
歴史と伝統のある 

彦根市立彦根幼稚園 

＜園の特色＞ 
彦根幼稚園は彦根城やキャッスルロード 
四番町スクエアの近くにあります。 
歴史と伝統に育まれた文化の薫り 
高い幼稚園として地域の人々から 
愛されています。 

  
  
  
  

彦根幼稚園のシン
ボルツリー「クロガネ
モチ」の大木が毎日、
園児を見守ってくれ
ています。 



節分や七夕など伝統的な行
事も計画し、優しく強い心を
育てていきます。 

水や砂に全身でかかわるな
かで、友達と力を合わせて
楽しむようになります。 

身近な草花と道具
を使って、きれい
な色水を作ろうと
集中して取り組ん
でいます。 

「よーいドン」友達
と一緒に何度も走り
ます。遊びの中で体
力もついてきます。 

「ここが難しい
な」「どうする
ん？」少し難しい
ことにも集中して
取り組みます。 

2学期後半になると、ルールのあ

る遊びの楽しさを感じ、友達と誘
い合って遊ぶようになります。 

役になりきって楽しい劇遊び♪表現す
るおもしろさから夢を広げます。 

「こんなに拾ったよ」 

いろいろな人とふれあう中で、人
への信頼感が育まれていきます。 「いらっしゃいませ」「これ

ください」ごっこ遊びの中
で、たくさん言葉を交わ
し、人とかかわる喜びを
味わいます。 

「ふわふわできもちいいね」泡
の感触を心ゆくまで味わって
います。 

落ち葉のプールで心と体を発
散させて遊びます。 



１　幼稚園経営管理全体計画（構想）
拠所 

  ◇教育基本法 

 ◇幼稚園教育要領 

 ◇滋賀県教育振興基本計画 

  ◇滋賀県幼児教育推進の指針 

  ◇彦根市乳幼児教育・保育指針 共通カリキュラム 

 教育の柱 
○同和教育・人権教育を 

  踏まえた教育 

○特別支援を重視した教育 

○保幼小連携した教育 

○子育て支援 

○地域に開かれた教育 

教師の構え・姿勢 
○教師としての資質の向上 

  に努める 

幼児一人一人の発達特性を踏まえて、基本

的な生活習慣や豊かな心と健やかな体、人と

かかわる力、道徳性の芽生えを育み、人間と

してよりよく生きるための基礎を培う。 

＊心身ともに健やかで…たくましい子 

＊人との関わりの中で…楽しく生活できる子 

＊豊かな遊びを創りだし…全身でぶつかる子 

（聞く 待つ 許す） 
一園一約束 

「挨拶をしよう」 

彦根幼稚園の実態 

＜地域＞ 

□歴史と伝統・文化財に恵まれ 

  た地域環境 

□園に協力的なＰＴＡ 

□団地・マンション家族の増加 

□通園地域の広範囲化 

＜幼児＞ 

□明るく、元気  

■基本的生活習慣の乱れ 

■種々の体験・戸外遊びの不
足 

■支援の必要な園児の増加傾
向 

     ≪３歳児≫ 
◎自分でいろいろな遊びを見つけ 

て遊ぶ中で、先生や友達と 一緒

に過ごす楽しさを味わう。 

◎園での生活の仕方がわかり、 

 必要な習慣を身につける。 

     ≪４歳児≫ 
 ◎自分でできることは自分でし、 

   約束を守って友達と仲良く園 

   生活を楽しむ。 

 ◎全身を動かして遊ぶ楽しさを 

  味わい、興味や関心を広げる。 

     ≪５歳児≫ 
 ◎環境に意欲的に働きかけ力いっぱい 

  遊ぶ中で友達関係を深め、決まりや   

   約束を守って遊ぶ。 

 ◎自分なりのめあてをもち、工夫したり  

  試したりして遊びを深めていく。 

豊かな人間性を育む

教育の充実 
 

●地域の特性や幼児の

実態を基に、いろいろな

人、もの、こと等と豊か

に触れ合う体験を通して,

幼児期における道徳性

の芽生えを培うなど、豊

かな心の育成を図る園

経営を推進する。 

●一園一約束として、気

持ちのよい挨拶に取り組

む。 

 

