるため、シュタイナー教育に基づく教育、
授業の事例を紹介する講座、子育てについて考える講座を一般市民を対象に開催した。父母の会
と共催した講座において、収益の寄付があった。
コロナ感染拡大のため、秋祭りとおはなしと小さな手仕事 ことり の第２回を中止したが、
人数制限、入れ替え制とし、感染対策を講じた上で以下の講座、オープンイベントを開催した。
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（イ）開催日時及び講師等
日時

場所

テーマ

R3.6.6
10：00〜11：00

愛知シュタイナー学園

シュタイナー学校の美術
体験講座

R３.7．17
13：0０〜１5：0０
R３．１０．２
9:30〜11:30
15:00〜16:30

愛知シュタイナー学園

R3.10.2
13:00〜14:30

愛知シュタイナー学園

R３.１2．12
R４．１．９
R４．３．２７

R３.11.21

トップダウンの教育から
ボトムアップの教育
三つの 7 年周期と
魂の成長の道のり

愛知シュタイナー学園

９：００〜12:00

R3.11.3

講師

愛知シュタイナー学園

愛知シュタイナー学園

R３．８．２２
R４．１．２３

愛知シュタイナー学園

R３.５．９
R3.7.15
R３.10.3
9：3０〜12：00

愛知シュタイナー学園

（ウ）収入額 568,234円
（内訳）講座参加料 429,700円
（エ）支出額 16,937円
（内訳）講師謝金 5,000円

11 年生の世界史体験授業

ひびきの村
関 麻衣子

北海道
シュタイナー学園
佐藤 邦弘

北海道
シュタイナー学園
佐藤 邦弘

従事者

参加者

正会員
4名

正会員 27名

正会員
３名

正会員 ８３名
一般市民 １０名

正会員
８名

正会員 ２２名
一般市民 １０名

大人のための
シュタイナー教育体験授業
愛知シュタイナー学園
第１回 １年算数・音楽・フォル
森田 里乃
正会員
メン
横地 優代
5名
第２回 4年算数・音楽・手仕事
堀田 由佳
第３回 7年数学・オイリュトミー
三島 慶子
美術

ぐるぐるNISSHIN
まちミル博覧会
こどものための手仕事講座
おとなのための算数体験授業

愛知シュタイナー学園
正会員
横地 優代
１２名
中山 誠子

一般市民
３０名

一般市民
２２名

おはなしと小さな手仕事
愛知シュタイナー学園
こ と り
正会員
浅倉 敦子
一般市民 ３名
第２回は蔓延防止宣言期
１名
在校保護者
間のため中止

オイリュトミー アンサン
大人のための
正会員
ブル燦
オイリュトミー体験とお話会
10名
影島 清恵

正会員 ３１名
一般市民 ８名

愛知シュタイナー学園 正会員
横地 優代
１２名

一般市民 ５７名

学園見学会と体験授業

託児料 106,000円

書籍等販売収入

託児保険料、まちミル登録料等

32,534円

11,937円

(3)シュタイナー教育に基づく教員養成事業およびその支援
日本シュタイナー学校協会による連携型教員養成事業が2018年８月からスタートし、会議及び養成
講座にスタッフとして参加した。
当学園での教員養成についての説明会を開催した。
今年度新たに当学園をホーム校とする新規受講生はいなかった。
収入額 日本シュタイナー学校協会からの支援金 20,000円
支出なし
(4) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
本年度は実施していない。
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３ 会議の開催に関する事項
（１）通常総会
令和３年６月19日（土） 11:00～11:30 北棟ホールにて開催
① 2020年度事業報告の承認について
② 2020年度収支決算について及び同会計監査報告の承認について
③ 2021年度事業計画の承認について
④ 2021年度収支予算案について
⑤ 役員について
(2)理事会
ア 第１回理事会
（ア）開催日時及び場所
令和３年６月２日（水） 17:30～19:45 愛知シュタイナー学園教員室
（イ）議題 ① 2020年度通常総会の議題について
② 退校面談報告 ２件
イ 電磁的方法による理事会
（ア）令和３年６月２７日〜２９日
（イ）議題 ① 参加費未収金の対応について
② 学童指導員採用の可否についての共有
③ 教員との理事面談のシェア
ウ 第２回理事会
（ア）開催日時及び場所 令和３年１０月６日 17:00～21:30 愛知シュタイナー学園教員室
（イ）議題 ① 常勤職員の休職の申し出と対応について
② 非常勤事務職員の退職とその後の体制について
③ 財務委員会からの報告
新規学内貸付募集について
④ 参加費未収のその後の報告
⑤ 次年度理事候補と理事面談見習いについて
⑥ 理事面談の日程・担当調整
⑦ JKA補助金交付確定の報告
エ 第３回理事会
（ア）開催日時及び場所 令和３年１２月２２日 18:00～20:30 愛知シュタイナー学園1年教室
（イ）議題 ① 専科教員契約更改、理事面談についてのシェア
② 理事面談記録の改定について
③ 新１年担任、高等部常勤コーディネーター採用について
④ 高等部専科教員募集について
例年は、年度末までに次年度担任の契約も定まり、理事会承認となるところ、労働法専門の弁護士さ
ん、社会保険労務士さんのアドバイスを受け、担任の労働契約を単年更新制に変更する、三六協定など
働き方改革に取り組むなどが途上であり、常勤担任との労働契約は5月になって確定した。
当学園では、教員の採用は教員会の責任で行い、理事会はそれを承認し、雇用条件について検討する
役割を担う。
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