自ら学び、自ら考え

る力を育む教育の充

実 
 

●知的好奇心・探究心

を育み,主体的に学ぶ

力の基礎を培うために

直接体験を重視するな

ど創意ある教育課程を

編成し, 調和のとれた

指導計画を立てる。 
●幼児期の学校教育の

充実(体験の多様性と関

連性） 

その子らしさを生かし、可

能性を伸ばす教育の充実 
 

●幼児一人一人が集団との関

わりの中で望ましい育ちを遂

げられるように環境構成を工

夫し、コミュニケーション力を育

てる指導に努める。 

●幼児理解を深め幼児との信

頼関係づくりに努める。 
●子どもの心に灯を灯す教師

力の醸成 

●子どもをプラス志向で受けと

め、個性を大事にする。 

 

地域に開き、信頼さ

れる幼稚園の創造 
 

●地域の自然・文化・伝

統や人材等を活用する

など、地域に根ざした園

づくりに努めるとともに、

家庭・地域・学校等との

交流や連携を密にし,幼

児教育センターとしての

役割を果たす。 
●彦幼教育の真価の発

揮（発達や学びの連続

性） 

 

 

教師の保育力向上・・・幼児観・教材観・指導観の練磨  カンファレンスによる保育力向上   

少人数・単級の課題と特徴を生かす園経営・・・本園の特徴を生かすと共に、全学年と交流し合う保育の充実 

保護者力を生かす子育ての支援・・・”聞かせる保護者会””見せる通信””親子参加保育”の工夫    

教育推進の基本 
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研究主題 

感じ、考え、じっくりと遊ぶ子どもを育てるために 

～園・地域の環境を生かして～ 

 

（１）主題設定の理由 

幼児は、身近な環境に興味や関心をもち、自ら関わり遊び始める。そして、自分なりに試したり

工夫したり、友達と力を合わせたりしながら、遊びを創りだしていく。教師には、幼児理解・遊び

理解を深め、意図や願いをこめて、幼児が自ら遊び始めることのできる環境を用意し、援助するこ

とが求められる。さらに幼児が満足感や充実感を味わい、発達に必要な経験を積み重ねられるよう、

遊びの様子から実態を捉え、幼児とともに環境を再構成していくことが大切である。 

本園のこどもたちにおいては、少子化、核家族化の影響から、それぞれの家庭内の限られた人間

関係の中で育ち、入園前の遊びの経験にも個人差や偏りが見られる。 

本園では、幼児の主体的な学びを保障するための遊びの場としての環境に着目し、園内の様々な

環境を遊びに取り入れ生かすとともに、他の地域にはない歴史、文化的環境や自然環境とのかかわ

りをとおして豊かな体験を積み重ねていきたいと考える。 

日々の保育の中で、幼児理解に立ち、視点をもって環境を構成したり、地域に出かけ、様々な人

や自然、出来事と出会わせたりする中で、幼児が刺激を受け止め、心を動かしながら主体的に環境

とかかわる姿を求めたい。そして、「知識及び技能の基礎」「思考力、判断力、表現力等の基礎」「学

びに向かう力、人間性等」の資質、能力を育んでいきたい。 

 

（２）研究内容と方法 

 

① 研究主題の共通理解とエピソードの分析 

・「主体的に遊ぶ」子どもの姿についてそれぞれの年齢に応じて共通理解する。 

・日々の保育のエピソードを集積、分析し、幼児理解を深める。 

② 幼児の実態とねらいに添った環境構成 

・幼児の実態に応じた明確なねらいのある保育。 

・年齢の応じた保育教材の検討、保育室等の環境のあり方。 

・地域教材の見直しと発掘 

③ 視点をもって環境を再構成 

・「安心感や居場所感のもてる」「夢中になり、没頭できる」を視点に園内の環境（物的・

人的）を見直し、再構成する。 

・地域の自然や歴史的・文化的環境を生かした保育の展開の工夫。 

・研究保育を通じ、教師の援助のあり方について検証する。 

園内研究・研修 



④ 教育課程・指導計画の見直しと検討 

・二つの視点から期に応じたキーワードを見い出し、指導計画に位置づける。 

 

 

 

明治２３年 ５月 １日   私立彦根幼稚園創設  （東幼稚園 ５番町） 

明治３０年１０月２５日   私立彦根西幼稚園創設 （下魚屋町） 

明治３９年 ５月 １日   私立東西幼稚園合併  （彦根幼稚園創立）     

明治４０年 ６月１３日   両幼稚園とも町立に移管 

明治４４年 ４月 １日   両幼稚園現在地に移転  （本町） 

大正 ２年 ４月３０日   彦根町立彦根幼稚園と改称 

昭和１２年 ２月１１日   市制施行により彦根市立小学校付設幼稚園と改称 

昭和１２年 ７月２０日   彦根市立彦根幼稚園と改称 

昭和１３年 ６月２５日   園舎改築竣工 

昭和３９年 ５月３１日   園庭内の民家立ち退き園地整理 

昭和４２年 ４月 １日   園児数の増加により１０クラスとなる 

昭和４２年 ４月 １日   城西分園創設  （城西小学校内） 

昭和４８年 ４月 １日   池州分園創設  （県立短期大学附属幼稚園移管） 

昭和４８年 ４月 １日   佐和山分園創設（佐和山小学校内） 

昭和５２年 ３月３１日   城西分園を廃止し本園に併合 

昭和５４年 ４月 １日   佐和山分園を廃止し彦根市立佐和山幼稚園創設 

平成 元年 ７月 １日   城東小学校仮園舎移転 

平成 ２年 ３月１０日   新園舎竣工現在に至る 

平成 ８年 ２月２４日   全国教育美術展文部大臣学校賞受賞  

平成 ８年 ３月 １日   全国教育美術展滋賀県教育長学校賞受賞 

平成 ８年 ５月 １日   創立９０周年記念幼年消防クラブへ入団 

平成 ９年 ２月２８日   全国教育美術展文部大臣学校賞受賞  （池州分園） 

平成１０年 ３月２６日   世界児童画展 滋賀県団体賞受賞 

平成１３年 ２月 ３日   お話を絵にするコンクール（文部大臣賞（個人）学校賞受賞） 

平成１４・１５年度     文部科学省委託事業 幼稚園における道徳性を培う活動等の充実に関す

る調査研究委託 

平成１８年 ５月 １日   創立百周年記念式典開催 

平成２０年 １月２７日   お話を絵にするコンクール（学校賞受賞） 

平成２０年 ３月 ４日   彦根幼稚園幼年消防クラブ表彰 

平成２２年 ２月２６日   滋賀県教育美術展 学校賞受賞 

園の沿革 

 

 

 

 

 

 



平成２２年 ３月２９日   世界児童画展 文部科学大臣賞受賞 

平成２３年 １月２２日   お話を絵にするコンクール国民読書年特別賞 

平成２４年 １月２１日   お話を絵にするコンクール（学校賞受賞） 

７月～９月   池州分園耐震化工事、倉庫の撤去・新設、ぶらんこ撤去・移動新設 

平成２５年 １月２６日   お話を絵にするコンクール（学校賞受賞）（池州分園） 

平成２５年 ３月～４月   本園、園庭倉庫撤去・新設 

平成２５年 ５月      分園、保育室、職員室、ホワイトボード設置 

平成２５年 １１月     本園、屋上人口芝生張替え 

平成２５年 １２月     分園 FFファンヒーター設置 

平成２６・２７年度     彦根市教育委員会指定 幼稚園教育課程研究委託 

平成２６年 ６月      分園 網戸新規設置 

８月      分園 職員トイレ改修工事 

      ９月      本園 １．２階網戸新規設置・分園、昇降口の改修 

     １１月      本園 室内インターフォン電話改修 

平成２７年 ３月      本園 幼稚園駐車場 賃貸にて完備 

      ３月３０日   世界児童画展 都道府県団体賞（池州分園） 

平成２７年 ５月      分園 砂場の囲いブロック新設 

 ６月      分園 ブランコの安全柵と安全マット新設 

 ７月      本園 リズム室網戸新設 

平成２７年１０月２４日   滋賀県人権教育研究大会 彦根大会 

              オープニングに５歳児４４名が「ひこにゃん音頭・体操」を披露 

平成２８年 １月２０日   彦根市教育委員会指定 幼稚園教育課程研究発表 

平成２８年 ３月 ４日   ４３年間の池州分園ありがとう会 開催 

平成２８年 ４月 １日   池州分園を休園し本園に併合 

平成２８年１０月２８日   鉄棒下の安全マット設置  

平成２８年１１月２６日   創立１１０周年記念 おめでとうセレモニー 

平成２９年 １月２１日   お話を絵にするコンクール（学校賞受賞） 

平成３０年 ３月３１日   池州分園 廃園 


